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運転員のメンタルモデル獲得システムの開発(1 ) 

一物理レベルの，メンタルモデル獲得システムの評価一

(共同研究報告書)

要旨

池田満ヘ溝口理一郎1)

吉)11信治2)、小津健二3)

本報告書は、原子力プラントの機能や構造に対する運転員の理解状況を計算機によって

獲得する手法に関する検討結果を述べる。この手法は、教育課程中の運転員が自らのプラ

ントに対する知識を形成する努力を支援する情報処理技術の中で中核をなすものである。

この知識形成支援技術の目的は、予測の困難な事象に遭遇した場合の運転員の対処能力を

向土することにある。このような場合には、観測された兆候からその原因を推定したり、

推定された異常事象に対して対応操作を決定したりする際に、経験則のみに依存するので

はなく、プラント内部の各部の現象に立ち返った考察に裏付けされた意志決定を行う能力

を運転員が有していることが望ましい。

本報告書では、このような手法に発展しうる要素技術の候補として、説明に基づく学習

と呼ばれる技法を取り上げ、上述のような運転員の学習支援システムへの適用性及び必要

な機能拡張について考察し、解決すべき技術課題を整理した。

1)大阪大学産業科学研究所電子機器部門

2)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センター基盤技術開発部先進技術開発室

3)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センタ一実験炉部
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Development of An Operator' s Mental Model Acquisition System(l) 

-Estimation of A Physical Mental Model Acquisition System -

Mi tsuru Ikeda
1
)， Ri ichirou Mizoguchi 1) 

Shinji Yoshikawa~ ， Kenji Ozawa~ 

Abstract 

This report describes a technical survey of acquisition method of an operator' s 

understanding for functions and structures of his target nuclear p1ant. This 

method is to p1ay a key ro1e in the information processing framework to support 

on-training operators in forming their know1edge of the nuclear p1ants. This 

kind of technical frainework is aiming at enhancing human operators' ability to 

cope with anoma1y p1ant situations which are difficult to expect from preceding 

experiences or engineering survei11ance. 1n these cases， cause identifications 

and responding operation se1ections are desired to made not on1y empirically but 

a1so based on thoughts about possible phenomena to take place within the nuclear 

p1ant. 

This report focuses on a particu1ar e1ement technique， defined as 

がexplanation-based know1edge acquisition"， as the candidate technique to 

potentially be extended to meet the requirement wri tten above， and discusses 

about app1icability to the 1earning support system and about necessary 

improvements， to identify future technical developments. 

1) Institution of Science & Industrial Research， Osaka University 

2)Frontier Technology Development Section， Advanced Technology Division， OEC/PNC 

3)Experimental Reactor Division， OEC/PNC 
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第 1章

序論

原子力プラントは複雑で大規模、かっ安全性、信頼性への社会的要求が高いシステム

の典型である。従って原子力プラントの運転員が把撞しなければならない工学的知識の

量、及び対処しなければならない事象の範囲は他の工学系に見られない広さを持つ。現

.在、運転員にそのような対処能力を獲得させる方法としては、教材による原子力プラン

トの概念、構造、及びプラントの種々のモードにおける各部の機能や性能、動作条件の

教育と、運転訓練用シミュレータを用いた実地訓練が主に用いられている。訓練用のシ

ミュレータには、正常時のプラント挙動のみではなく、実機において想定される不具合

をも模擬する機能が備わっているが、不具合のあらゆる規模や組み合わせを訓練中に経

験することは現実的には不可能である。さらに、交通システムや小規模の化学プラント

と比較すると、原子力プラントに関しては、周辺環境へ重大な影響を及ぼす事故事例で

実機において過去に経験されたものは極めて数少なく、しかもそのような事故に至りう

る事象の発生に際してはその初期に正確な診断を行い、かっ迅速に適切な対応操作を取

る能力が運転員に要求されるという点が大きく異なる。

また、近年の計測制御技術の進歩が運転員の任務に与えた影響を考えると、従来のよ

うにルーチン的な監視、制御を定常的に行っている場合には、プラント内部の機能や挙

動に対する関心が必然的に保たれていたのに比べて、近年は定常的な監視、制御が自動

化され、運転員にはこのような自動化システムが対処できないような異常事象が発生し

た場合に必要な高度な判断が要求されている。これは正常時と異常時の負担の比率が増

大したことを意味しており、精神的な負荷が急増しでも的確な判断を行う能力の重要性

は増してきていると言える。

このような要求に応えるためには、観測された兆候からその原因を推定したり、推定

された異常事象に対して対応操作を決定したりする際に、プラント内部の各部の現象に

立ち返った考察に裏付けされた意志決定を行う能力を運転員が有していることが望まし

い。このような能力は、定常業務における手順の習得や、訓練過程において対象事象に

設定されている異常事象に対する対処法を習得する際にも、その学習効率を高め、知識

の定着をより確かなものにする効果があると期待できる。

このような能力の醗成を支援するソフトウェアシステムの構築技術を開発するための
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研究を平成6年度より行っている。平成 10年度末に、訓練過程にある運転員が計算

機の前に座って対話的な操作を行うことによってプラントに対する知識を向上できるよ

うなソフトウェアの枠組を構築することを目標としている。このようなソフトウェアは、

1)システム使用者のプラントに対するその時点での理解状況を把握する部分(学習者モ

デルモジューノレ)、 2)教示すべき知識、情報に基づいて質問を生成し、使用者の回答を

評価する部分(教材知識モジューノレ)、 3)前述の 2つの部分と使用者の対話を司る部分

(個人指導モジュール)から成る。

この中で、教材知識モジュールに関しては、原子力施設の運転及び運転員の教育に関

する経験がある程度活用できることから、運転訓練用シミュレータを用いて、予測の困

難な異常事象に遭遇した場合の診断における運転員の知識活用形態を観察、分析した

[1]。また、先行研究の調査に基づいて人聞が複雑なプロセスの運転、診断を行う際に

用いる知識の基本構造を仮定し、比較的単純な系を計算機上に構築して被験者を用いて

この基本構造の妥当性を確認した[2]。

これらに対して、 1)の学習者モデルモジュールは、システムの中核である一方、 3者

の内最も技術的課題を多く含み、システムの設計に先だって十分な検討を必要とする。

従って、原子力プラントを対象とする診断、操作に領域を限定する前に、対象となる系

や学習した知識を適用する作業に関する種々の組み合わせについての考察をしておくこ

とが妥当と思われる。

一方、人間の知識を計算機で処理することを目的として構築されてきた技術分野、主

に人工知能と呼ばれる分野においても、知識の獲得は主要テーマである。この分野にお

いては当初、人聞が知識を用いて新たな情報を導くプロセス、即ち推論を実現するため

のアルゴリズムの研究に重点がおかれてきたが、単純な命題の処理を追及するだけでは

実際の場で有益な技術とは成りえないことが次第に明かになってきた。人聞がそれぞれ

の作業において扱う知識そのものの研究に重点が移り、またそのような知識を如何に主

観的な解釈を加えずに計算機に取り込むかが知識工学の成功の鍵であることが広く認識

されるに至ったのである。

これは主に、専門家の知識を f-thenールールで記述してこの上に推論アノレゴ、リ

ズムを搭載すれば専門家の意思決定能力を工業製品化できるという発想化から生まれた

エキスパートシステムの開発努力の中で経験された「知識獲得のボトノレネック j を背景

とする。

「知識獲得のボトノレネックj とは、エキスパートシステムに記述する知識を専門家へ

のインタグューにより抽出し、 f-thenールールに変換して計算機へ書き込んで、

推論さえすれば専門家と同じ判断ができるような知識ベースを構築することが、ほとん

どの場合工学的に成立しない、ということである。工学的に成立しない、とは、計算機

に依存する必要があるような規模の対象については、上記の手順の作業量がただ膨大に

なるということではなく、個々のノレーノレ間の整合性の保持、記述の統一性の確保、未抽

出知識のチェック等を人間の手で行うコストが、受容できる限度を越えているというこ

とである。このことから、知識ありきを前提とする研究ではなく、人間の所有する知識

を計算機に記述するプロセスそのものを工学的に実現することの方がはるかに量要な意

円
/
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味を持つことが認識され、知識獲得の研究が知識工学の主要テーマになった。

本報告書では、一個の人間のある工学系に対する理解度を計算機によって把握する手

法の基となる手法として、説明に基づく学習をとりあげ、その理論的内容、知識獲得の

ための諸方法の特徴、質疑応答の制御への適用性、教育支援システムの中核モジュール

として使用するために望まれる機能拡張について述べる。

-3 -
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第 2章

知識獲得

2.1 緒言

知識獲得の重要性は知識工学の繋明期から認識されていたが，知識工学者

自身による専門家へのインタピューによる知識獲得に甘んじていたため，知識

表現等の研究の後塵を拝してきた.最近になってその重要性が再認識され，多

くの研究が行なわれてきた [3J.
本章では，知識獲得の知識工学における位置付け，ならびに知識獲得の問題

を考える上で重要と思われる視点を整理するとともに，代表的なシステムを

概観する.

推論中心の初期の人工知能から知識中心の知識工学への人工知能研究の変

遷は，推論中心の研究の失敗から生じた自然な選択であり，知識の重要性の再

認識の歴史であった.2.2節では，このような背景を持った知識工学における知

識獲得の重要性と将来について述べる.

2.3節では，獲得手法という視点から知識獲得を整理するとともにそれぞれ

の手法の代表的なシステムを紹介する.本論文で取り扱う知識獲得の手法の

1つである説明に基づく学習については第 3章で詳細に述べ，また第 4章で用

いるインタピューによる獲得についてはその章で詳細に述べる.

2.2 知識獲得の位置付け

人工知能 (ArtificialIntelligence，略して AI)とは，人間のような知的な能力を

もっ機械の実現を目指す研究のことである.ここでいう機械とは，実際にはコ

ンピュータであり，また実現の手段はプログラムであるから， AIとは知的コン

ピュータあるいは知的プログラムに関する石汗究であるといってよい.

さて，人間のように知的に問題を解決するコンピュータを実現したいとい

う研究はコンピュータが実用化され始めた 1950年代中頃からすでに開始され

ている.しかし，当初は一般の複雑な問題の代わりに，ゲームやパズルを対象

- 5 -
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とした研究がなされていた.これは，どの手が最適であるか，少なくとも負け

を最小にするにはどの手を選ぶべきか，というような判断と，いろいろな戦略

ルールや判断基準を組み合わせて lつの決定を行なうという推論についての

研究が中心であった.これらの研究を通じて，単純かつ強力な汎用性の高い推

論のメカニズムが追求された.一般性の高い推論機構が発見できれば，一般の

複雑な問題に応用できると考えられたようである.しかし，初期の AI研究者達

の試みは，そのままの形では成功しなかった.なぜなら，一般性が高く強力と思

われる推論機構が発見されても、一般の複雑な問題に応用するときに，その柔

軟性の欠知および単一性に阻まれ十分な結果を生まなかった.そこで知識工学

(Knowledge Engineering)と呼ばれる実用指向の AI研究へと引き継がれた.知識

工学では初期の AI研究で重点が置かれた汎用で強力な推論機構ではなく，実

用に十分な可能性がある知識にその重点が置かれた.後に初期の AI研究は推

論中心の AIと呼ばれるようになった.

知識工学のアプローチでは，扱う知識の表現，利用および獲得が最も重要な

課題とされた.以下にそれぞれの課題について述べる.

知識の表現 (KnowledgeRepresentation)とは 3知識をコンビュータで処理する

ために一定の形式で表現することをいう.形式が一定であることは，コンピュー

タ処理上極めて重要なことである上，この知識表現は人間にとっても理解しや

すい形式となる.これによって，知識をより構造的に扱い，整理することがで

きる.

知識の利用 (Useof Knowledge)とは，一定形式で蓄積された知識を利用して，

推論を実行し，結論を得ることをいう.これは現在の状態，目標の方向，現在焦

点、を当てている問題，推論などの戦略などに基づいて，適切な知識を取り出し

て，運用し，推論を進めるということである.このため，知識の探索，推論の戦略，

知識の解釈，推論の道筋の説明など重要な問題がある.

知識の獲得 (KnowledgeAcquisition)とは，問題領域の専門知識を獲得するこ

とである.問題解決器の能力は，獲得された知識の質と量に依存するため，こ

の機能は極めて重要である.特にエキスパートシステムの場合には，自分自身

の知識を明確に表現することが困難な専門家から知識を引き出すこととなる

ため，一般にこの作業は専門家と知識工学者 (KnowledgeEngineer)との時間のか

かる忍耐のいる共同作業である.

このように知識工学には，さまざまな取り組むべき課題があるが，特に問題

解決の能力を決定する要因である知識獲得の重要性は無視できない.上述し

たように，知識獲得はエキスパートシステム出現以来，最も時間と忍耐のいる

作業であった.もし3 この作業をコンピュータ支援によって半自動化させること

が可能であれば，知識工学者の負担は軽減されるであろう.また，専門家と知

識工学者の人対人の作業では，不注意による誤り，記憶違いによる作業の重複

などさまざまな問題が考えられるが，これらも克服することが可能であろう.

知識工学の中心である知識をまず最初に取り扱う部分である知識獲得の研究

の成功は知識表現や知識利用の研究を活発化させ，実用に十分耐える問題解

n
h
u
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決器(エキスパートシステム)の開発に拍車をかけることが予想される.

2.3 知識獲得の形態

知識獲得に関する研究は最近盛んに論じられているが，多くの研究は知識

獲得のある lつの視点を強調したもので，知識獲得の全体像が把握し難いのが

現状である.知識獲得は広義には知識ベースの構築支援全般を意味するが，そ

のように考えたとき，その形態は次の 5つに分類することができる [1].

-深い知識からの生成

-例題からの学習

-インタビューによる獲得

-専用言語の開発

・専用ツールによる管理

以下，各項目についてその形態と代表的なシステムについて概観する.

2.3.1 深い知識からの生成

専門家は基本的な知識を学習した後，さまざまな経験を通じて経験則を習

得していく.このような専門家の成長過程に着目して，深い知識と呼ばれるド

メインの基本原理や対象物の構造や部品の機能に関する知識から，タスクに

直接使われる浅い知識をコンパイルすることができる [4J.深い知識は客観的

な知識であり，基本的にはドメインに依存するが，タスクには依存しないもの

である.タスク知識は深い推論エンジン(コンパイラ)が持っている.この考え

の基本には3有効な経験則(浅い知識)の多くは客観的な知識によってその正当

性を説明できるという考えがある.理想的には，深い知識は 1つのドメインで

共通のものが定義され，その上でのタスクに依存した深い推論エンジンがさ

まざまな浅い知識を生成するという形態が望まれる.すべての浅い知識をコ

ンパイルしておくことは不可能であり，また現実的でない.ある程度，使用頻

度の高い浅い知識だけを事前にコンパイルしておき，残りのものは，実際に困

難な問題に出会ったときに動的に生成し，有効に用いられたものを蓄積すると

いう方法が妥当であろう.

深い知識を用いたシステムに来村らの故障診断システム KCIII[5]がある.

KCIIIは物理法則に基づいて因果の流れに沿って系の挙動を推論し，故障診断

を行ない，その結果を故障診断 Jレールとして生成する.系の挙動の推論には定

性推論 [6]を用いており，人の定性的な推論に類似した推論を行なうことがで

きる.KCIIIは原子力プラント“常陽"を対象としており，その推論結果は専門

家の行なうものと一致したとの報告がある.また 3 同研究グ jレープでは“常陽"

- 7 -
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のモデルの部品の記述に抽象的概念に対応づけられた語葉(ドメインオント

ロジー)を用いることを試みており f7]，KCIIIの故障診断の効率を高め，高品質

の故障診断 jレールの獲得を目指している.

2.3.2 例題からの学習

学習は知識ベース構築の観点から見れば極めて重要な課題である.従来の

学習に関する研究はI SBL(Similarity-Based Learning)と呼ばれ，事前の知識はほ

とんど仮定せず，多数の例題中の類似性に注目し，帰納的に学習を行なうもの

が中心であった.近年 EBL(Explanation-BasedLearning)と呼ばれる新しい学習方

式が注目さ れ て い る .EBLでは SBLとは対象的にドメインに関する豊富 な

知 識 (DomainTheory)を事前に用意しており，多少の例題(通常は Iつ)か

ら学習を行う方式である.実際，人間の学習課程を考えると， EBLの方が現

実的であるように思われる.しかも，知識獲得の立場からみれば， Domain 
Theoryは客観的な知識であるため，その獲得は比較的容易であり，ぞれに

基づいて EBLによってタスタ の 解 決 に 有 効 な 知 識 が 得 ら れ る こ と は 大変

望ましいことである.これは弟子が師匠の動作を倒で見ていて，そのノウ

ハウを学ぶことに類似しており，知識獲得の重要な形態の 1つとなるであ

ろう.

2.3.3 イン女ビューによる獲得

インタビューによる獲得が普通に言われる知識獲得であり，知識工学者が専

門家にインタピューすることによって知識を獲得する行為を指す.現状ではこ

の形態が大部分のエキスパートシステムの構築において採用されており，最

も重要な問題となっている.一般に，人間は自分の知っていることを客観的に

は理解していない.特に，経験則と言われるような半分無意識の世界にあるよ

うな知識に関してはいっそうその表明は困難となる.したがって，インタビュー

による獲得では，専門家が自分の知識を表明しやすいような状況を作ること

が重要な課題となる.言い忘れているところや矛盾の指摘はもちろんのこと，

知識を提供する側の心理的負担を軽くする考慮も必要になる.

2.3.4 専用言語の開発

特定のエキスパートシステムが成熟するにつれて知識の枠組が固まること

を利用して，そのシステムに固有の知識表現言語を開発することができる.こ

の言語を用いて，記述の概念レベルを高めることができる.汎用の記述言語は

記述の際の自由度が大きく，問題領域の専門家が直接その言語を利用して知

識を記述するのは困難であるが，十分検討された問題専用の言語が設定され

ればそれが可能となる.

この専門家が直接知識を記述できるような専用言語を利用したシステムの

例として， XCON-RIME(8]やOPAL[9]を挙げることができる.例えば，現在 10000
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以上のルールを持つ XCONは，毎年半数のルールを修正し，保守を行なってい

る.その作業を軽減するために)RIMEと呼ばれる専用の言語を開発している.

2.3.5 専用ツールによる管理

知識ベースの管理は，知識獲得が持つイメージとはかなり遠いが，知識ベー

スの構築には不可欠なものである.知識の作成の動機や目的，適用結果の履歴，

類似した知識，共に用いられるべき知識等の関連情報が得られないと，知識の

矛盾や冗長性等が生じ，知識ベース構築に悪影響が発生する可能性が高い.し

かも大規模な知識ベースを構築する場合には複数の人が携わる場合が多く，そ

の場合は更に深刻な問題となるであろう.

このような知識ベースの管理を行なうシステムの例として北上らの知識

ベース管理システム [10]や辻野らの SPREXII[l1]がある.例え lf，知識ベースの

修正の専用言語の概念も組み込みんだ SPREXIIでは，システムの性能を落す

ことなく Jレール数を 70%まで減少させたり，全く新しい Jレールを試みることや

複数の専門家による構築作業が容易になった，との報告がある.

2.4 結言

本章では，知識獲得の知識工学における重要性，困難さについて述べた.推

論中心の人工知能から知識中心の知識工学への大きな転換とそれによって生

じた知識獲得が人工知能研究で占める重要な役割を概観した.重要性が再認

識されてきたことによって，さまざまなアプローチによる研究がなされてきた.

本章ではそれらのアプローチを形態によって分類することによって整理した.

闘EXTPA.GE(S} 
le1t BLANK ~ 

-9 -



PNC TY9605 98 -003 

第 3章

説明に基づく学習

3.1 緒言

コンピュータによる学習(機械学習)の歴史は古く， 1959年Samuelによるチェッ

カのプログラム [12]に起源する.そのプログラムは，ゲームの遂行過程のデー

タに基づいて，評価関数のパラメータを学習する単純なものであったが，チェッ

カの世界チャンピオンを破り，コンビュータによる学習の応用可能性を最初に

示した.以降，学習の研究は人工知能研究の最も活発なテーマとなっている.

学習の研究には3外部教師あるいは環境から得られる事実に基づいて帰納

的推論を行ない，知識を獲得する類似に基づく学習(帰納学習とも呼ばれる)，

事前知識として公理系が与えられ，学習用の概念として示される定理の証明

(演鐸的推論)を行ない，知識を獲得する説明に基づく学習(演縛学習とも呼ば

れる)，既知のある世界の関係を未知の現在の世界の関係に写像し，知識を獲得

する類推による学習，与えられた世界の知識から，有用な新しい概念なり知識

を形成する発見による学習などがある.知識獲得の一つの形態としての学習

においては，例の類似性に基づく学習 (SBL:Similarity-Based Learning)が最も精

力的に研究がなされており，実用面においても十分な成果を上げている.

一方，説明に基づく学習 (EBL:ExplanatioIトBasedLearning)は 1980年代前半か

ら研究が活発化してきた比較的新しい学習パラダイムである.SBLはドメイ

ンに関する知識をほとんど持っていないため， SBLのパラダイムによって得ら

れた結果の正当性は，そのような例題が存在していたから，ということ以上の

説明をすることはできない.しかも，適切な学習を行なうためには多くの学習

サンプルが必要となる.それに対して EBLはドメインに関する豊富な事前知

識を前提とし，例題を証明して学習するため，結果の正当性は保証される.し

かもこの学習パラダイムは人間の学習に近く， SBLより自然な枠組であると言

える.

本章では，本論文で取り上げた説明に基づく学習の枠組を紹介するととも

に， EBLの概念を採り入れたシステムの歴史， EBLに関するトピックスを概観

する.

唱

E
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3.2節では，さまざまな形式で用いられていた説明に基づく学習の概念を最

初に整理，提言した Mitchellらの EBG(Explanation-BasedGeneralization)とそれの

不備を指摘し，同時に発展させた DeJongらの EBLについて紹介する.

3.3節では，説明に基づく学習に関する全体的な様相について述べる.文献

[2]において DeJongらによって EBLという用語が使われ始めたが，実際にはそ

れより以前に EBLの概念は存在していた.これら EBLの概念を採り入れたシ

ステムをまとめる.また EBLに関するいくつかのトピックについて述べる.

3.2 EBG/EBL 

説明に基づく学習という言葉は， 1986年の Mitchellらによる論文“Explanation-

Based Generalization: A Unifying View" [13]における提案に対する返答という形

で同じ論文誌に DeJongらが投稿した“Explanation-BasedLearning: An Alternative 

View"[2]に起源する.それまでは“Explanation-BasedApproach"としてさまざま

な形態を採っていたが，これら一連の論文によって，それまで帰納学習が主流で

あった学習分野に説明に基づく学習という演鐸学習の新しいパラダイムが統

合，形成された.

本節ではこれら演鐸学習の着火源となった2つの学習パラダイムを紹介する.

3.2.1 EBG: A Unifying View 

説明に基づく一般化 (EBG)について文献 [13]にある例題を用いて紹介する

EBG問題

説明に基づく一般化問題を表 3.1に示す.また， cupの一般化問題の具体例に

おける入力を表 3.2に示す.表 3.1と表 3.2に示すように， EBGでは以下の 4種類

の情報を入力とする.

1.目標概念は獲得すべき概念を示す.例えば，表 3.2に示すタスクは，持ち上

げられて (liftable)，安定していて (stable)，上方が聞いている(open-vessel)も

の (X)を，カップ (cup)として認識できる概念定義を学習することである.

ここでの目標概念は述語 cupである.注目すべきことは 3 目標概念を記述

する述語と訓練例を記述する述語が異なることである.例えば， cupの例

では，目標概念は機能的側面からみたカップの定義として記述されている

が，訓練例は，カップの所有者や構造的側面などで記述されている.

2.訓練例は目標概念の正の例である.例えば3表 3.2では 3 カップであるオブ

ジェクト obj1を前述した構造的側面などで記述している.

1文献 [13Jでは表記法として，定項を大文字，変項を小文字として用いているが，本論文で

は定項を小文字，変項を大文字として統一的に扱う.

q
r
b
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表 3.1:説明に基づく一般化問題

Given: 

-目標概念 (goalconcept):学習すべき概念を記述した概念定義.

.訓練例 (trainingexample):目標概念の例.

・領域知識 (domaintheory):訓練例が目標概念の例となっていることを

説明するために用いられるルールとファクトの集合.

・操作性規範 (operationalitycriterion):学習した概念定義を表現するた

めの形式を制限する概念定義上の述語.

Determine: 

-目標概念に対する十分な概念定義となり 3 かつ，操作性規範を満足す

る例題の一般化.

表 3.2:カップ一般化問題

Given: 

-目標概念:次の cup(X)を満たすオブジェクト Xのクラス

cup(X)件 1iftable(X)nstab1e(X)noperトvesse1(X)

・訓練例:

owner( objl，edgar) 
part-of( objl，concavity-l) 
is(obj1，light) 

.領域知識:

is(X丸幻，1日igh川tの)npar吋tι-of(X，Y)r戸川n刊iiおsa叫(Y，han凶d占1e吋)一→→liftaぬb1e吋(X)
par吋tレ凶司-of(X，Y)nisa叫(Y，bo叫ttωom吋)n刊1首iおs叫(Y，fia叫t)一→→s坑ta油b1e吋(X) . 

part-of(X， Y)nisa(Y ，concavity )nis(Y， upward-poi凶 ng)→oper円 essel(X)

-操作性規範:概念定義は3例を記述するときに使われる構造的側面で

表現されなければならない(例えば， light， hand1e， fiatなど).

の
J
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3.領域知識は，訓練例がなぜ目標概念のメンバとなっているかを説明するた

めに必要なルー Jレやファクトの集合を含む.表 3.2の例では， liftable， stable， 

open-vesselの定義を含んでいる.例えば，あるオプジェクト (X)が軽くて

(light)，その一部 (part-of)に取っ手 (handle)があれば，それは持ち上げられ

る(li此able)というように， liftable(X)を定義している.つまり，目標概念の定

義で用いられた用語を，対象のよりプリミテイプな構造的性質 (flat，handle 

など)に関係付けている.

4.操作性規範は，出力の概念定義を表現する用語を規定している.例え '1，
表 3.2では，カップの例を視覚的に認識するために有用な概念(つまり，構

造的側面)で表現することを要求している.

説明に基づく一般化は，以上の 4種類の入力情報をもとに，目標概念に対し

て十分な概念定義でかつ操作性規範を満足する訓練例の一般形を決定するこ

とである.

ここで操作性規範の重要性を認識する必要がある.もし，操作性規範がな

いと，目標概念がそのまま出力概念となり，何も学習しないことになる.学習

される概念定義は観念的・理論的なものでなく，特定のタスクを処理する者に

とって実利的・実用的なものでなければならない.この操作性規範の重要性と

方向性については第 5章で詳しく議論する.

EBG手法

説明に基づく一般化の手法は，次の二つのステップからなる.

1.説明 (explanation):訓練例が目標概念の定義をどのように満足するかを領

域知識の表現言語を使って証明した説明木を構築する.この説明木の各

枝の終端は操作性規範を満足する用語でなければならない.

2.一般化 (generalization):操作性規範を満足する用語で記述された説明が成

り立つ十分条件の集合を決定する.これは説明木を通して目標概念を回

帰する (goalregression)ことで達成する.回帰して得られた概念記述式の

連言が学習結果の概念定義となる.

前述した表 3.2の例題タスクにおけるカップ例 obj1が目標概念 cupをどのよ

うに満足するかを明示する説明木を図 3.1に示す.この説明木は訓練例で本質的

な側面 (lightであることなど)と無関係な側面(colorなど)とを区別している.次

の一般化ステップでは，目標概念を説明木で回帰することで目標概念に関連す

る用語が一般化される.つまり，最初に，説明木での根 (rootnode)において，目標

概 念 cup(X)が，ルール liftable(obj1) nstable( obj 1) nopen-vessel( obj 1)→cup(obj1)上

で回帰される.この結果， liftable(X) nstable(X) nopen-vessel(X)はcup(X)を推論す

るための十分条件であると決定される.以下 1liftable(X)， stable(X)， open-vessel(X) 

に関しても同様の目標回帰が行なわれ，以下に示す cup概念の一般的定義(構

造的側面で記述するという操作性規範を満足する概念記述)を得る.

A
q
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↑ 
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part-of(obj 1，handle-l) 
isa(handle-l，handle) 

stable(obj 1) 
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isa(concavity-l，concavity) 

is(concavity-l，upward-pointing) 

part-of(obj 1 ，bottom-l) 
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is(bottom-l，flat) 
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図 3.1:カップの説明木
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part聞 of(X，XC)
n isa(XC，concavity) 
n is(XC，upward-poi凶 ng)

n part-of(X，XB) 
n isa(XB，bottom) 
n is(XB，ftat) 
n part-of(X，XH) 
n isa(XH，handle) 
n is(X，light) →cup(X) 

Mitchellらは文献 [13]において今後の研究課題として次の 3つを挙げている.

1.不完全問題:領域知識が不完全(incomplete)または取り扱い難い(intractable)

または矛盾のある (inconsistent)ような場合，どのように説明を構築するの

か，もしくは，誤った説明はどのように取り扱うのか，という問題に対処す

ることが望まれる.

2. SBLとの結合:学習の一方の雄である SBLと結合することによって，双方

の利点を生かした学習が望まれる.

3.一般化タスクの定式化:EBG問題の入力がどのようにして与えられるの

か，またシステムにおける学習要素の位置付けを明確にすることが望ま

れる.

3.2.2 EBL: An Alternative View 

DeJongらは文献 [13]で提案された説明ベースのアプローチに対して，いく

つかのシステムではそのアプローチ (EBG)は十分であるが，自分たちのグルー

プが開発しているシステムでは必ずしも十分ではないとして， EBGに代わる

一般化手法の枠組を提案した [2].

EBGの問 題点

文 献 [2]で DeJongらは，次のような点において Mitchellらの EBGの問題点を

提起した.

1.説明に基づく学習は説明に基づく一般化よりより広い用語である.概念

の一般化と同様に概念の洗 練に説明に基づく学習のアプローチを応 用

することは可能であり，望ましいことである. EBGは概念の過剰一般化

(over-generalization)を行なう可能性がある.実際， cupの例では過剰一般化

によってバケツまでも認識してしまし¥推論効率が低下してしまった過

剰一般化を防ぐためには特殊化が必要であり，そのためには説明に基づ

く学習という例題の概念の一般化と特殊化を包含する広いアプローチが

望ましい.

- 16 -
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2. Mitchellらの EBGの仕禄は例題の説明がどのように構成されたかを明記

していない.結果となる一般化から最大限の利益を引き出すには，一般

化アルゴリズムは説明の派生にまで敏感であるべきである.Mitchellらの

EBGの説明の構成には 2つの可能性がある.(1)説明は内部の定理証明器

または問題解決器によって外部からの指導なしに構成される.(2)説明は

他の問題解決の掻舞いを観察し，解釈することによって構成される.それ

ら2つの可能性は問題解決能力の異なったレベルを要求し，異なった一般

化ステップを要求する.なぜなら学習システムの内部計画器によって説明

が作られたならば，その説明は最適であると確信しても良いが，他の問題

解決器の援舞いを観察することによって説明が構成された場合は，その解

や説明は最適であるという保証はないからである.一般化方法は説明の

構成が内部計画器によるものか，観察によるものかによって異なるべきで

ある.

3. Mitchellらの EBGの一般化手法は貧弱である.EBGの一般化ア Jレゴリズ

ムは縮小目標回帰 (goalregression)を用いている.完全な目標回帰アルゴ

リズムは非常に複雑で扱い難いため，この選択は極めて正当である.しか

し，縮小目標回帰アルゴリズムを用いた一般化では，述語の一般化および

構造の一般化ができない.これらの一般化が行なえないことは一種の過

少一般化 (under-generalization)であり，これを回避する必要がある.

4. Mitchellらが提案した操作性規範の概念にはいくつかの問題がある.操作

性規範は，最終的な操作可能な定義が問題解決器に理解できる語葉で記述

されなければならないという意味では非常に重要な概念である.Mitchell 

らは許容できる語棄に制限をつけることによって回避した.しかし，これ

には問題がある.まず，操作性規範を記述するプロセス自身が操作可能で

ないということである.これはどのようにその述語を選ぶのかについて

Mitchellらが言及していないためである.次に，操作可能な述語は一般に

は操作可能であるとは限らないことである.述語名からのみの判断では

操作可能であっても実際にはその述語の引数によって操作可能でなくな

る場合があるからである.

5.知識のチャンク (chunking)やスキーマ化 (schematizing)は一般化プロセスの

中心的な役割として働くべきである.スキーマ問の階層的関係を与える

ことによって，説明に基づく学習システムは例の代わりとなる説明を効率

良く探索することができる.一般化プロセスにおけるスキーマに関する

この推論は Mitchellらによって提案された手法の一部ではない.

6. Mitchellらはオブジェクトの一般化において目標回帰 (goalregression)の縮

小パージョンを採用した.説明に基づく一般化には完全な目標回帰は不

適切であり，それについては Mitchellらは完全に正しい.しかし，目標回帰

アルゴリズムでは説明の前件部しか一般化しない.そのため，完全な一般

化された概念を得るためには説明中のルー Jレを用いて説明のゴー Jレをー

司

t
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般化して後件部を作るというパスが必要である.これは効率が悪い.これ

を克服し，縮小目標回帰と多数のケースで等しく，さらにより一般化や説

明の変更ができる単一化撤回の機能を持ったメカニズムがある.

これらの問題点に対して DeJongらは，スキーマによる一般化，より良い操作

性規範，目標回帰の代案，という 3点から回答を提示した.以下それぞれについ

て説明する.

スキーマによる一般化

スキーマを学習する説明に基づくシステムにおいては，スキーマの知識は

例題を一般化するために使うことができる.このタイプの一般化は Mitchellら

のEBG手法の部分外であるが3過少一般化問題を解決することができる.なぜ

ならスキーマはそれ自身一般化された知識のチャンクであるからである.

スキーマに基づく問題解決システムに基礎をなす中心的なアイデアは，シ

ステムの知識はあるゴールを果たす関連した知識がお互いにグループ化され

るという方法で構造化されているべきである，ということである.このシステ

ム知識のスキーマへの構造化は，観測された入力の理解を助け，また重要なか

っ効率的な一般化を生み出す.

次の物語の例を用いてスキーマによる一般化の有効性を示す.この例から

一般的な誘拐概念を学習することを想定する.

Fred はMaryの父であり，大富豪である.John は Maryに近付いた.彼

女は青いジーンズを着ていた.Johnは彼女に銃をつきつけ，彼の車

に乗るよう言った.彼は泊まっているホテルに彼女を連れて行き，部

屋に閉じ込めた.JohnはFredに電話し Maryを預っていることを告

げた JohnはFredにTrenosで250000ドル払えばMaryを解放すると告

げた.Fredは彼にお金を与え，そして JohnはMaryを解放した.

John はMaryをホテ lレに車で連れていき，拘禁するために銃をつきつけた.

これは Johnにとっては非常に重要なことである.しかしながら，この行為は全

ての誘拐で本質的なことではない.Johnが Maryを車に乗せる方法は幾通りも

考えられる.しかも車に乗せてホテルに連れていくこと自体も本質的なこと

ではない.なんらかのトリックによってホテ Jレの部屋に入れて捕まえればいい

ことである.つまり，一般的な誘拐のスキーマには銃は要求されるべきではな

い.銃でっきつけるということは既知のスキーマ threatenによって理解可能で

ある.更に彼女を捕まえるということは同様に既知のスキーマ captureによっ

てできる.これらの既知スキーマを用いることによって新しい概念スキーマ，

つまり誘拐を学習できる.

- 18 -
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より良い操作性規範

システムが所有するスキーマのためのゴールは操作可能でなければならな

い.つまり，操作性規範はそのようなゴールである.換言すると，既知のスキー

マの具体化による典型的な意味を用いてシステムが簡単に実行できるような

ゴールの集合が操作性規範である.これには 2つの重要な含みがある.まず，操

作性規範はシステムの実行要素で推論できる.それゆえに独立したシステム

への入力であるべきではない.次に，操作性規範は静的ではなく動的である.シ

ステムが新しいスキーマを学習したら，そのゴールはそれ以降の説明を構成

するために用いることができるように操作可能でなければならない.

目標回帰の代案

Mitchellらの目標回帰を用いた一般化にはさまざまな問題があるため，それ

に代わる一般化アルゴリズムを提供する.その技術は汎用のルールの非具体

化されたパージョンを使い，証明木 (Mitchellらは説明構造と呼んだ)のパージョ

ンを維持する.そして， SPECIFICとGENERALと呼ぶ 2つの独立した代入リス

トを持つ.SPECIFIC代入を説明構造に適用すると，特定の例のための説明が

でき， GENERAL代入を適用すると，一般化された説明が得られる.

特殊化されたステートメントまたは特定の例のゴールと汎用の領域ルール

間の単一化は SPECIFIC代入のコンテキストの中で作られる.そして単一化に

必要な新しい代入は SPECIFICリストに加えられる.説明構造中の 2つの領域

ルール間の単一化は， SPECIFIC代入リストを使う時と， GENERAL代入リスト

を使う時の 2回行なわれる.各々の場合，新しく作られた代入が加えられる.こ

のプロセスは GENERALリストが説明構造の正当性を維持するために必要な

それらの代入を持つことを保証する.

この 2つのリストを用いて目標回帰アルゴリズムの代案となるアルゴリズ

ムを定義する.σをSPECIFIC代入"を GENERAL代入として表すと，一般化手

続きは次のようになる.

for説明構造中に現れる等価な 2つの式 qとe2全てについて

if elがある領域 Jレールの前件部である and

e2が別の領域ルールの後件部である

then letゆ=elσとε2σの最汎単一化代入

let σ=σゆ(本 SPECIFIC代入の更新卒)

let O =ε1γとε2γの最汎単一化代入

let γ=γo (* GENERAL代入の更新.*)

else (*説明構造の根か葉の場合本)

letゆ elσとe2σの最汎単一化代入

let σ=σゆ(牢 SPECIFIC代入の更新*)

このアルゴリズムがどのように一般化に用いられるかを示すために簡単な

例を挙げる.領域知識として，次のようなルールがある.

Q
U
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Rl : hate(A，B) npOssess(A，C) nweapon(C)→kill(A，B) 

R2 : depressed(W)→hate(W，W) 

R3 : buy(U，V)→poss白 s(U，V)
R4: gun(Z)→weapo叫Z)

そして次のような訓練例が与えられる.

depressed(john) 

buy(john，obj 1) 
gun(objl) 

いま操作性規範は訓練例の各述語が満足しているとし，これから一般的な自

殺の概念を学習することを想定する.

R2: hate(A，B) 
111 

hate(W，W) 

depressed(W) 
11 

GOAL: kill(john，john) 
11 

Rl: kill(A，B) 

R3: possess(A，C) 
111 

possess(U， V) 

buy(U，V) 
11 

depressed(jo加) buy(john，obj 1) 

R4: weapon(C) 
111 

weapon(Z) 

gun(Z) 
11 

gun(objl) 

11: Unifications add only to SPECIFIC 
111: Unifications added to both SPECIFIC and GENERAL 

Final Substitutions: GENERAL: {WJA， W/B， UIW， VJC， ZJV} 
SPECIFIC: {johnJA， johnJB， johnIW， johnJU， V/C， objllv， objllZ} 

図 3.2:自殺の例の説明構造と代入

図 3.2にこの例の説明構造とその一般化における代入を示す.この図にお

ける最終代入はルール Rlから R4へと順番に単一化を行なった結果である.但

し，どのような順番で行なおうとも変数名が異なるだけで同等の代入となる.

表3.3に単一化のトレースおよびどのようにそれらが2つの代入リストに作用

するかを示す.

目標回帰の代案アルゴリズムは次のような一般的なルールを生成する.

depressed(¥V) nbuy(W，Z) ngun(Z)→kill(W，W) 

- 20一
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表 3.3:自殺の例の単一化のトレース

U nification SPECIFIC GENERAL 

Rl: 

kill(john，joh吋=kill(A，B) johnj A， johnjB 

R2: 

hate(A，B)=hate(W，W) johnjW WjA， WjB 

depressed(W) =depressed(john) 

R3: 

possess(A，C)=po回目s(U，V) johnjU， VjC UjW， VjC 

buy(U，V)=buy(john，objl ) objljV 

R4: 

weapon(C)=weapo吋Z) objljZ ZjV 

gun(Z)=gun( obj 1) 

このようにしてこのアルゴリズムは機能的には目標回帰と同等のルールを

生成する.しかしながら，このアルゴリズムには目標回帰より優位な点がある.

まず，一般化プロセスが説明構築のプロセスに統合することができることで

ある.目標回帰アルゴリズムでは一般化プロセスは説明が構成された後にト

レースすることによってなされる独立したプロセスであった.これに対してい

つでもルールを説明に加えることができ， SPECIFICとGENERAL代入リスト

は更新される.次に，説明の完全な一般化ができることである.目標回帰では 3

前件部の一般化に過ぎなかったため，完全な説明の一般化を得るために説明構

造中のルールを一般化された前件部に再適用して構成しなければならなかっ

た.この手法が計算機的な複雑さの点から実際に EBGより効率的であるかど

うかは明らかではないが，より簡潔なアプローチであると感じられる.

更に付加的な機能として， GENERAL代入リストから単一化を撤回すること

、ができることが挙げられる.これは操作性規範が証明木のより高いノード，つ

まり葉でないところにあった場合に説明の枝苅りができるという重要な機能

である.例えば，上の自殺の例において，与えられるアイテムが weaponである

かどうかを決定することが容易であるならば，武器がgunであることを要求せ

ずに自殺の例を一般化することができる.これは一般化された説明から継承

されたルール gun(Z)→weapon(Z)を取り去り， GENERAL代入リストからその単

一化を撤回することによって行なわれる.つまり， GENERAL代入リストから代

入 ZjVを撤回する.新しく一般化されたルールは以下のようになる.

depressed(W) nbuy(W，V) nweapon(V)→kill(W，W) 

-A 
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EBGの新しいパージョン

これらの回答に基づいて DeJongらは Mitchellらの EBG問題と EBG手法を改

良した.

DeJongらは問題解決システムとして，スキーマベースの問題解決システム

を前提とし，このコンテキストのもとで EBGのさまざまな問題点を克服する

ことを試みた.特に，観察からの学習の可能性を含み，述語の一般化や説明構造

の自由度も考慮した.また明白な入力としての操作性規範を削除した.表 3.4

にDeJongらによって改良された説明に基づく一般化問題を示す.この新しい

表 3.4:DeJongらによる説明に基づく一般化問題

Given: 

-領域知識 (domaintheory):領域知識は 3つの部分から構成される.第 l

に，世界におけるオプジェクトのタイプ仕様とそれらの特性.第 2に，

ある特性や関係を他の特性や関係から推論するための推論ルール.

第3に，問題解決オペレータのライプラリと既知の汎用スキーマ.そ

れらのスキーマは以前に学習したか，手作業で作られたものである.

.目標 (goal):目標状態の一般的な仕様.一般に，目標は不完全な世界の

状態であり，操作可能な用語で記述されていない.

・初期状態 (initialworld state):世界におけるオプジェクトの仕様とそれ

らの特性.

・観測オペレータ/状態系列 (observedoperatorjstate sequence):目標の具

体化をなす専門家によって行なわれた低レベルオペレータの観測系

列.いくつかの状況では，オペレータが見つからないかもしれない.

そのような場合，それらのオペレータは入力で与えられた最終状態

から推論されるべきである.

Determine: 

.一般的な方法で目標を成し遂げる新しいスキーマ

EBG問題のもとで行なわれる一般化手法を表 3.5に示す.ステップ lでは観測

された解があればそのオベレータ系列を解釈することによってなぜ目標がそ

れらのオベレータ系列によって実現されているのかを示し，もし入力がなけれ

ばシステム自身によって目標が実現される.ステップ 2では目標が実現される

に当たって不必要であったオベレータや初期状態を削除する.これらステップ

lとステップ 2が説明フェーズとなり，以降のステップが一般化フェーズとなる.

ステップ 3では既知のスキーマの名目だけの具体化を削除する.これは最終的

ワMワ
u
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表 3.5:DeJongらによる一般化手法

-もし観測されたオペレータ入力がなければ，目標を成し遂げる計画を構

成するために領域知識を用いる.さもなければ，観測されたオベレータ入

力の原因となった全ての解釈を構築するために領域知識を用いる.各々の

場合)GENERALとSPECIFIC代入は維持する.

・原因として目標をサポートしないオペレータと状態を削除する.残って

いる構造は解となる説明である.

・既知のスキーマの名目だけの具体化を同定し，スキーマの一般的仕様と

具体化で使われた特殊なオペレータ間の単一化を撤回することによって

それらを削除する.

・より抽象的な行為または状態を推論することをサポートした行為または

状態を取り除く.これはそれらの抽象化の推論をそれらの前件部と一緒

に取り除き，説明の残りに対するそれらの単一化の束縛を撤回すること

によって行なわれる.

・もし説明が観測された解から構成されたなら，より効率の良い方法で成

し遂げられる副目標を探す.説明中の各々の副目標において，観測で使わ

れた副目標より効率的な副目標を成し遂げるためのスキーマをシステム

が既に持っていないか検査する.もしそうなら，この副目標を行なう観測

された計画を撤回し，より効率的なスキーマを挿入する.

・残りの説明構造に結果の GENERAL代入を適用することによって最終的

な一般化された説明を生成する.

。3ワ
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24 第 3章説明に基づく学習

に得られる一般化された概念に重要でない情報を削除する.ステップ 4では目

標を実現するために必要最小限のスキーマに一般化する.例えば， gunならば

weaponであるように抽象化する.ステップ 5では問題解決が外部から与えられ

た場合にその説明のある副目標を効率の良いシステムが既知の副目標に取り

替える.ステップ 6は残った説明構造に GENERAL代入を適用し，最終の一般化

された説明を得る.

文 献 [2]には，これらの新 EBG問題と新 EBG手法を用いた例題が掲載され

ているが，ここでは割愛する.

3.3 説明に基づく学習の様相

本節では説明に基づく学習に関するさまざまな様相について述べる.ここ

で，説明に基づく学習という用語は DeJongらによって再定義され-た EBG問題

やEBG手法を指すのではなく， Ddongらが提示した EBGの第 1の問題点で用

いられた EBGよりより広い概念，概念の一般化のみならず洗練も含む，を指し

ている.本論文では以降，断らない限り説明に基づく学習 (EBL)をこの意味で

用いる.

3.3.1 EBLの歴史

文 献 [2]において DeJongらによって EBLという用語が使われ始めたことは

既に述べた.説明に基づく学習のルーツは 1970年に遡るとされている.1983年

に開催された機械学習に関するワークショップにおいて， Mitchell， Silver， DeJong 

らによって，お互いの研究がEBLという概念で統ーできる同じ方向性を持った

研究であることが確認された表 3.6にEBL研究の流れを示す [14)2.

EBLの枠組については 1986，1987年頃収束し，それ以降は複数例題の取り扱

いや，操作性規範，効用問題，再帰的領域知識，不完全領域知識についてなどが

主な研究課題となっている.Mitchellらが示した今後の課題 (3.2.1節参照)は不

完全問題以外はほとんど注目されていないのが現状である.

3.3.2 EBLに関するトピック

この節では広い意味での説明に基づく学習 EBLに関するトピックスを簡単

に紹介する.

Prolog-EBG 

Kedar心abelliらは Prologによって EBGのインプリメンテーションを提供した

115].そのインプリメンテーションでは，領域知識は purePrologのプログラムと

2文献[141では 1970年から 1986年にかけての EBL研究の流れをまとめているが，いくつか

の研究を割愛し，更にそれ以降の研究を筆者が付け加えた.

A
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表 3.6:EBLの歴史

年 研究システム名 研究者 研究機関

1970 POKER Waterman Stanford 

1972 STRlPSjMACROPS Fikes et al SRl 

1973 HACKER Sussman MIT 

1978 BASEBALL* Soloway Univ. of Massachusettsj Amherst 

1981 KIDNAP* DeJong Univ. of TIlinoisjUrbana 

1982 CRITTER Kelly & Steinberg Rutgers 

LEX2 Mitchell Rutgers 

1983 ANALOGY Winston MIT 

LP Silver Univ. of Edinburgh 

1984 GAMES事 Minton Carnegie Mellon Univ. 
MA O'Rorke Univ. of TIlinoisjUrbana 

1985 ARMS Segre Univ. of lliinoisjUrbana 

GENESIS Mooney Univ. of TIlinoisjUrbana 
OCCAM Pazzani Univ. of Californiaj Los Angeles 
SHIFT+ Ellman Columbia 

1986 EBL-SOAR Rosenbloom & Laird Xerox PARCjStanおrd

EGGS Mooney & Bennett Univ. of TIlinoisjUrban 

MORRlS Minton Carnegie Mellon Univ. 

UNIMEM Lebowitz Columbia 

1987 ROE Hirsh Stanford 
LT O'Rorke Univ. of CaliforniajIrvine 
MetaLEX Keller Rutgers 
POLLYANNA Ellman Columbia 

1988 PRODIGY Minton Carnegie Mellon Univ. 

IMEX Braverman & Russell Univ. of Californiaj Berkeley 

ADEPT Cohen Rutgers 

1989 IOE FLANN & Dietterich Oregon State Univ. 

BAGGER2 Shavlik Univ. of Wisconsin 

RINCON Wogulis & Langley Univ. of CaliforniajIrvine 

1990 RECEBG Letovsky Carnegie Mellon U niv. 

AL-1 Laird & Gamble NASA 

FAILSAFE-2 Bhatnagar & Mostow SiemensjRutgers 

1991 EBG+ Hoppe GMD 

STATIC Etzioni Univ. of Washington 

zd 
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して表現され，推論エンジンはメタインタプリタとして実現されている.訓練

例はファクトとして与えられ，目標概念は実行時に与えられる.このメタイン

タプリタやその類似メタインタプリタは Prolog♂ BGと呼ばれ，非常にコンパク

ト(図 3.3参照)なためさまざまな EBL研究者に用いられている.本論文の第 5

章で述べる筆者のシステムにおいてもこの Kedar-Cabelliらによる Prolog-EBG

を用いている.

ebg(A，GenA，[A] ，GenA):ーc1ause(A，true). 

ebg((Gl，Gs)，(GenGl，GenGs)，Proof，(Condsl，Conds2)):ー

ebg(Gl，GenGl，Proofl，Condsl)， 

ebg(Gs，GenGs，Proof2，Conds2)， 

append(Proofl，Proof2，Proof). 

ebg(A，GenA，Proof，Conditions):ー

clause(GenA，GenB)， 

copy((GenA:ーGenB)， (A:ーB))， 

ebg(B，GenB，BProof，Conditions)， 

append([A].[BProof].Proof). 

図 3.3:Prolog-EBG 

EBG = PE? 
van HarmelenとBundyは彼らの論文 [16]において EBGアルゴリズムは機能

プログラミング，より最近では論理プログラミングの世界においてプログラ

ムの最適化に用いられるテクニックである PE(PartialEvaluation)アルゴリズム

と定義や根本的なアルゴリズムにおいて本質的に同等である，と主張した.実

際， EBGとPEのアルゴリズムにはほとんど差がなかった.しかし， EBL研究 者

らは彼らのその主張をほんの 2，3行の言葉で一蹴した.それは， EBLにおける

訓練例の重要さを割り ~I いて考えている I EBLは経験から学習するための手

法を意図しているという事実を見逃している，というものであった.

3.4 結言

本章では，説明に基づく学習に関して3 この研究分野の方向性を最初に整理

した EBGとそれを発展させた EBLをその枠組から紹介し，またさまざまな様

相について述べた.DeJongらが指摘したように MitchelIらの EBGには不備な点

が多いが3 しかし DeJongらの EBLも彼らの開発していたシステムの上に説明

に基づく学習の枠組を展開しようとしたため，特殊な枠組に陥っている.現在

では説明に基づく学習は，概念の一般化と洗練のための枠組と位置付けられ

ている.

ハh
u
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第 4章

インタビュードライバとしての EBL

4.1 緒言

知識獲得の有効な手法にインタピューがある.しかし，インタピューを用い

た従来の知識獲得システムでは，獲得したい知識全てについて専門家に質問

を行なっており，専門家にとって煩わしい質問，冗長な質問，答えるのが困難な

質問が往々にしてあった.このため，獲得した知識の診断や実際に問題解決を

行ないながら，インタピューによって獲得するシステムの研究がおこなわれた

[17][18J.これらのシステムでは，問題解決器が不足する知識を検出することを

契機として，インタビューモジュー Jレが駆動される.このようなインタピューシ

ステムの駆動源のことをドライパと呼ぶ.

問題解決器をドライパとしたシステムは，実際に問題を解きながら，そのと

きに必要な知識やその問題解決の思考過程に沿って知識を獲得しようと試み

るため，専門家にとって答えやすい質問を生成するという意味で，良い質問を

生成することができた.しかし，設計などの合成型のタスクは一般にタスク自

身が複雑なため，要所要所で質問をしなければならないため，依然として煩わ

しい質問や冗長な質問がある問題が残り，この問題を解決することが望まれ

ている.

本章では，すでに存在する例題を学習し，学習ができなかったときにのみ質

問を行なうことによって，専門家を煩わせる質問や冗長な質問を減少すること

ができるというアイデアのもとで，学習機構に説明に基づく学習 (EBL)の枠組

を用い， EBLをドライパとしたインタビューシステムを提案する.

4.2節では，インタビューシステムを概観する.ドライパなしのインタビュー

システムから問題解決器をドライパとしたインタビューシステムへの遍歴を

示す代表的なシステムを紹介する.

4.3節では 3本章のアイデアを示し，学習機構をドライパとすることの意義

を述べる.

関連論文 [A-l][B-l][B-2]
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4.4節では，本章のアイデアを基に開発したシステムのドメインである油圧

回路について概説し，簡単な実際の回路例を示す.

4.5節では，本章のアイデアを基に開発した設計知識獲得システムについて

述べる.

4.2 インタビューシステム

インタピューを用いた知識獲得システムは， ROGET[19]， MORE [20]に代表され

る知識ペースの雛型からの逐次インタピューによる獲得システムから， MOLE[18J， 
12SjD[21]に代表される問題解決をドライパとしたインタビューによる獲得シ

ステムへとその形態は変化してきた.前者のインタピューシステムは専門家か

ら円滑に知識を獲得するためにさまざまな手法を用いたが，残念ながら専門

家から十分に知識を引き出すことができなかった.

このような失敗から，インタピューシステムの研究者らは獲得した知識を

用いて実際に問題解決を行ない，その過程で不足した知識を獲得したり，誤っ

ていた知識を修正したり，必要となる知識を獲得した.更にその問題解決は専

門家が実際に行なっているタスク過程に準じているため，専門家も実際に問題

解決を行なっているような状況になるため，インタピューも円滑に進むことが

わかった.

本節ではこれら前者の代表的なシステムである MOREとその発展形であ

り，後者の代表的なシステムとなった MOLEについてその枠組と基本思想につ

いて概観する.

4.2.1 MORE 

MORE[20]は，石油発掘に関連して掘削泥水から地層を分析するシステムの

考察から開発された診断型問題に限定された知識獲得支援システムである.

MOREは， 3段階の洗練化操作を経て， )レールベースを構築していく.まず，

専門家との対話を通して知識ベース第 l版を構成する.この知識ベースは表 4.1

に示す 5つの実体からなるドメインモデ Jレとして構築される.次に 8つの戦時

に基づいて，専門家にインタビューを行ない，知識ベース第 l版を洗練し，第 2版

を構成する.この戦略は，ドメインモデルを一般的にどのように洗練できるか

を示しており，ドメインに依存じないものである.最後に知識ベース第 2版を

ルールベースに変換し，専門家に確信度を尋ねて，知識ベースの構成を終える.

この 3段階のうち，知識ベース第 l版は 3 仮説，兆候3 条件およびそれらの関

係を次々に専門家に尋ねることで構成される.また最後に行なうドメインモデ

jレのルールベースへの変換は機械的に行なうことができ 3 確信度の付加は，簡

単な質疑応答でできる.したがってインタビューという観点からはドメインモ

デルの洗練が最も興味が持たれる.

ドメインモデルを洗練する 8つの戦略を表 4.2に示す.また表中，例として
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表 4.1:MOREのドメインモデルの構成要素

• H(仮説):診断の結果となる事象.

• S(兆候):仮説から生じる事象および状態.

• C(条件):仮説の兆候とは言えないが，診断に深く関わりあう事象および

状態であり，以下の 5種類のものがある.

FC(frequency-condition): HのSと言うよりは， Hに直接関連する事象お

よぴ状態.

T(test): Sを観察するための手続き.

TC(test condition): Tの環境.

SA(symptom-attribute) Hに対する Sの詳細な記述.

SC(symptom-condition): Sの発生条件.

• Link: HとSとCを関連付け

• Path: HとSの特別な関連付け

挙げられているドメインモデルを図 4.1に示す.MOREの戦略は，本質的には

ネットワーク表現されたドメインモデルに対して，ノードおよびリンクの付加

あるいは修正するためのメタレベル知識と言える.戦略をドメインモデルに

適用することにより，疑似的に診断を試行することができる.

MOREの特色は，ドメインモデルという中間的な知識ベースを介して，知識

獲得(インタビュー)の戦略を検討した点である，というところに大きな価値が

ある.MOREの適用事例としては，ディスク故障診断，コンピュータネットワー

ク故障診断3 回路ボード故障診断などがある.

4.2.2 MOLE 

MOLE[18]は MOREの欠点を克服するために構築されたシステムである.

MOREは， 8つの質問戦略を用いてドメインエキスパートにインタビューを行

なった.しかし専門家は多くの場合， MOREの質問に答えることや支持値を割

り付けることができなかった.MOLEは専門家に対する質問をできるだけ少な

くし，その代わり実際に診断を繰り返しながら専門家と対話することによって

知識を引き出すことを試みた.この方法は，実際に診断を行なう状況に置かれ

ることによって，専門家は容易に自身の知識を述べられるだろうという考えに

基づいたものである.

MOLEのドメインモデルは表 4.3に示す 5つの実体からなるネットワークで
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表 4.2:MOREのドメインモデル洗練のための戦略

-仮説の区別:兆候を獲得するための戦時である.全く同じ兆候を持つ仮説

のベアに対して，それらを区別するための兆候を専門家に尋ねる.

・パスの区iliJ:兆候を獲得するための戦略である.ある兆候 Sから，仮説 Hl

と仮説 H2の両方にパスが存在すれば，ひとつの仮説にだけ関連する兆候

を専門家に尋ねる.

・パスの分割:兆候を獲得するための戦略である.ある仮説 Hから，ある兆

候 Sへのパス上に存在する別の兆候を専門家に尋ねる.ただし， HとS間

の因果関係が弱いときに限られる.

・兆候に関連した条件:SCを獲得するための戦略である.兆候の発生に影

響する事象を専門家に尋ねる.

・兆候の区別:SAを獲得するための戦略である.ある兆候 Sが複数の仮説

Hl~Hnと関連しているとき，各仮説が認別されるような Sの属性を専門家

に尋ねる.

・兆候に関連したテスト:テストを確認するための戦略である.兆候の存在

確率を高くする手続きなどを専門家に尋ねる.

・テストに関連した環境:テストの使用環境を獲得するための戦略である.

テストの信頼性に影響する条件を専門家に尋ねる.

・仮説に直接関連する条件:FCを獲得するための戦略である.他の兆候と

は無関係に仮説に直接関連する条件を専門家に尋ねる.

nu 
q
d
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図 4.1:MOREのドメインモデ Jレの l例

ある.このドメインモデルの構築には，初版ドメインモデルの構築とそのドメ

インモデルの対話的な洗練のプロセスがある.初版ドメインモデル構築は仮

説とそれに関連するイベントを専門家に尋ねることによって行なわれ，その後

にこのドメインモデルの洗練が行なわれる.この洗練には静的解析と動的解

析の 2つの過程がある.まず，静的解析により初版ドメインモデルの明確化を

行ない，弱点を発見し解決策を助言する.次に，動的解析により，ドメインモデ

Jレ中の欠落知識や誤り知識を発見し解決策を助言する.

動的解析は MOLEに実際に診断を実行させ，その結果を専門家の診断結果

と比較することで行なう.もし，両者に相違があれば
I
MOLEは 表 4.4に示す洗

練戦略に基づいて，以下のことを支援する.

-欠落 知 識 の 発 見

・支持値の修正

・ドメインモデルの再解釈

MOLEの特色は，診断システムの診断結果をフィードパックすることにより，

知識ベースを繰り返し洗練できることである.このシステムの適用事例とし

ては，圧延機の故障診断， Micro-VAXのチューン問題，発電機の故障診断などが

ある.

唱

'
A
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表4ふ MOLEのドメインモデルの構成要素

• H(仮説):診断される問題の原因・説明.

• S(兆候):仮説から生じる事象・状態.

• PC(事前条件):仮説の生起確率に影響を与える条件.

• QC(指示条件):仮説に対する兆候や事前条件の指示に影響を与える条件.

・Link:実態を関係付けるために用い， covering， circumstantial， qualyingの3種

類がある.

表 4.4:MOLEのドメインモデル洗練のための戦略

-支持値変化させることによって，専門家の診断に到達できる場合.

i)仮説に関する条件 (PCの獲得).

仮説の支持を上げる(下げる)必要があって 3 その仮説に強いネガテイ

プ(ポジテイプ)の事前条件がない場合，その事前条件を尋ねる.

ii)背景条件 (QCの獲得).

仮説の支持を上げる必要があって，その仮説に強いネガテイプの支持

がある場合は，そのネガテイプの効果を防げる背景条件を尋ねる.

iii)兆候の区別 (QCの獲得).

兆候の支持を仮説間で移動する必要のある場合は，識別条件を尋ねる.

iv)支持値の修正とネットワークの再解釈.

専門家が何一つ新しい情報を与えられなかった場合は，その信頼性に

基づいて，どこを修正または再解釈するか決定する.

・支持値を変化させても，専門家の診断に到達できない場合.

v)兆候の説明 (Hの獲得). 

兆候を説明するのに必要なため，棄却されるべき仮説が棄却できな

い場合，その兆候に別の仮説がないか尋ねる.もし，そのような仮説

が与えられなければ3 その兆候の信頼性を下げる.

vi)仮説の区別 (Sの獲得). 

棄却されるべきでない仮説が棄却されている場合は，その仮説が説

明するが今のネットワーク中にはない兆候がないか尋ねる.

円
/
】

円。
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4.3 学習とインタビューの融合

一般に，あるタスクドメインに関する知識をインタビューによって専門家か

ら獲得する作業は膨大な時間が費やされるうえ，専門家にとって煩わしい質問

や冗長な質問が多くなされる.このため前節のように専門家から円滑に知識

を獲得する研究がなされてきた.しかし，問題解決器をドライパとした MOLE

であっても，その適用事例はタスクが比較的簡単な診断が中心であった.もし

MOLEを設計などの合成型問題に適用した場合，診断などの分析型問題よりは

るかに巨大な空間を探索する必要があり，そのためその探索空間を枝苅りす

るための知識を頻繁に専門家にインタピューすることになり，専門家を煩わせ

る結果となるであろう.つまり，診断などの分析型問題を対象とするなら 11，

MOLE等の問題解決器をドライパとしたインタビューシステムで十分である

が，設計などの合成型問題を対象とする際には他の戦略が必要となる.

設計の専門家の経験則が，他の人1に理解できる形で表面化しているものに，

その専門家の仕事の結果である設計図がある.例えばドメインを油圧回路と

するならば，仕事の結果は油圧回路図である.油圧回路の専門家が設計した油

圧回路図にはその専門家が用いた専門知識が3機能仕様に対する要素機器の

選択と組み合わせの形で盛り込まれており，その油圧回路を構成する要素機

器の存在理由を説明することによって専門家の用いた知識を取り出すことが

可能である.これは MOLEや12SjDのように問題解決を行ないながら専門家に

インタビューするのではなく，専門家の実際の仕事の結果を理解，説明しなが

ら専門家にインタビューすることに他ならない.

また，専門家の実際の仕事の結果を理解，説明する機構がそのタスクドメイ

ンの基本的な知識を用いているならば，理解，説明に失敗したところは基本的

な知識では説明がつかない専門家の長年の経験によって蓄積されたいわば経

験則といわれる知識であると考えられる.つまり 2 この方法は膨大な時間や煩

わしい質問や冗長な質問といった問題の解決のみならず3経験則の的確な獲得

という利点がある.また理解に失敗した過程や状況を示すことによって専門家

に良い刺激を与えることができ，より円滑に知識を獲得することができる.

インタピュアーの理解過程を説明構造により解析するために第 3章で述べ

たEBLを用いる.EBLは領域知識と呼ばれるドメインに関する lレー lレと事実

が与えられ，この領域知識を用いて例題を説明，一般化する枠組である.ここで

領域知識について少し考察する.領域知識はドメインに依存し，タスクに依存

しない知識である.つまり，あるドメインに関する領域知識を用意すれば，そ

のドメインの種々のタスクにおいて，その領域知識は用いることができる.し

かし 3 領域知識はタスクに特化していないため，その処理効率は悪い.従って，

エキスパートシステムの知識ベースに領域知識を用いることは，推論効率の

点で好ましくない.むしろ知識獲得システムが領域知識を用いて，タスクに依

存した知識を獲得3用意すべきである.

1ある程度そのタスクドメインに対して知識を持っている人

内

dq
d
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一方， EBLはあるタスクと例題を与えて，領域知識をそのタスクに依存した

知識に再構成する枠組である，と言える (Fig. 4.2参照).このように EBLを用い

e ::::… 

図 4.2:領域知識からタスク依存の知識への再組織

て領域知識からタスクに依存した知識を獲得することができる.また専門家

の経験則は領域知識が Chunk[22J化されたり，特殊化された知識の集合である

と考えられる.従って，あらかじめ領域知識を備えておけば，それらの経験則の

理解は原理的には可能である.しかし領域知識の不備や領域知識外の経験則

が用いられていた場合などの原因で理解に失敗することが考えられる.この

場合は，その理解過程や理解失敗状況を示しながらインタビューによって獲得

を行なう.つまり，この枠組は“理解すること"をドライパとしたインタビュー

システム，換言すると，学習とインタビューを融合したシステム，となっている.

4.4 油圧回路

4.4.1 油圧システムの概要

油圧技術の原理となっているのは， 17世紀にフランス人パスカ Jレが発見した

パスカ Jレの原理である.この原理を物理学的に言い換えると次のようになる.

密閉され，しかも静止した液体の一部に加わった圧力は3液体のすべ

ての部分にそのまま伝わる

このことは，図 4.3において 2つのピストンが平衡していることによって簡単に

示される.

油圧の特徴は，液体エネルギーを伝達する液体として潤滑性に富んだ泊を

使用していることである.このことによって3油圧の利用価値が向上し，さまざ

まな分野に利用されるようになって油圧技術が発展した.

油圧技術の発展の背景となっている油圧の長所を以下に列挙する.

1.小型装置で大出力が可能

2.無段階で変速可能
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図 4.3:パスカルの原理

3.力の調整が容易で，正確

4.振動が少なく作動が円滑

5.遠隔操作が可能

6.過負荷防止が簡単で正確

などがある.短所としては，

1. i由混変化に伴って速度，出力が変化する

2.配管作業が困難

3.装置の継目から油が洩れやすい

4. i由中に塵や空気が含まれると故障しやすい

などがある.油圧の代表的応用事例としては，

1.プルドーザ，フォークリフトなどの建設機械

2. NjC旋盤，平削盤などの工作機械

3.自動車における油圧操作のハンドル，プレーキ

4.船舶における油圧操作の舵取

ro 
qo 
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pressure control valve: control the magnitude of出ework 
flow control valve: control the s戸edof出巴 work
directional con甘01valve: control the direction of出ework 

oil hydraulic pump 

(send pressed oil) 

oil hy企aulicvalve 

(control pressure， flow， direction) 

reωrned 
oil 

oil hydraulic actuator 

(仕組sform出ehydraulic to出巴 work)

oil motor: for rotary motion 
cylinder: for s甘aightmotion 

oil hydraulic tank 

(supply oil) 

図 4.4:一般的な油圧機器の構成

などが挙げられる.

図 4.4に一般的な油圧機器の構成 [23]を示し，その動作について述べる.ま

ず，エネルギーの運搬役である油を貯蔵するための油圧タンクから油圧ポン

プを使って油を吸い上げる.このようにして，油圧ポンプは機械のエネルギー

を油に与えて油圧のエネルギーに変化させて高圧油を供給する.油圧エネル

ギーの持つ圧力の大きさ，流れの方向，流量は油圧パ lレプを使用して制御を行

なう.このとき，仕事の大きさを決めるためには圧力制御弁を用い3 仕事の早

さを決めるためには流量制御弁を用い，仕事の方向を決めるためには方向制

御弁を用いる.制御時生じる余分な圧油は戻り油として油圧タンクに戻され

る.そして，制御された油を油圧アクチュエータに流し油圧エネ Jレギーを仕事

の速さ，仕事の大きさに変えてアクチュエータが仕事を行なう.

4.4.2 油圧回路の例

ここでは，簡単な油圧回路の例を示し，図 4.4の一般的な油圧機器の概要と

比較して説明する.図 4.5に油圧回路の例を示す2 このような図面は一般に油

圧回路図と呼ばれる.

ここに示した油圧回路図は，基本回路，主要要素機器などを JIS規格に決め

られた図記号を用いて表し，すべての機器の内部流路を含めた全回路の流路

を示すものである.この油圧回路図を用いれば，油圧システムの制御方法，機

能を簡単に表現することができる.図 4.5の油圧回路図は3油圧を用いてテープ

2テープル 駆動回路

n
h
v
 

qo 
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図 4.5:油圧回路図
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ルを往復させるある機被のものである.

図 4.4の油圧タンクに相当するものが図 4.5の Aである.図 4.4の油圧ポンプ

に相当するものが図 4.5のCである.図 4.4の油圧パルプに相当するものが図 4.5

の E，F，G，Hである.特に泊圧パ jレプは圧力を制御する油圧パルプ，流量を制

御する油圧パルプ，方向を制御する油圧パルプからなっている.それぞれ圧力

を制御する油圧パルプがFで，流量を制御する油圧パルプが Gで，方向を制御

する油圧パルプが E，Hである.図 4.4の油圧アクチユエータに相当するものが

図 4.5のIである.

以下，油の流れを追いながら図 4.5の回路図を説明する.まず，油は油圧タン

クAからモータ Dに駆動される油圧ポンプ Cによって吐出される.次に，泊は

油圧ポンプ Cへの逆流を防止するためのチェックパルプ Eを通り，テープルの

速度を決定するための流量制御弁 Gを通ってテープルの方向を決める方向制

御弁 Gを通過する.そして，泊はシリンダ Jに入り，出口から押し出された泊は

油圧タンク Kに戻る.

このような一連の油の流れによってテープルが動作することをこの油圧回

路図が示している.その他の機器の働きを述べると，油圧フィルタ Bは，油中の

塵，異物を除去する.レバー Jはテープルの方向操作を行なう.リリーフパルプ

は回路圧を一定に保つ.また，シリンダの出力を変えることもできる.圧力計

M は圧力を知る.ゲージコック Lは圧力計M の保守を行なう.

4.5 ISAK 

本節では 4.3節で述べたアイデアに基づいた油圧回路設計の専門家の経験則

を獲得する知識獲得システム ISAK(anInterview System for Acquiring design Knowl-

edge)について述べる.

4.5.1 システムの概要

ISAK[24](251は例題からの学習を行なっモジュール UBL(Understanding-Based 

Learning)と，インタビューによる獲得を行なうモジュール UBI(Understanding-

Based Interview)とからなる.ISAKのシステム構成図を図 4.6に示す.

ISAKの入力は専門家の設計した回路例とその油圧回路が実現した場合に

満たす機能の仕様書であり，出力は専門家が入力された油圧回路図を設計し

たときに用いたと考えられる設計知識である.ISAKシステムが事前に所持し

ておくべき知識は，学習を行なう際に必要となる油圧回路に関する基本知識

と，専門家にインタビューを行なう際に必要となる質問戦略に関する知識であ

る.油圧回路に関する基本知識は専門書などから抽出可能であり，比較的容易

に用意することができる.

ISAKの出力は与えられた回路例を設計したときに専門家が用いたと考え

られる設計知識であるが，実際に ISAKによって新たに獲得される知識には次

no 
η
4
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ヌ
Design drawing Human expert 

図 4.6:ISAKの構造

の4種類のものがある.(1)基本知識I(2)設計ノウハウ I(3)設計 知識I(4)機能仕

様.基本知識は EBLでいうところの領域知識であり，本来はシステムがあらか

じめ備えているべき知識であるが，何らかの理由で知識ベースに不備がある

時に獲得し蓄積され，以降の学習とインタビューにおいて用いられる3. (2)の

設計ノウハウは，基本知識では説明することが困難な知識であり，回路例から

ではなく，インタビューをすることによって獲得される知識である.(3)の設計

知識は，基本知識や設計ノウハウを用いて回路例から間接的に獲得すること

ができる知識である.基本知識，設計ノウハウ，設計知識はともに，“ある機能や

目的と，それらを実現する回路のパターンを結びつける知識"である.ISAKは

これら設計ノウハウ，設計知識を出力し，基本知識をシステムにフィードパック

する.また ISAKは専門家にとっては明らかであり仕梯害に明記する必要のな

かった隠れていた機能仕様も獲得する.獲得された機能仕棋は新たな機能仕様

として改めて設計知識の獲得に用いられる.

ISAKは油圧回路例とその回路例の機能仕様が与えられると，学習モジュー

lレUBLにおいて基本知識を用いて，その回路例が機能仕様の全ての機能を満

足していることの理解を試みる.理解することができた機能については 3その

機能を満たすために貢献した要素機器を見つけ，機能と要素機器を結びつけ

る知識を設計知識とする.理解することができなかった機能や存在する理由を

説明することができなかった要素機器があった場合は，それをトリガーとして

インタビューモジュール UBIに制御を移す..UBIはUBLにおける理解失敗の過

程や状態と質問戦略知識を用いて専門家から基本知識や設計知識を獲得する.

基本知識が UBIによって獲得されると，再度 UBLで理解を試みる.このように

与えられた回路例の全ての機能仕様と要素機器について設計知識を獲得する

まで，上記の処理を続ける.

3誤った基本知識からは誤った設計知識が導出される.EBLでいうところの学習記述の正

当性を損なうが， ISAKは専門家による指摘を受けることができるため，これを許している.

nu 
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以下， ISAKシステムの例題からの学習を行なうモジュール UBLとインタ

ビューによる獲得を行なうモジュール UBrについて，そのアプローチを簡単な

例を用いて説明する.現在 ISAKシステムはほとんどインプリメントが完了し

ており，以下の節ではそのプロトタイプシステムのスナップショットを示しな

がら説明する.ISAKシステムの推論エンジンには OPS83を用い， X-window上

で C言語を用いてインタフェースを構築し，推論エンジンと通信している.

4.5.2 UBL:例題からの学習

例題からの学習を行なうモジュール UBLには EBLと同様に次のものが与え

られる.

目標概念:機能仕様に現れるパラメータが満たすべき条件の記述.

訓練例:油圧回路の設計例.

領域知識:油圧回路についてのルールと事実，具体的には要素機器の機能に関

する知識が中心となっている.訓練例が目標概念の例になっていることを

説明するために用いられる.

操作性規範:設計知識の条件部が機能仕様，実行部が回路の構造と機器，の形

式で記述する.

これらを用いて，

ある要素機器または回路の構造の機能と役割の記述

を得る.その方法は図 4.7の各ステップよりなる.与えられた機能仕様を Translator

が目標概念に変換し，回路例を Simulatorがシミュレーションを行ない，その結果

を用いて目標概念を満足していることを Proverが証明し，その証明から目標概

念に対して大きな役割を果たしている要素機器または構造を Extractorが取り

出す.取り出した要素機器または構造がその回路に存在する理由を証明結果

などを用いて Explainerが説明する.Explainerが構成した説明を基にして設計

知識として適切な形式に Producerが再構成する.

UBLの処理を実際の油圧回路を例にとって順に説明する.図 4.8に差動回路

を用いた油圧回路図を示す.差動回路とは，ピストンを往復させるのに，往路

はゆっくりと力をかけ，復路はあまり力をかけず高速で戻すための回路であり，

図のように油圧アクチュエータであるシリンダの左右両側のポートに同時に

圧泊を送り，ピストンが両面から受ける力の差で前進することを利用したも

のである.つまり，ピストンが受ける圧力は左右とも同じであるが，ヘッド側は

キャップ側4に比べてロッドの断面積だけ小さいため，ピストンを進ませる力も

小さくなり，ピストンはキャップ側によって押されてヘッド側に進む.そこでヘッ

ド側の油はピストンに押し戻され，油圧ポンプから送られてくる圧油と合流

4ピストンロッドが出ている側をヘッド，反対をキャップという
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Specification Circuit example 

Design knowledge 

図 4.7:UBLのプロック図

AJ:A2= 3:2 

Going: Qp 

Retum:互角2Qp
cylind巴r

Q17 =気Ql6

junc2 

Qt4::: Qt3 + Qt5 

‘・・“ー一・.

図 4.8:差動回路の油圧回路図とシミュレーション結果
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し，シリンダを更に前進させるため，油圧ポンプからはロッド容積分の泊を補

充するだけでよいことになる.このようにして，シリンダ送りのスピードは，少

ない泊で非常に速くすることができる.

油圧回路の機能仕梯は一般に油圧回路の非専門家である発注者に理解で

きる“力"‘速度目といったパラメータによって表現されている.それに対して

UBLの内部では“圧力"“流量"といった油圧回路よりのパラメータを用いてい

る.Translatorはこれらの表現レベルを変換することによって，機能仕様を目標

概念の形に変換する.目標概念は以下のような 3つの属性を持っている.

Conaition:目標となる回路例の外的条件

Position:注目すべき回路内の要素機器

State:注目すべき油圧パラメータとその状態

Translatorは変換ルールを用いて，機能仕様を目標概念の形にする.図 4.8で

具体例を示す.図中の実線の四角で固まれた式は要素機器の機能を記述した

式であり，破線の四角はシミュレーション中に成立した方程式とその解を示し

ている.角なし四角で屈まれた値はシミュレーション結果であり，行きと戻り

の流量をそれぞれ示す.Qは流量パラメータであり， AlとA2は断面積である.

また最低限必要なポート (tlや t2)も示しである5 図 4.8の機能仕様には“戻り

の速度が行きの速度の倍"があり， Translatorによって，

Condition: dcv left; dcv right 

Position: cylinder t7 

State:戻りの流量が行きの流量の 2倍

(Qreturn/Qgoing = 2) 

という目標概念に変換される.Translatorは機能仕椋には明記されていない注

目すべき回路内の要素機器について，デフォルトの Positionである“cylindert7廿

を追加し，速度を流量に変換した.

Simulator 

目標概念が得られると， UBLは与えられた回路例がその目標概念を満足し

ていることを証明するため Simulatorを起動する.Simulatorは，油圧回路を構成

する要素機器の機能(基本知識)を参照することによって，要素機器の状態モー

ド6を考慮した回路の特性を記述した関係式を導出する.まず回路の有効経路

を探索し，その後，圧力と流量を求める.圧力，流量のシミュレーションにはプロ

ダクションシステムを用いている.シミュレーションルールにはキルヒホッフ

の法則や，パスカルの法則などがある.

5わかりやすくするために，図中ではポートにユニークな番号を振つである.

6例えば，圧力制御弁がONになっているなど

ワ旬
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シミュレーション結果の一般形を示す.

f(Fl' F2γ・.，Fm):(C1，C2γ・.，Cn) 

ここで F1，F2，・・ .， Fmは要素機器の機能が持つパラメータ(例えば，圧力，流量)，

f(F1' F2γ・.，Fm)はR間に成り立つ関係式であり， C1，C2，・・・ ，Cnは要素機器に固有

の制約式である.図 4.8にSimulatorが要素機器の機能を参照しながらシミュレー

ションする梯子を示す.まず pumpの機能を参照し， Junc2に達したところで t3の

流量は Qpとなっている.そして junc2の機能から， t4の流量を求めるが， Qt5が分

からないため， t4の流量を Qt4としてシミュレーションを続ける.そして cylinder

の機能を参照し， t7ポートにおいて流量は全Qt4となる.t口7の流量と t凶5の流量は

等しいため， JUI山I

という方程式が立てられる.そしてこの方程式を解くことにより， t4の流量が

求まり，最終的に t7の流量が求められる.

Prover 

ProverはSimulatorの結果が目標概念を満足していることを証明する.Prover 

の証明戦略には大きく分けて 3式の評価とマッチングの 2つがある.式の評価と

はSimulatorによって得られたシミュレーション結果を評価し，目標概念の State

を満足しているかどうか調べる証明戦略であり，シミュレーション結果の関係

式の部分を使う.マッチングとは， Simulatorによって得られたシミュレーション

に要素機器固有の制約が現れ2 その制約をシンボリックにマッチングをとる証

明戦略であり，シミュレーション結果の制約式の部分を使う.この例では式の

評価戦略を採る.行きの流量と戻りの流量の比をとり， 2倍になっているか調

べる.

QQQI gQlng 

~ーn
Al-A2

可 F

Qp 

A2 

Qret省内

A1- A2 

= 2 

Extractor 

与えられた回路例が目標概念を満足していることの証明に成功すると，そ

れを説明するために 3 証明に最も貢献した要素機器または構造を Extractorが

取り出す.Extractorはシミュレーションプロセス，証明プロセスをパックトレー

スすることによってそれらの重要な要素機器を見つける.また，見つけられた

要素機器または構造の回路内における位置情報を付加し 3それを Causeとする.

Causeは与えられた回路例において機能が満たされている原因であるところ

の要素機器または構造とその位置情報である.また， Extractorは重要要素機器

の取り出しに際して，必要・不必要なものの選択のヒューリスティックスを用い

内。
凋
斗
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ている.このヒューリスティックスの例に)r圧力に関する証明を行なった場合，

その証明にほとんど無関係な各要素機器の圧力損失に対して，その圧力損失

を呈した要素機器は取り出さない Jや「記号処理中に約分されて消えた値を

呈した要素機器は取り出さないJなどがある.図 4.8におけるパックトレース

木を図 4.9に示す.Extractorは図のようにパックトレースして Causeの候補とし

2せlL~
」L n AJ三ム/瓦CA2

A12 PミキK L 

Y Q日 pAt4(y 代 A1
オド半

A

Qt2 = Qp Qt4 = Qt3 + Qt5 Qt2 = Qp Qo =苛Qt6

(サ(サ(サ (11)，
nr 

m
 

u
 

nr 
junc2 p

 
m
 

u
 

n
r
 

cylinder 

図 4.9:パックトレース木

てjunc2とcylinderとpumpを見つける.しかし，パックトレース木の (2)におい

てQpが約分されているため， Qpを導出する pumpは2倍という結果に貢献して

いない.つまり，上のヒューリスティックス(後者)によって， pumpはCauseとして

取り出されない.

Explainer 

Extractorによって得られた Causeと目標概念を用いて Explainerは説明を構

成する.説明の一般形は次のようになる.

Causeによって Conditionのとき Positionにおいて Stateとなる

上記の例では，

Cause: junc2とでループになっている断面積比 3:2のcylinder，cylinderとで Jレー

プになっている junc2

目標概念 cy1indert7において戻りの流量が行きの流量の 2倍

から説明を構成する.
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Producer 

設計知識を生成する Producerでは， Explainerによって構成された説明結果を

設計知識として適切な形に再構成する.実際は次のようになる.

Conditionのとき Positionにおいて Stateとなる回路を作るためには

Causeを接続する

つまり，

cylinder t7において戻りの速度が行きの速度の 2倍となる回路を作

るためには， junc2とでループになっている断面積比 3:2のcylinderと，

cy1inderとで Jレープになっている junc2を接続する.

という設計知識が生成される.また， Producerは Translatorと同様の理由から，

u圧力刊，“流量"といったパラメータから“力"，“速度"といったパラメータへと変

換ルールを用いて表現を変換する.この差動回路の例題の実行結果を図 4.10

に示す.

junc2脇田9both pOCb ot ~tu・ t.oc >>)'Tu. ..，、~ p山 p・
c:ylindoc i.J¥ .c:b且 toc ~y3 t..o. ("1・J.A2・Z)
同町民tor・nd.d・司Lwer，tu't. 
U': cctw:n ~p CCl d i， two till.c~ t~ t.・z 出町、 90"可。M
~: jun.c:tiCln .u.on9 b。山 poruo( a.c tua.tor .ysU. • ・司lai:n.u ・M・d.

図 4.10:差動回路の実行結果
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4.5.3 UBI:インタビューによる獲得

図 4.11にUBIの概念図を示す.UBIは図のように UBLを含んでおり， UBLの

Human expert 

f 
図 4.11:UBIのブロック図

理解過程を監視する失敗検出器と専門家とのインタビューを管理するインタ

ビュー生成モジュールとインタビューの質問を生成するための質問戦略が蓄積

された知識ベースからなる.

失敗検出

UBIの起動条件は，

1.ある獲得された設計知識が専門家に不適当であると判断された場合

2.ある目標概念に関連した設計知識が獲得されなかった場合

3.ある要素機器に関連した設計知識が獲得されなかった場合

であり，これらが満足されるかどうか監視するため，失敗検出器は次の 3つの

ことを行なう.

1. UBLで設計知識が生成された場合，それが設計知識として適当か専門家

に質問する.

2. UBLの処理が全て終了した後1UBLの全ての目標概念に対して，設計知識

が生成されたか調べる.

3. UBLの処理が全て終了した後，回路例の要素機器の内で設計知識に関与

していない要素機器を調べる.

これら監視タスクを失敗検出器が行なうことによって UBLの学習失敗を検出

する.

インタビュー戦略

UBIで獲得する知識は， ISAKで獲得する知識の内，明示的には記述されてい

ない機能仕横，不備であった学習モジ、ユールで用いられる基本知識，基本知識で

は説明することが困難な設計ノウハウの 3種類である.UBIで獲得される機能
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仕様は， ISAKの入力である機能仕様と同様に UBLもしくは UBIで設計知識を

獲得するために利用される.基本知識はシステムにフィードパックされ?以降

のUBLでの学習に利用される.

UBIは起動すると， UBLのどこで失敗が発生したのかを調べ，獲得すべき知

識の種類を同定する.その上でその知識に適合した質問戦略を用いてインタ

ピューを行なう.例えば，基本知識の獲得は， TEIRESIAS[26]で用いられた以下

のような知識ベースの誤り原因分類に基づいて行なわれる.

1.実行されたルールの結論に誤りがある.

2.実行されなかったが，実行されるべきルールが存在した.

3.あるルールが実行されたが，実行されるべきでなかった.

4.ルールベース中に，ルールが不足していた.

獲得する知識はそれぞれ異ったレベルの知識であるため，我々は獲得する知

識に応じた質問戦略をデーモンの形で用意した.3種類のデーモンはそれぞれ

次のような手順で知識を獲得する.

〈機能仕様獲得デーモン〉

1.関連する要素機器の確認

2.一般的な機能との差異の確認

3. 2WIH7の獲得

4.機能仕様への変換

〈基本知識獲得デーモン〉

1.失敗したモジュールの同定

2.失敗した原因の同定

3.基本知識の獲得

〈設計ノウハウ獲得デーモン〉

1.設計ノウハウの条件部の獲得

2.設計ノウハウの実行部の獲得

3.設計ノウハウの合成

UBIによって獲得された知識は次回からの UBLに用いられ，基本的には理

解できる回路の範囲が広くなる.得られた知識が機能仕様であれば，例題と同

様に類似の回路にその機能仕様が抜けていたならば》その機能仕様で理解す

ることができる.基本知識の場合には，類似の回路において理解に失敗する可

1When入間1at，Howに対応する知識のこと

司

t
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能性が減少する.設計ノウハウ知識であれば，獲得された回路と類似の回路に

用いることによって，基本知識に基づく理解能力を越えた設計知識を獲得する

ことができる.

これらの獲得デーモンのインタビューの進め方を対話例から示す.まず，図 4.8

の例で見る.UBLにおいて設計知識が生成されると， UBIの失敗検出器はその

知識が設計知識として適当か質問し，不適当な場合にはその理由を聞く.この

例では，前述の約分に関するヒューリスティックスがないものとし，吐出量 Qpの

ポンプが取り出されている.

ISAK:“cylinder t7において戻りの速度が行きの速度の 2倍となる回路を作る

ためには，吐出量 Qpのpumpとjunc2とでループになっている断面積比 3:2
のcylinderと， cylinderとでループになっている junc2を接続する"が得られ

ましたが，これを設計知識としてよろしいでしょうか?

USER:いいえ.

ISAK:誤っている理由は， (1)条件部が不適当.(2)実行部が不適当.(3)条件部

と実行部の対応が不適当.の内どれですか?(図 4.12参照)

USER: 2. 

ここで UBIは基本知識を獲得するため，基本知識獲得デーモンを起動する.

基本知識獲得デーモンは UBLの実行結果をモジュール単位で専門家に提示す

ることにより，どのモジュールで失敗が発生したか調べ，デバッグを行なう.

ISAK: UBLの取り出し部の失敗のようです.取り出し部の結果は， (1)吐出量

Qpのpump，(2)断面積比 3:2のcylinder，(3)junc2，です.

ISAK:この結果が誤っている理由は， (1)取り出す必要がない要素機器を取り

出している.(2)取り出す必要がある要素機器を取り出していない.の内

どれですか?(図 4.13参照)

USER: 1. 

ISAK:取り出す必要がない要素機器はどれですか?

USER: 1. 

ISAK: 1の要素機器を取り出したのはこのようなパックトレース木の結果から

です.1の要素機器を取り出す必要のない理由が木中にありますか?(図 4.14

参照)

USER:はい.

ISAK:どのパックトレースですか?

USER: 2. 

ISAK: 2ではオベレータ“約分"を使っています.このためですか?
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図 4.12:UBIのインタビュー(誤っている理由の質問)
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USER:はい.

ISAK:オベレータ“約分刊に関する取り出しルールを教えて下さい.

USER:はい.
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図 4.13:UBIのインタビュー(取り出しが誤っている理由の質問)

このように基本知識獲得デーモンは，不備のルールの獲得やルールの修正を

行なう.また)UBLの実行時をシミュレートし，ルールの発火状況，競合ルール

の有無，パックトレース木の図などできる限りの情報を提示し 3専門家の負担

を軽減する.

図 4.15に加硫プレスの油圧回路図を示す.この回路の特徴は，最大加圧の設

定を行なう リ リ ー フ パ ル プ pcv1以外に，ゴム加硫中に加えられる熱によるシ

リンダ内の作動油の膨張を逃すリリーフパルプ pcv2が接続されていることで

ある.

ISAK:この回路においてリリーフパルプ pcv2に関する設計知識が得られませ

んでした.このリリーフパルプに関する機能仕様は次の内にありますか?

(1)力が一定値まで出せる.(2)上下運動できる.(3)一旦停止できる.
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図 4.15:加硫プレスの油圧回路図

USER:いいえ.

UBLの出力にリリーフパルプ pcv2が関与する設計知識がない場合， UBIが起

動される.そして，そのリリーフパルプに関する機能仕様がないことがわかる

と，隠れた機能仕様があると判断し，機能仕様獲得デーモンが起動する.

ISAK:リリーフパ Jレプは一般に余分な圧油を逃す要素機器ですが，このリリー

フパルプ pcv2もそのためですか?

USER:はい.

ISAK:どのような時に余分な圧油を逃さねばならないのですか?(1)自走.(2) 

過負荷.(3)温度上昇.

USER: 3. 

ISAK:温度上昇による過圧からどのような不都合が生じますか?(1)自走.(2) 

異常加圧.(3)ポンプの破壊.

USER: 2. 

ISAK:“温度上昇時の異常加圧を防ぐ"という機能仕様でよろしいでしょうか?

USER:はい.

機能仕様獲得デーモンはリリーフパルプの一般的な機能や目的などを参照し

提示することにより，専門家に刺激を与え，隠れた機能仕様を獲得する.
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ISAKは得られた機能仕様を使い設計知識の獲得を試みるが， UBLのSimulator

は温度というパラメータを扱っていないためB失敗する.Simulatorの失敗には 3

未知のパラメータの使用や非線形現象などがある.このような場合は，ノウハ

ウ的な設計知識として設計ノウハウデーモンを起動することにより獲得する.

4.5.4 獲得した知識に関する考察

UBLシステムが生成した設計知識について考察する.プロトタイプシステ

ムは 4.5.2で示した差動回路以外に，メータイン回路という例題からも設計知

識を獲得することができた.メータイン回路から獲得された設計知識は，速度

が可変である油圧回路を設計するためであればいつでも用いることができる.

差動回路から獲得された設計知識も同様である.また，獲得された 2つの設計

知識を組み合わせることもでき，この場合，速度が 2倍の範囲内で可変である

油圧回路が設計できる.このように，獲得された設計知識は既に知られている

知識ではあるが，十分有用であると考えられる.

差動回路の例では3 シリンダの断面積比を 3:2と固定しているため，差動回

路一般としての設計知識としては不十分なものとなっている.しかし， Prover 

の式の評価の段階で，品という式が現れているため，これを用いて，“シリン

ダの断面積比が α1: a2のとき，速度は品倍となる"と一般化することが可能

である.

現在プロトタイプが動作できる回路例はi用いる要素機器の面では，油圧ポ

ンプ，油圧アクチュエータとも数が限られており，また証明戦略の面からも限ら

れており，十分な量の例題を実行することができない.要素機器の数に関して

は順次拡張を進めており，証明戦略に関しても，その数え上げを行なっている.

今回用いた例題に関しては， Extractorが取り出す重要要素機器は適切なも

のとなっている.差動回路の例では，シリンダとループを形成しているジヤン

クションのみを取り出し，油圧ポンプは取り出さなかった.これは実際に"速

度が2倍"であるという性質に油圧ポンプは全く関係ないためである.このよ

うに，取り出しに際して必要な要素機器，不必要な要素機器を選ぶヒューリス

ティックスがあり，それには様々なものが考えられる.例えば，普通の油圧回路

ではパイプによる圧力損失についてはあまり考慮しないが，大量に油が流れ

る回路ではパイプの圧力損失を防ぐための要素機器が接続される場合がある

が，そのような場合には，その要素機器を適切に取り出す必要がある.このよ

うなヒューリスティックスを数え上げることは今後の重要な課題の lつである.

4.6 結言

本章では，設計型エキスパートシステムのための設計知識を獲得する設計

例からの学習とインタビューによる獲得を融合した新しいアプローチを提案

8現在， Simulatorは圧力と流量の 2つのパラメータのみを用いている

内
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した.このアイデアに基づいた ISAKシステムについて述べた.またプロトタ

イプシステムの実行結果から，専門家が用いている設計知識のある程度の部

分を自動的に獲得することができることを確認した.従来のインタピューシス

テムでは UBLが自動的に獲得することができる知識についても問題解決を行

ないながら質問をしていたが，学習機構をドライパとした本インタビューシス

テムによってこれらの質問を減少させることができ，インタビューのドライパ

として学習機構(説明に基づく学習)が適切であることが確認できた.また，基

本知識では説明困難な知識に焦点を当てたインタピューを可能にしたが，この

ことにより，専門家のノウハウの獲得が容易になると思われる.

ISAKと同様に設計知識を獲得するインタビューシステムに SALT[27]があ

る.SALTは問題解決を行ないながら基本的に全て質問を行なうが， ISAKは設

計図の理解を行ない，理解できないところのみ質問を行なう.専門家への質問

の数から見ると， ISAKの方がより少なくなっている.

これまでは学習と知識獲得はそれぞれの分野で独立して研究がなされてい

たが，本章で示したように学習と知識獲得を融合した試みは今後の研究にお

いて重要な意味を持つものと考えられる.
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第 5章

EBLの機能拡張

5.1 緒言

EBL(ExplanatioIトBasedLearning)[2]は訓練例が目標概念のインスタンスであ

ることを領域知識を用いて証明することによって，問題解決システムの実行効

率を向上させる学習記述を獲得する枠組である.一般に知識ベースシステム

が対象とする種々の問題領域において，利用者がシステムに要求する問題解決

に関連するパフォーマンスとして，実行効率の向上に加えて，再利用性や移植

性，問題解決結果の性能や信頼性などさまざまなものが考えられる.EBLに関

して蓄積されたこれまでの研究成果はこれらのパフォーマンスの一つである

問題解決時の実行効率の向上に焦点を合わせており，知識獲得のー形態とし

ては不十分である.EBL はSBL(Sirnilarity-BasedLearning)に比べて実世界の問題

への適用という点で遅れているが，上述のことがその理由の一つになっている‘

ものと思われる.

EBLの振舞いは領域知識をある方向に組織化することと考えることができ

ることから，従来の EBLは領域知識を問題解決時の実行効率向上という方向

に組織化していたとみなすことができる.しかしながら， EBLを知識獲得のー

形態とすることを考えれば，上述の多様な要求に応じて，問題解決時の実行効

率向上という方向以外の方向にも組織化できるような拡張された枠組を作る

ことが望まれる.領域知識を組織化する方向を比較視点と呼び，この視点のも

とで学習記述を修正することによって領域知識を複数方向に組織化すること

が可能になる.

本章では， EBLを知識の再構成メカニズムと解釈し， EBLに領域知識の組織

化方向である比較視点を導入することによって EBLを拡張し，知識獲得のー形

態として機能させることを考える.以下 5.2節では比較視点導入の動機につい

て述べ，具体例を示す.また，比較視点について考察する.5.3節では比較視点

を導入した EBLの定式化を行なう.その際，従来の EBLが比較視点を導入した

関連論文 [A-2J

民
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EBLの特殊な場合であることを示す.最後に上述の伝統的な EBLの例に対し

て比較視点を導入した EBLを適用し，その有効性を示す.

5.2 比較視点

本節では EBLへの比較視点の導入の動機と意義について述べる.その際，

ホーン節の属性を利用した例とインスタンスの属性を利用した例の 2種類の

例を示すことによって比較視点の有用性を示す.最後に比較視点について考察

する.

5.2.1 比較視点導入の動機と意義

EBLによって生成される学習記述は訓練例が一般化された知識となってい

る.一方，人が例題から学習を行なう場合は訓練例が一般化された知識以外に

も有用な知識を学習する.この有用な知識とは，例えば類推による異なったドメ

インの知識であったり，同じドメインでも訓練例の影響を弱くした知識であっ

たりする.前者の類推による学習も非常に重要な問題であるが，ここでは後者

の学習に注目する.後者の学習は例題に基づいて学習を行ない知識を生成し，

その知識に何らかの修正を加えることによってより有用な知識を生成する.一

般に人は経験からの学習だけではなく，このように経験から想起される学習

も行なっている.従って，例題からの学習である EBLをより強力に，より人の学

習に近くするためにはこのような学習も行なう必要がある.

例題から学習した知識を修正する際に用いる観点を比較視点と呼びI 1つ

のドメインに対して複数の比較視点があると考えた.つまり，あるドメインに

おいて学習した知識 (LD)は比較視点 Aのもとでは LDA となり，比較視点 Bの

もとでは LDBとなる.後の知識の利用状況を考慮すると，その利用状況に即し

た知識に修正することが好ましい.つまり，比較視点は学習された知識を利用

する方法や状況によって変化する要求と換言することができる.このような比

較視点を EBLに導入することによって，例題をきっかけとしたある特定の要求

を満足するような知識を生成することができるであろう.

以下に EBLに比較視点、を導入する例を 2種類の方法を用いて示す.第 1の方

法は EBLの説明構造の構成要素であるホーン節の属性を利用して修正し，第

2の方法は訓練例の引数インスタンスの属性を利用して修正する.

5.2.2 ホーン節の属性を利用した修正

EBLにおいてf子なわれるタスクには ISAFE-TO-STACKやCUPや自罪文などの

概念定義3ロポット計画，数式処理などの問題が主である.ここではタスクの一

例として自殺の概念定義を取り上げる.以下に文献 [2]をより詳細にした領域

po 
F
h
d
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知識を示す1

kill(A，B):・hate(A，B)♂0回 ess(A，C)，weapon(C). 

hate(W，W):-depressed(W). 
possess(U，V):ーbuy(U，V).
weapon(Z):-gun(Z). 

weapon(Z):-knife(Z). 

weapon(Z):-rope(Z).2 

ここで，操作性規範は訓練例として与えられる述語で満足されると仮定する.

これらのもとで次のような訓練例を与える.

depressed(john)， buy(john，obj1)， gun( obj1) 

すると，次のような学習記述を得る.

kill(Y ，Y) :-depressed(Y)， buy(Y， C) ，gun( C). 、‘.a，，，
噌

I
4

，，，.‘、

学習記述は領域知識から演縛される範囲にあるため，この学習記述の正当性

も保証されている.

上記のように EBLを行ない，得た学習記述を用いて自然言語理解システム

を利用することを想定する.今，システムがアメリカや日本で利用されると仮

定すると，このシステムにはアメリカだけではなく，日本の社会事情にも適し

た学習記述の実装が要求される.つまり，得られる学習記述はある特定の国に

依存しないものである必要がある.これが移植性 (portability)という比較視

点である.この移植性を満足するように (1)の学習記述を修正することを考え

る.まず，学習記述の中で移植性を低下させている述語に注目する.この場合，

gun(C)である.この述語gun(C)をknife(C)または rope(C)と交換する.これは学習

記述 (1)のweapon(C):-gun(C)の部分木を weapon(C) :-knife( C)または weapon(C)

:-rope(C)と交換することを意味する.銃はアメリカでは容易に入手できるが，

日本ではそうではない.これに対してナイフやロープは特定の国で手に入ら

ないということはないため，移植性に富んだ学習記述となる.knife(C)を選ぶ

と， (1)の学習記述は (2)のようになり， rope(C)を選ぶと， (3)のようになる.

kill(Y， Y) :-depressed(Y)， buy(Y ，C) ，knife( C). 

kill (Y， Y) :-depressed(Y)， buy(Y， C)，rope( C). 

(2) 

(3) 

他の状況を想定する.同じ領域知識のもとで訓練例 {depressed(taro)，buy(taro，obj2)， 

knife( obj2)}が与えられ， (2)のような学習記述が得られたとする.システムの利

用する学習記述に信頼性 (reliabiIi ty)が比較視点として求められる場合を想定

する.ナイフで刺すより銃で撃つ方がより確実に人を殺すことができるため，

1以降， prologの書式を用い，定項を小文字，変項を大文字で表す.

2少し無理があるがロープを武器とする.
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knife(C)に注目し，この述語を gun(C)と交換する.この修正によって，自殺の成

功率が高くなる 3つまり信頼性に富んだ学習記述 (1)が生成される.

また，システムに高速性が求められる場合を想定する.この比較視点を効

率性 (efficiency)(いわゆる Utilityではない)と呼ぶ.この場合も基となる学習記

述の weapon(C)の下の述語を，銃で撃つ，ナイフで刺す，ロープで首を締める?の

中から最も苦しみが少なく，速く殺すことができる述語に交換することによっ

て，効率性に富んだ学習記述が生成される.

上記のようにある例題をきっかけとして，ある比較視点を満足するような学

習記述を生成することができ，問題解決システムにユーザが求める知識の組

織化に柔軟に対処することができる.また，この修正に用いたある比較視点に

固有の知識を比較知識と呼ぴ，ユーザによって要求されるであろう比較視点毎

に用意しておく.比較知識はある視点のもとで得られた説明構造のあるホー

ン節と，同じヘッドを持った領域知識にある別のホーン節の属性を調べること

によって比較し，その優劣関係を導出する.

比較視点、の例として，移植性，信頼性，効率性を挙げたが，比較視点、はその他

にもさまざまなものがある.例えば，武器の値段である価格性 (value)，武器の

使い勝手である操作性 (operationality)などである.これらは自殺の例という

ドメインによって生じる比較視点であり，他のドメインではそのドメインに固

有の比較視点がある.

5.2.3 インスタンスの属性を利用した修正

前節ではホーン節の属性を調べることによってそれらホーン節聞の比較を

行ない，修正することによってより有用な学習記述が生成されることを示した.

本節ではインスタンスに構造などのさまざまな属性が含まれている場合につ

いても比較視点を導入することによってそれらを扱い，視点のもとでより有用

な学習記述が生成できることを例を用いて示す.

具体例として， UNIXのシェルスクリプトプログラムをドメインとする.簡

単のため，領域知識を 2つに限定し3以下に示す3

write_user..nameJogined(who I sed X):ー

wri teJoginjnfo( wl刈， write五同五eld(sed X). 

write_¥悶 r..nameJogined(whoI awk X):・

writeJoginjnfo( ~l刈， write五同五eld(a~k X). 

write_user..nameJogined(X)という述語は現在システムにログインしているユー

ザのログイン名を表示するという仕様を Xが満たすことを表している.この

もとで次のような訓練例を与える.

writeJoginjnfo( ¥.71刈， write五凶.Jield(a¥.7k'{print $1}') 

35¥数中の"¥"は pfO!Ogのリストの頭部と尾部を分ける記号ではなく，シェルにおけるパイ

プの記号である.

- 58ー
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その結果，説明構造は次のようになる.

write_user..nameJogined(who I awk '{print $1} ，):・
w出 eJoginjnfo(who) 1 

write五凶Jield{awk){print $1}'). (4) 

前節の例とは異なり，ここでは一般化する前の説明構造に注目する.この説明

構造は“現在システムにログインしているユーザのユーザ名を表示する"とい

う仕様のシェJレスクリプトを表している.今この仕様を変えずにより高速で動

作するシェルスクリプトに修正することを考える.つまり比較視点として効率

性(efficiency)が要求されたとする.awkは非常に強力な文字列操作コマンドで

あるが，そのために動作速度が犠牲となっている.それに対して同じく文字列

操作コマンドである sedはawkより動作速度が格段に速い.従って効率性の比

較視点のもと (4)の説明構造を向上させるには awkをsedに修正すれば良い.

また上の仕様のユーザ名の部分をユーザの端末に変更されても簡単にプロ

グラムが修正できるようなシェJレスクリプトに修正することを考える.つまり

比較視点として再利用性 (reusability)が要求されたとする.この場合も同様に

awkとsedが比較できる.ただし再利用性を考えた場合，文字列のフィー Jレドと

いう概念がある awkの方が正規表現でしか文字列を扱えない sedより修正が

簡単なため1(4)の説明構造はそのままの方が良いという結果がでる.

上記の例はインスタンスの持つ属性によって比較できる顕著な例である.イ

ンスタンスの持つ属性による比較は自殺の例でも行なえる.例えば前節にお

いてその他の視点で例として挙げた価格性において 1gun(X)という述語自身

も値段という属性を持てるが1gun(X)のインスタンスの 1つobjlにも値段とい

う属性があり得る.このようにホーン節の属性のみならず，インスタンスの属

性にも注目してユーザの要求する比較視点のもとで知識を組織化することが

できる.

5.2.4 比較視点についての考察

EBLがDeJongらによって提案された当初は， EBLは一つの例題からタスクに

役立つ学習記述を獲得する枠組として急速に発展した.これは領域知識をチャ

ンクすることによって問題解決のステップ数を減少させ，結果として問題解決

速度を向上させるという原理に基づいている.しかし，実際には [28]にも報告

されているように，学習を繰り返し行なうと学習記述が単純に増加し，最後に

は学習なしのシステムより問題解決速度が低下することがある.従って，実行

効率性の問題は学習結果が蓄積された知識ベースを用いて実際に問題解決を

行なった場合の実行効率を考えなければならない.この問題は utitlityproblem 

と呼ばれ，操作性規範の主な課題として，近年さまざまな研究が行なわれてい

る.しかし， Kellerが文献 [29]で定義しているように，操作性規範とは上の utility

problemで扱われている utilityとusabilityの 2種類の要求である. usabilityとは

nu 
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問題解決システムが EBLによって得られた学習記述を用いる時の利用の容易

さの基準であるが， utilityと比較して十分に研究されているとは言い難い.従

来の EBLでは，説明構造の木をあらかじめ静的に与えておいた操作性規範を

満足するようにより抽象的な概念の述語へと一般化することによって usability

に対処していた.本論文で提案する比較視点を導入した EBLは，より抽象的な

概念の述語への一般化のみならず，与えられた比較視点においてより適切な

概念の述語へ学習記述を修正することを可能にする.換言すると，操作性規範

の 1つである usabilityを一般化していると解釈することができる.これを図 5.1

に示す.従来の EBLでは gunの集合から weaponの集合へのように合意関係に

weapon 

図 5.1:usabilityの一般化

ある集合に学習記述を修正していたが，提案する方式によって gunの集合から

knifeの集合へのように兄弟関係にある集合にも学習記述を修正できる.

比較視点を導入した EBLは3例えば故障診断の専門家がある徴候から特定

の原因を突き止めた経験からヒントを得て，その推論パス中のあるノードや

インスタンスから想起されるその例とは異なった故障診断知識を見い出す，と

いうような人の学習過程と類似している.これによって，従来の EBLより人の

知的活動に近い柔軟な学習を行なうことができ，知識獲得のー形態として十

分機能すると考えられる.

5.3 比較視点を導入した EBL

本節では比較視点を導入した EBLを定式化する.まず，比較視点を導入し

たEBLの定式化のための諸定義を示す.5.2節で示したホーン節の属性を利用

した修正とインスタンスの属性を利用した修正をそれぞれ構造操作と変数操

作と呼び，これらの定式化を行なう.最後に比較視点を導入した EBLの定式化

を示す.
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5.3.1 諸定義

ここでは従来の EBLの説明構造と学習記述の定式化4 操作可能性の定式化

を示す.

[定義 1] 説明構造

AとA'を同じ述語定項をもっ述語， A' t-Bl ̂ ・・・八 Bnを領域知識のホーン節と

するとき，次のように再帰的に定義される式を説明構造という.

(a) A: A'. 

(b) A: (A' ←(B1)八・・・八 (Bn)). 

ここで， (Bi)は述語 Biを根とする説明構造，“."の両辺は変数を共有しないと

する.説明構造の根とは，説明構造を木構造として見たときの根で， (a)，(b)にお

け る述 語 Aを指す.また，木構造の末端のうち (a)における述語 A'を葉という.

Dを領域知識(ホーン節の集合)， Eを訓練例(変数を含まないファクトの集合)，

gを目標概念とするとき，以下の式を証明という.

DUEトg().

ここで，()は証明結果としての代入を表す.説明構造 tがこの証明過程の結果と

して生成されるとき，この操作を説明と呼ぶ. 圃

[定義 2] 学習記述

説 明構造 tの根を A，葉を Bl，...，Bnとする.このとき，次のホーン節を説明構造

tに基づく学習記述という.

A← Bl八・・・八 Bn・ 圃

本研究の目的である比較視点、の導入による学習記述の usabilityの向上に議

論を集約するために，操作性規範に起因する utilityに関する議論は，操作可能

な述語の集合が与えられるものと単純化した枠組の上で捉え，本論文では深

く立ち入らないこととする.usabilityとutilityは独立のものとして考えること

ができるため，このように問題を簡単化しても EBLとし ての 定式 化の 一般 性

を損なわない.Utility問題に対してなされている様々な議論は自然に本論文で

提案する枠組の上で展開できる.

[定義 31 学習記述の操作可能性

操作可能な述語の集合を Oとすると，述語 BiE 0(1 ~ i三η)であるとき，学習記

述 A← Bl八・・・八 Bnは操作可能であるという. 圃

説明構造 tの葉の系列を Blγ ・.，Bnとする.以下の 2節で定義する操作を施

された説明構造から得られる学習記述が操作可能であるためには，葉の述語

がすべて操作可能，すなわち B;ξ0(1::; i三η)という条件を満足すれば良い.

5.3.2 構造操作の定義

説明構造 tの学習記述が操作可能であるようにするアルゴリズムを次に与

える.

4山村ら [30Jの説明構造の定義、 Hoppe[31]の証明の定義を参考にした.
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{定義 4] 構造一般化

説明構造 t中の任意の部分構造 tp= X : (X' ← (P1)八...̂  (凡))について Xが操

作可能で，かつ tにおける Xから tの根に至るパス中に操作可能な述語が存在

しないとき ，tp を X:X'で置き換えたものを t~g とする.この操作を構造一般化

と呼ぶ. 圃

構造一般化によって生成された説明構造刊は明らかに操作可能である.こ

の t~gに対して次に示すアルゴリズムに従って構造操作を施す.説明構造 t~g 中

の部分構造の内 Bi(1~ i壬η)が全て説明構造中の葉であるような部分構造

A : (A'← (B1)八・・・八 (Bn))が対象となる.t"g中で構造操作の対象となる部分

構造の集合をお(t"g)とする.また，Vは比較視点の集合であり，対象ドメインに

よって決定される.例えば， 5.2，2節で示した例では，V = {portability， reliαbility， 

ef ficiency， vαlue， operationality，・・・}となる.

{定義 5] 構造操作

述語pをヘッドとする操作可能なホーン節の集合を Oc(p)とする.compare_clause(v，c1，c2) 

は与えられた 2つのホーン節を比較視点 vEVのもとで比較し，その順序関係

を返す関数，Orderはホーン節問の半 )1国序関係を表すグラフである.このとき，

次のアルゴリズムによる説明構造の操作を構造操作と呼び，これによって生成

される説明構造を p と表す.

forall p : (p'← (Ul)八・・・八 (1叫)in Ls(t"g) do begin 

forall (p"← V1 ^ ..・八九)in Oc(p) do 

add compare_clause( v， p'←包1八・・・八 umP11← Vl八・・・八九)

to Orde1・

bt := findJIlax( Order) 

replace p : (p'←(包1)八・・・八 (Um))by bt in t"g 

end 

ここで findJIlax(G)はグラフ Gから最大元を求める関数である.また，btは説明

構造である必要があるため，五ndJ11a.xは最大元であるホーン節 Z ← y1̂ ・・・八 yn

のyiを以:&1として説明構造 z←(叫ん・.̂  (Yn)に変換する.ここでu;は的の構造

を保存するが変数を共有しない述語とする. 圃

関数 compare_clauseはホーン節の属性と比較視点 vによって規定される比較

知識C旬を用いてそれらのホーン節を比較する.ホーン節の属性はファクトの集

合として与えられ，比較知識はそれらのファクトを次のような述語で参照する.

attribute( Cla出 e，Fact)

述語 attributeはホーン節 Clauseの属性 Factを次々と参照することができる.比

較知識とホーン節の属性の具体例は 5.4節で示す.

ワ臼n
b
 



PNC TY9605 98 -003 

5.3.3 変数操作の定義

構造操作によって得られた説明構造 f に対して次に示すアルゴリズムに従っ

て変数操作を施す.

[定義 6] 変数操作

説明構造 t30の葉の系列を L1，.・.，Lnとし，その代入を0とする.makeJnstance( Li8) 
はLjに対する Lj8以外の具体化 L;8%の全可能性を集合として返す関数である 5

compareJnstance(v，pl，p2)は与えられた 2つの述語のインスタンスを比較視点 u

のもとで比較し3その順序関係を返す関数，Orderはインスタンス間の半順序関

係を表すグラフである，このとき，次のアルゴリズムによる説明構造の操作を

変数操作と呼び，これによって生成される説明構造を tVOと表す.

for Li := L1 to L耳 dobegin 

forall Lん inmakeJnstance(L;8) do 

add compareJnstance(v，L;8，Lん)to 0吋er
L;8* := findJllax( Order) 
replace Lj8 by L‘0・int 

end 

ここで，五nd，Jllax(G)はグラフ Gから最大元を求める関数である. 圃

変数操作によって生成された説明構造 tVOまたは構造一般化によって生成さ

れた説明構造刊に対して次に示すアルゴリズムに従って変数一般化を施す [31].
{定義 71 変数一般化

代入0を領域知識 Dによる代入むと訓練例 Eによる代入む={Vd91'...' Vn/9n}と

に分ける.すなわち， 8= 8n8Eとなる.このとき，次のアルゴリズムによる説明構

造の操作を変数一般化と呼ぴ，これによって生成される説明構造を門と表す.

forall 9i of V;/9i in 8 E do begin 

fお.orallcωorη~st i泊n(A←B1八...八 Bn)do 

if const↑= 9i then replace const↑by叫

end 

ただい constは(A← B1 ・̂・・八 B耳)における定数の集合の 1要素を指し示すポ

インタである. 圃

この変数一般化アルゴリズムによって，領域知識による束縛は保存し?訓練

例による束縛を一般化することができる.

5.3.4 比較視点を導入した EBLの定義

以上の定義によって比較視点を導入した EBLの定式化の準備が整った.

s一般にはこの集合は有限とは限らない.しかし，実際には比較可能なインスタンスに限

定することができる.

司

OP
O
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【定義 8] 比較視点を導入した EBL

比較視点 vE Vが与えられ，説明によって生成された説明構造 tに構造一般化，

構造操作，変数操作，変数一般化の各操作を }II買に行なうことを洗練と呼ぶ.こ

のとき，次の一連の操作を比較視点を導入した EBLという.

(1)説明

(2)洗練

また，比較視点が与えられなかった場合，洗練操作は構造一般化，変数一般化と

行なわれ，特にこの洗練操作を一般化と呼ぶ. 圃

{定義 8]からもわかるように従来の EBLは説明と一般化という 2つのプ

ロセスによって学習が行なわれており，これは比較視点を導入した EBLの比較

視点がない学習方法となっている.つまり比較視点を導入した EBLは従来の

EBLを特殊な形として含む拡張となっている.比較視点を導入した EBLは一

般化のプロセスを usabilityを高める洗練のプロセスとしたところに特徴があ

る.洗練は従来の学習記述の一般化を含み，更に置換可能な述語への修正も行

なえるプロセスである.これは従来一方向であった usabilityの操作を多方向に

したという意味で usabilityの一般化となっている.

5.4 比較視点、を導入した EBLの学習例

本節では比較視点を導入した EBLの学習例を自殺の例とシェルスクリプト

の例で示す.自殺の例ではホーン節の属性を用いた修正を行ない，シェルスクリ

プトの例ではインスタンスの属性を用いた修正を行なう.現在，ホーン節の属

性を用いた修正はインプリメントが完了しており，自殺の例ではその実行結果

を示す.プロトタイプシステムの EBLエンジンには C-Prologを用い， X-window 

上で C言語を用いてインタフェースを構築し， EBLエンジンと通信している.

5.4.1 自殺の例

比較視点を導入した EBLによる学習を文献 [2]にある自殺の概念定義を拡

張した例に当てはめ，実際にどのような学習が行なえるかを検証する.領域知

識は以下のようになる(図 reffig:自殺の例の領域知識参照6).

kill(A，B):ーhate(A，B)，possess(A，C)，weapo叫C).

hate(W，W):-depressed(W). 
posse吋U，V):-buy(U，V).
weapon(Z):-gun(Z). 

eapo吋Z):ーknife(Z).

weapon(Z):ーrope(Z).
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IZ 1/ 

klll (X.η: 寸l!I t州.V).間s....(X.~).咽即l(H) . 
hate(x.均川町唱盟国(め.
回目白s(X.的・屯1"i(X.祖).
同耳目、(H):""t凶作).
同軍町、(め:-I<.nj fe(H). 
時耳目、(~):ザ官"，(~).

図 5.2:自殺の例の領域知識
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また領域知識に加えてホーン節の属性が与えられる.

weapon(Z):引 lll(Z)::

object(weapon). 

object(purchasable) . 

exist (legaLcon trol). 

made_by(metal). 

wound_by( viscera_destr山 tion).

wound_by(loss_oLblood ). 

how _to_use(pulLthe_trigger). 

weapon(Z):-knife(Z):: 

object(weapo吋.
object(purchasable ). 

not_exist(legal_co山 01).

made_by(metal). 

wound_by(Ioss_oLblood) . 

how_to_u吋stick).

weapo叫Z):-rope(Z)::

object(weapon). 

object (purchasable). 

noLexist(IegaLcontrol) . 

made_by( thread). 

wound_by( suffocatio吋.
how _to_use( throttle). 

操作性規範は訓練例として与えられる述語で満足され，次のようなものとなる.

operational( [depressed (_)， buy(_，ふgun( _) ，knife(よrope(-) 1). 

また比較知識として図 5.3と図 5.4の 3種類の知識を用意しておく. 図 5.3は対

象に依存しない比較知識であり，図 5.4は対象に固有の比較知識である.

移植性

まずユーザが要求する比較視点として移植性 (portability)を想定する(図 5.5

参照).いま次のような訓練例 E1を与えたとする.

depressed(j oh吋， b町 (john，objl)，gun(objl) E1 

6プロトタイプシステムは用いている全ての知識(領域知識，ホーン節の属性，比較知詰)

が実 行中に編集できるようにエディタ が 内 政 さ れ て い る .
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Cp印刷iIIy= { 1*移植性ヰ/

better(A， B) :-widely_apply(A，B). 

widely_apply(A， B):-

usable_area(A，AA)，usable_area(B，AB)，wider(AA，AB). } 

C叫ぬility= { /本信頼性本/

better(A，B) :-certainly_exec(A，B). 

certainly_exec(A，B):-

achieve-prob(A，PA)，achieve-prob(B，PB)，higher(PA，PB). } 

C~fficimcy = { Iキ効率性本/

better{A， B) : -fasCfinish (A， B). 

fast_finish(A，B):-

time_used(A， TA)，time_used(B; TB)， shorter(TA， TB).} 

Creusability = { I本再利用性本/

better(A，B) :-widely_use(A，B). 

widely_use(A，B):-

possible_role(A， RA)，possible_role(B，RB)，more(RA， RB).} 

図 5.3: ドメインに依存しない比較知識
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Cpo川r付g帥a州b

usable一ar、ea(X，PX):，-purchasable(X)，purchasable_area(X，PX).
purchasable(O):-attribute(O，object(purchasable)). 
purchasable_area(O，limited):-attribute(O，exist(legal_control)). 
purchasable_area(O，unlimited):-

attribute(O，not_exist(legal_control)). 
wider(unlimited，limited).} 

Crr:liゆ ifj砂={ 1*信頼性 *1
achieve-prob(X，PX):-is_weapon(X)，ease(X，PX). 
is_weapon(W):-attribute(W，object(weapon)). 
ease(W，O.7):-attribute(W，how_to_use(pull_the_trigger、)) . 

ease(W，O.6):-attribute(W，how_to_use(stick)). 
ease(W，O.5):-attribute(W，how_to_use(throttle)). 
higher、(X，Y):-number(X)，number(Y)，X>Y.}

C<!ficiC1.q = { 1*効率性本/

time_used(X，TX):is_weapon(X)，waiting_time(X，TX). 
is_weapon(W):-attribute(W，object(weapon)). 
wai ting_t ime(W， 1):.-

attribute(W，wound_by(viscera_destruction)). 
wai ting_time(W， 10): -attribute(W， wound_by( loss_oCblood)). 
waiting_time(W，60):-attribute(W，wound_by(suffocation)). 
shorter、(X，Y):-number(X)，number(Y)，X<Y.}

図 5.4: 自殺の例の比較知識
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.日rtdJility 

O同 IIl1blllty

0・Haci町、Cy

図 5.5:比較視点の選択
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この訓練例から従来の EBLは次の学習記述を生成する.

kill( A，A):-depressed( A)， buy( A，B )，gun( B). Ll 

しかし比較視点を導入した EBLは構造操作において説明構造中の weapon(C)

以下の部分構造に注目し，その説明構造のホーン節 weapon(Z):-gun(Z)と，この

ホーン節と置換可能なホーン節 weapon(Z):-knife(Z)とweapon(Z):-rope(Z)の中

から移植性に関する最大元を求める.ホーン節の属性と比較知識 Cportabilityによ

ると， weapon(Z) :-knife(Z)とweapon(Z):-rope(Z)が weapon(Z):-gun(Z)より優れて

いるが， weapon(Z) :-knife(Z)とweapon(Z):-rope(Z)の優劣関係は決定できない.

7・better((weapon(Z):-knife( Z) L( weapon(Z):-gun(Z))). 
yes 

7・better( (weapon( Z)日 ope(Z))，( weapon(Z):-gun(Z))). 

yes 

?-better( (weapon(Z):-knife(Z) )，( weapo吋Z):-rope(Z))).

no 

?-better(( weapon(Z):-rope(Z) )，( weapon(Z ):-knife(Z))). 

no 

このような場合は最大元は決定できず，部分構造の修正に用いられるホー

ン節は 2つの極大元からランダムに選択される.weapon(Z) :-k凶fe(Z)が選択さ

れたときの修正された学習記述を L2'weapon(Z) :-rope(Z)が選択されたときの

修正された学習記述をおに示す(図 5.6参照).

kill(A，A ):-depressed(A )，buy(A，B )，knife(B). L2 

kill(A，A):-depressed(A) ，buy( A，B) ，rope(B). LJ 

これまで用いたホーン節の属性は日本など銃の購入が困難な国におけるも

のであった.今，アメリカ等の銃の購入が容易な固における学習を想定する.こ

の場合1weapon(Z) :-gun(Z)のホーン節の属性であった exist(legaLcontrol)はwea-

pon(Z) :-knife(Z)や weapo叫Z):-rope(Z)の属性と同様に noLex-ist(legaLcontrol)と

なる.従って，これら 3種類のホーン節は移植性に関して共に極大元となり，優

劣関係は決定できなくなる.比較元のホーン節(この場合 weapon(Z):-gun(Z)) 

が極大元の lつである場合は構造操作における修正は行なわない.

信頼性

次にユーザが要求する比較視点として信頼性 (reliabilit y)を想定する.いま

次のような訓練例 E2を与えたとする.

depressed(伊f仕red吋)， bu町y(伶fred，ρOぬbj川2幻)， kα叩nifl

この訓練例から従来の EBLは上の Lん2の学習記述を生成する.比較視点を導入し

た EBLは移植性と同様に weapon(Z)をヘッドとする 3種類のホーン節をその属

性と比較知識 CTeliabi/ityによって比較する.ここでは最も信頼性が高い weapo川Z)

:-gun(Z)が選ばれ， Llの学習記述が生成される.
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v.l...co.... to cv日 L.
Pln，・，.l..et."IAD!t. 
Dcuopl・;，uieide 3・l・，c..d
yj .~oillt;pØl t..ab ili句 ..1・ct.d.
Oou Conc・pt:JUll(john.john). 巴

1'<0>同時 Exaapl・dept.aud付。hn).

~ア\

宜的(日)

EI'L: kill(A.A):-;:町 官 制(A)• t:vy (A. B). iU"l(日).

yes 
I 1ー叫s....t(b.却(Jctn.曲J!)). 

0-聞 ..-t(2"'(則的

間 |図
I 1-cv由 I(kl/I(J由、.JcI:Y古川
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蜘〈町叫ItlQ'¥s =由F間叫し16).t:vyL16. _51). n:胆仁51)

図 5.6:修正された学習記述

- 71一



PNC TY9605 98 -003 

効率性

最 後にユーザが要求する比較視点として効率性 (efficiency)を想定する.訓

練 例 E3が与えられたとする.

depressed(taro)， buy(ta叫 obj3)，rope(obj3) E3 

従来の EBLでは上のんが生成されるが3 ここでも同様に 3種類のホーン節を比

較する.ホーン節の属性と比較知識 Ce/jicie.ncyによって， weapon(Z) :-rope(Z)から

最も効率性が高い weapon(Z):-gun{Z)に学習記述 L3は修正される.これによっ

て L1の学習記述が生成される.

表 5.1に上記の 3種類の比較視点において，与える訓練例によってどのよう

な学習記述が生成されるかを修正の有無も加えて示す.

表 5.1:自殺の例における学習結果

|比較視点|訓練例|修正|学習記述

El 有 L2 or L3 
移植 性 E2 

鉦 L2 

E3 担 L3 
E1 

担 L1 

信頼 性 E2 有 L1 

E3 有 L1 

E1 
担 L1 

効率性 E2 有 L1 

E3 有 L1 

5.4.2 シェルスクリプトの例

ここでは 5.2.3節で示したシェルスクリプトの例をより具体的に示し，イン

スタンスの属性を用いた学習がどのように行なわれるかを検証する.シェルス

クリプトプログラミングの領域知識は以下のようになる.

write一凶e訂r口...nはlal出me

writ旬eJoginjnf，お'o(いw1刈 wri出t白e...fi凶...field叫(sedX) 

wn出t旬eιe_uλ_u凶lse訂r口.J1ameJogined引(平W叫Jバ的t

writ臼eJoginjnf，お'o(付who吋)， writeJl凶...field(awk X). 

簡単化のため)5.2.3節と同様に領域知識を 2つに限定する.またこの領域知識

に力日えてインスタンスの属性も与える.
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awk:: 

sed:: 

command(u山).
do(st巾 g_ope凶 lon

supportin(bsd). 

supportj時ysV).

memory _use(big). 

ha吋 le(reg巴u叫lla日 xpress討ωlOn
handle(五h制eld).

command(unix). 

do(st巾 g_ope凶 ion).

supportjn(bsd). 

su pportjn (sys V). 

memory _use( small). 

handle(reg叫ar_expresslO吋.

操作性規範は訓練例として与えられる述語で満足され，次のようになる.

operational( [wri teJoginjnfo( _)， writeJirstJield (-) 1). 

また比較知識として図 5.3と図 5.7の2種類の知識を用意しておく.

効率性

まずユーザが要求する比較視点として効率性 (efficiency)を想定する.いま

5.2.3節と同じ訓練例を与える.

writeJoginjnfo( who)) writeJirstJield( awk '{print $1}') 

この訓練例から次の学習記述がまず生成される.

write_userJlarneJogined(who I awk '{print $1}'):ー

writeJogi心 nfo(wl吋，
writeJirstJield(awk '{print $1}'). (4) 

比較視点を導入した EBLは変数操作においてインスタンスの awkに注目し，こ

のインスタンスと置換可能なインスタンス (sed)の中から効率性に関する最

大元を求める.インスタンスの属性と比較知識 Cefficiencyによると 1sedが awkよ

り優れていることが導出される.

?-better(sed，awk). 
yes 
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C./fici."cy {/本効率性本/

time_used(X，TX):-is_command(X)，execution_time(X，TX)， 

is_command(C):-attribute(C，co阻 and(ー))， 

execution_time(C，fast):-attribute(C，memory_use(small))， 

execution_time(C，slow):-attribute(C，memory_use(big))， 

shorter(fast，slow).} 

C阿川bjlity= { /本再利用性本/

possible_role(X ， RX)::is~command(X) ， roles(X ， RX). 

is_co阻 and(C):-attribute(C，command(ー))， 
roles(C，R):-assert(tmp([]))，role(C，H)，roles2(A)， 

assert(tmp([HIA]))，fail， 

roles(C，R):-retract(tmp(R)). 
I叫 es2(X):-retract(tmp(X))，l，
role(C，regular_expression):-

attribute(C，handle(regular_expression))， 

role(C，field):-attribute(C，handle(field)). 
more(X，Y):-nmember(X，Nl)，nmember(Y，N2)，Nl>N2， 

nmember(日，O):-!.

nmember([AIB]，Nl):-nmember(B，N2)，Nl is N2 + 1.} 

図 5，7: シェルスクリプトの例の比較知識
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これによって (4)の学習記述は以下のようになる.

write_user~ameJogined(who I sed X):・

writeJoginjnfo( w1刈， write..1irsLfield(sed X). (5) 

再利用性

次にユーザが要求する比較視点として再利用性 (re山 ability)を想定する.効

率性の例と反対に次のような訓練例を与える.

writeJoginjnfo( who)， write..1irst..1ield( sed J sl .時11') 

これによって (5)の学習記述が得られるが，変数操作において sedとawkのイン

スタンスの属性と比較知識にe山 abilityによって better(awk，sed)という比較結果が

導出される.これらのインスタンスを置換することによって (6)の学習記述が

生成される.

write_user~ameJogined(who I awk X):・

writeJoginjnfo( wl刈， write..1i凶..1ield(awk X). (6) 

5.5 結言

本章では，利用方法や利用状況によって変化するユーザの問題解決システ

ムに対するパフォーマンスへの多様な要求に対処するための切口である比較

視点を EBLに導入し， EBLを知識獲得のー形態として利用するための定式化

を行なった.また，簡単な例を用いて， EBLに比較視点を導入することによって

ユーザのさまざまな要求に答えることができ，知識獲得のー形態として十分

機能することができると考えられる.

比較視点を導入した EBLは従来の EBLでは十分に研究されていない usability

に注目し，比較知識とホーン節の属性，インスタンスの属性を用いて比較する

ことによって，構造一般化や変数一般化のみならず，構造操作，変数操作を行な

い，より usabilityに富む学習記述を生成することを可能にした.これは従来の

述語の一般化という usabilityの概念の一般化となっている.また知識獲得にお

いては utilityより usabilityの方がより重要であるため，この拡張はこの意味か

らも意義のあることと思われる.本章で提案した構造操作と変数操作を用い

た学習方法は従来の EBLより人の学習に近い柔軟な学習方法と言える.

同EXTPAGEIS) 
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第 6章

結論

本論文では，説明に基づく学習を知識獲得のー形態として活用するための

方法論の提案とその方法論に基づいたシステムの実現と評価について述べた.

第 2章と第 3章では，本論文の主題である知識獲得と説明に基づく学習に

ついて概観し，基本となっている思想について述べた.第 2章では，知識工学に

おける知識獲得の位置付け，知識獲得問題を考える上で重要と思われる視点

を整理した.第 3章では，説明に基づく学習の概念を整理した.

第 4章では，本論文で提案した方法論の第一のアプローチについて述べた.

EBLを専門家の経験則を獲得するためのドライパとして機能させることによ

り3従来のインタピューシステムの欠点であった過剰な質問を削減し，専門家の

負担を軽減することができることを示した. EBLをインタピュードライパと

するこのアプローチに基づいた設計知識獲得システム ISAKについて述べた.

ISAKは ISAKと同様に設計知識を獲得するインタビューシステム SALTより，

専門家への質問の量が減少しており， EBLをインタビュードライパとする方法

論の有効性が明らかになった.

第 5章では，本論文で提案した方法論の第二のアプローチについて述べた.

利用方法や利用状況によって変化する問題解決システムの利用者のシステム

に対するパフォーマンスへの多様な要求に対処することが可能な比較視点の

概念を提示した.EBLを知識の再構成メカニズムと解釈することによって，比

較視点を導入し， EBLを拡張した.この拡張では，従来の EBLでは十分に研究

されていない usabilityに注目することによって，獲得する知識の質を向上させ

ることが可能となった.これによって，比較視点を導入した EBLが知識獲得の

ー形態として十分機能することを示すことができた.

本論文では，説明に基づく学習を知識獲得手法として活用するための方法

論について検討した.専門家の経験則を獲得するためのドライパとして EBL
を利用するアプローチと比較視点を導入することによって EBLを拡張するア

プローチの二種類の異なったアプローチを提案し，それぞれのアプローチに基

づいたプロトタイプシステムを設計開発することによってこれらのアプロー

チの有効性を示した.知識獲得の知識工学における重要性は極めて大きい.そ
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の知識獲得の一つの形態である例題からの学習におけるパラダイムに，従来

の SBLに加えて EBLが利用できることの意味は非常に大きい.本論文で提案

した EBLを実際に知識獲得に利用可能にする方法論は，今後の知識獲得シス

テムにおける手法の選択範囲を広げることと思われる.また，これまでは学習

と知識獲得はそれぞれの分野で独立して研究がなされていたが，本論文で示

した知識獲得に説明に基づく学習を用いる試みは，今後の研究において重要

な意味を持つものと考えられる，

説明に基づく学習を知識獲得のー形態とするための方法論は本論文で提案

したこ種類のアプローチだけであるとは限らない.例えぱ， Mitchellらが今後の

研究課題として提示した EBLとSBLの結合がある.SBLによって， EBLの問題

点である領域知識の不完全問題を補うことができると考えられる.この EBL

とSBLの結合のアプローチなどを定式化することによって説明に基づ〈学習

の知識獲得への応用は更に進むものと考えられ，今後の重要な研究課題とな

るであろう.
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