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課題

ディープ・ラーニング等ニューラル・ネットワークを使用した手法に
対しては結果が導かれるまでの過程を人間が理解することが非常に難し
いとの意見が多く聞かれる。

処理内容が人間に理解し易く、またロボット内に構築していく知識体系も
人間が適宜、モニターできる透明性のあるシステムとは？

記録ユニット（概念、処理プログラム、接続関係を記録）を使用して
システムを構成し、人間の思考活動（情報の検索、処理、記録）に
準じた形で記録ユニット間を遷移させ処理を進めることができるシステムに
ついて紹介する。
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概念＆処理の生成と遷移

概念＆処理を記録した記録ユニットを遷移させ、人間の思考活動に準じた
処理（情報の検索、処理、記録）を実現する
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関係 R1 で遷移 

 

概念 A 

概念B 

概念 C 

概念 D 

概念 E 

概念 F 

概念 G 

概念 H 

概念 I 

・・・・ 

・・・・ 

概念K 

概念の追加 

概念 J 

照合（励起）＆遷移 

概念 J 

関係性の例



 

 

・・ 

ニューロン 記録ユニット (MU) 

入力情報を構文解析し文要素に識別して記録 

Pi=[mi][si][oi][h1i][h2i][h3i][h4i][vi][数値列 i][記号列 i] 
処理プログラムを記録 

if (Pi==A) { 

Xpi :ｷｰﾊﾟﾗﾒｰﾀ検索 

Yi=Fpi(Xpi) :処理の実施 

Ri=Yi :結果の記録 

 } 

他の記録ユニットとの 

接続情報を記録 

（接続先、接続関係、 

出現頻度） 

ニューロン 

MU 

入力層 

中間層 

出力層 

比較 

記録ユニットの機能（ニューラルネットワークとの比較）

[主語の修飾][主語][目的語][when][where][why][how][述語][数値列][記号列]



 

 

概念 N 概念３ 

記録ユニット N 記録ユニット３ 記録ユニット２ 記録ユニット１ 

概念の照合 

・・ 
・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 

概念１ 概念２ 

関係の設定 

入出力層 遷移層 

記録ユニットの遷移により思考活動を模擬
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照合 

検索パターン 

・・ 
・・・・ 

記録ユニット１ 記録ユニット２ 記録ユニット３ 記録ユニット N 

・・ ・・ ・・ ・・ 

m１:本日
m2：の
S1：天気
S2：は
O:
Ｈ１:
H2 :
H3 :

H4 :何
v1 :です
v2 :か
Ana:分析結果

m１:本日
m2：の
S1：天気
S2：は
O:
Ｈ１:
H2 :
H3 :

H4 :晴れ
v1 :です
v2 :
Ana:分析

連想記憶システム的に情報を検索・抽出することが可能

情報（データ）自身を使って関連情報を連想記憶的に検索することが可能
（通常のプログラムでは情報（データ）の検索にアドレス、変数名等を使用）

処理プログラム間における情報インタフェースが柔軟になる

記録データ：Pi= [mi][si][oi][h1i][h2i][h3i][h4i][vi][数値列i][記号列i]
回答候補 : A= [m0][s0][*h4][v0]
[*h4]の箇所の情報を抽出： if (Pi == A) { [*h4]=[h4i] }
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照合 

検索パターン 

・・ 
・・・・ 

記録ユニット１ 記録ユニット２ 記録ユニット３ 記録ユニット N 

・・ ・・ ・・ ・・ 

入力情報の評価

記録している情報との整合性（一致、不一致、一部一致等）を評価できる。
規則等を事前にコアの知識として入力しておくことにより、後で入力する
情報が規則に反している場合には排除することが可能である。

同一、類似、反対の
意味の検索パターンで
照合する
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第 n 段階：ｷｰﾊﾟﾗﾒｰﾀ Xpn-1 の生成  

 

第１段階：ｷｰﾊﾟﾗﾒｰﾀ Xp の生成  

 

NO 

NO 

YES 

YES 

処理 P 実施 

処理 P ｷｰﾊﾟﾗﾒｰﾀ Xp 検索  

 

Xp 検索可能 処理 Xp 実施 

処理 Xp ｷｰﾊﾟﾗﾒｰﾀ Xp1 検索  

 

Xp1 検索可能 処理 Xpn-1 実施 

処理Xpn-1 ｷｰﾊﾟﾗﾒｰﾀXpn検索  

 

・・・ 

生成＆記録 Xp=Fxp(Xp1)  

 
生成＆記録 P=Fp (Xp)  

 

生成＆記録 Xpn-1=Fxpn-1(Xpn)  

 

問題を解く上で必要なｷｰﾊﾟﾗﾒｰﾀを自律的に検索＆生成
（複合的な問題は展開し、基本的問題の組合せで解くことが可能）

高段階から低段階に向け
ｷｰﾊﾟﾒｰﾀが逐次、決まっていく



問題 分析

問題の型
分析

記録

問題の型に応じた解法・手順の記録
処理に使用する情報の記録

（連想記憶システム的に記録・検索が可能）

入力
処理

制御

問題の処理に必要なキー
パラメータを自律的に検索＆

生成し処理を実施
（柔軟に追加・変更が可能）

出力
処理 回答
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応用例（知識体系の構築、問題処理）

・構築した知識体系を使って質問に回答することが可能
・特徴的な単語、文から問題の型を識別し処理を行う
（問題解決に必要なキーパラメータを自律的に検索し処理を進めることが可能）



入力した情報から知識体系を構築

入力した情報を主語、主語の修飾、述語、述語の
修飾（5W1H)、記号に整理＆構造化し、知識体系
として記録していく。
（単語に対応する識別番号を使用）

記録ユニットに記録している情報の例

入力情報の分析および評価結果を記録

入力した情報の分析および評価結果についても整
理＆構造化して記録していく。
（新しい知識として利用可能）



入力した情報から知識体系を構築

入力した情報を主語、主語の修飾、述語、述語の
修飾（5W1H)、記号に整理＆構造化し、知識体系
として記録していく。

規則および道徳をベースの知識として登録

関連する情報を入力し評価

入力した情報を事前に登録している知識（規則、道
徳）と整合性を比較し評価する。

規則および道徳との比較例（１）



知識を利用して質問に回答
質問を入力すると知識から回答を
生成することが可能である。

知識との整合性を評価

関連する情報を入力すると記録して
いる知識との整合性を評価すること
も可能である。

規則および道徳との比較例（２）



入力した情報から知識体系を構築

入力した情報を主語、主語の修飾、述語、述語の
修飾（5W1H)、記号に整理＆構造化し、知識体系

として記録していく。単語および記号を組合せて連
想的に情報を記録および検索することができる。

（左記は処世訓の名著である「菜根譚」を知識の例
として入力したもの）

処世訓との比較例（１）



知識を利用して質問に回答
質問を入力すると知識から回答を
生成することが可能である。

知識との整合性を評価

関連する情報を入力すると記録して
いる知識との整合性を評価すること
も可能である。

処世訓との比較例（２）



入力した問題を分析し回答を生成（数式処理の例）

入力した問題を分析し、問題の型を識別する。
問題の型に応じて処理プログラムを起動し
問題を解く上で必要なキーパラメータを自律的に
検索しながら処理を進めて解を求めていく。

（左記は物体の比重を求める問題の処理例）

入力文を分析し必要な処理の型を識別

入力文を分析し平常文、疑問文、命令文等の識別
を実施し、文の種類に応じた処理を実施していく。

平常文：有用な情報の抽出と記録
疑問文：質問に対する回答生成
命令文：命令・依頼に対する対応

問題の処理例（比重）



問題の処理例（ボールの飛距離）

入力した問題を分析し回答を生成（数式処理の例）

入力した問題を分析し、問題の型を識別する。
問題の型に応じて処理プログラムを起動し
問題を解く上で必要なキーパラメータを自律的に
検索しながら処理を進めて解を求めていく。

（左記はボールの飛距離を求める問題の処理例）

入力文を分析し必要な処理の型を識別

入力文を分析し平常文、疑問文、命令文等の識別
を実施し、文の種類に応じた処理を実施していく。

平常文：有用な情報の抽出と記録
疑問文：質問に対する回答生成
命令文：命令・依頼に対する対応
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まとめ

・記録ユニットに入力情報（概念）をテキスト入力することにより知識体系を
構築していくことが可能である。（既存の情報を容易に知識に変換できる。
また知識体系をカスタマイズすることができる。）

・構築した知識体系を活用して入力情報の評価（入力した規則、道徳等と
の整合性確認）を実施することが可能である。

・記録ユニットに格納した処理プログラム機能を活用すると、入力した情報
から特徴的な単語、文要素を検出して問題の型を識別し、識別した問題を
処理するために必要な手順およびキーパラメータを自律的に検索して処
理を実行することが可能である。

・今後、本方式をベースに処理プログラムのライブラリ化を行い、様々な
問題・課題に対応できるシステムに更新していく予定である。


