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１．まえおき

人の心は複雑で，奥深い．

心の研究は，心理学，認知科学，人工知能，
神経回路網などで行われ，多くの成果が得
られた．

しかし多くの研究が個別機能（認識，記憶，
言語など）や特に人工知能では特定問題
（パターン認識，自然言語処理，知能ロボッ
トなど）への取り組みで，心の全体像を解き
明かす取り組みは少ない．



心ほど個別機能が相互に絡み合っている
システムは他に類を見ず，個別機能や特
定問題の追求だけでは全体像に辿り着か
ない．

近時，社会的要請の強い介護ロボットなど
では，人の表情や態度を認識し，散歩や入
浴などの作業を支援し，温かい言葉や態度
で対応する，総合的機能が求められている．



少数ではあるが，心全体の体系化あるいはモデ
ル化の試みがある．

MIT・M.Minsky：
小さなコンピュータ，agent による，人工知能から
のボトムアップアプローチ[Minsky,85]
プリンストン大・P.N.Johnson-Laird
多数の文献調査に基づく，認知科学からのトップ
ダウンアプローチ[Johnson-Laird,89]
九工大・岡田

工学的応用を意図した，人工知能からのトップダ
ウンアプローチ[岡田,08]．



Minskyは“常識”の重要性を説いているが，
Johnson-Lairdにはそれについての言及がない．

Minskyも，具体的な常識の調査は行っておらず，
全体的な量の評価にも及んでいない．

それに対し岡田は，工学的応用を意図する立場
から，常識の基本をなす“語彙概念”に関し詳細
な調査を重ねてきた[岡田，91]．
これを基礎として，本講演で一般常識の量を推定
する．



２．心の計算モデル

階層と領域に注目した岡田のモデル

階層

生理・心理データの抽象度に沿った五つの
レベル

領域

心の基本的機能を司る六つの領域と，外界
とのインタフェースを司る二つの領域
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図１ 心の階層
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図2 心のモデル



モデルの特徴

心の全体的な働きをカバーする八つの基本
機能（とりわけ“思考”とはなにか、に対する

提案）

生理的信号レベルから論理的記号レベルま
でを連続的にとらえる階層（神経回路網と人
工知能の融合）

工学的応用を意図したシミュレーションによ
る検証



図３ イソップワールド：
狐とぶどうの一場面



３．エピソード記憶と単純概念

人は体験したり見聞したりしたことを記
憶にとどめる．

エピソード：日常生活で体験するあるま
とまったできごと

例

- 学校の帰りに歩道で転んだ．

- 夏休みに家族で10日間ヨーロッパ
旅行をした．



エピソードの記憶

ヨーロッパ旅行

パリ

初日

午前 ルーブル美術館

午後 ノートルダム寺院,セーヌ河畔

夜 フランス料理

第2日
ミラノ

バルセロナ

ロンドン



エピソード記憶のフレーム表現

ヨーロッパ旅行( 
パリ(

初日(
午前(ルーブル美術館), 
午後(ノートルダム寺院,セーヌ河畔),
夜(フランス料理)), 

第2日(---)), 
ミラノ(---), 
バルセロナ(---), 
ロンドン(---)))



単純概念

多くのエピソードを体験する過程で，エ
ピソードの“ある特定の部分”に注目して

概念が形成される．

特定の部分に関し，外界の物体，事象，
属性などに関する概念を，“単純概念”と
呼ぶ。

単純概念は単語としての名称を持つ．



例

物体（名詞）：自動車，花など

事象（動詞）：歩く，曲がるなど

属性（形容詞）：長い，熱いなど

単純概念の名称はエピソード表現に用いら
れ，人の記憶を支える．

とりわけ幼児期から小学校低学年での概念
形成は，知識の核となる．



エピソード概念

一方，エピソード“全体”が，学習過程を通じ
てあるいは強い印象のため一度の体験で，
概念化されることも少なくない．

例． 通勤，買物，祭など

なお，幾つかの単純概念を結びつけて得ら
れる“複合概念”には，エピソード概念の他，
“知識・獲得”のような合成概念，“悲し-がる”
のような派生概念もある．



言語による知識獲得

いったん概念が形成されそれらの名称を記
憶すると，人は直接体験しなくても，コミュニ
ケーションを通じて見聞したことをエピソード
表現し，記憶にとどめることが出きる．

学校教育や社会学習による知識の獲得は
言語によるものが多い．



４．常識の量の推定

エピソード記憶と単純概念に注目し，順を
追って推定しよう．

Step 1 エピソードの単位の設定

2 体験/見聞するエピソードの総数

3 記憶にとどまるエピソード数

4  基本的単純概念の数

5  エピソード概念の数



体験/見聞エピソード

エピソード記憶

単純概念

エピソード概念

エピソード概念

図４ 知識のカテゴリー



Step 1 エピソードの単位の設定

次の例から類推されるエピソードを単位に
取ろう

例

- 毎日の食事，

- 通学/通勤の行き帰り，

- 学校での授業の１コマ，

- 職場での１区切りの仕事，など



Step 2 体験/見聞するエピソードの総数

人は毎日多めに見て数十のエピソードを体
験し，百歳まで生きると，およそ2百万を体
験する．

言語による見聞もほぼ同数と見るなら，人
は一生の間に高々数百万のエピソードを
体験/見聞する

それらがすべての知識の，“源”である．



Step 3 エピソード記憶の数

最も頻繁に体験するエピソード，“食事”は，数

百万中，十万強である．

家庭での朝食，社員食堂での昼食，家族そろっ

ての夕食など，10~20の概念が形成されよう．

それらを含め印象に残る食事の記憶は，多く見

積もって百~２百，すなわち約0．1％であろう．

食事は極端な例なので，通常のエピソードは約

１％と考えると，人は数万のエピソード記憶をも

つであろう．



Step 4  基本的単純概念 の数

数万のエピソードを学習する過程で，どれ
ほどの単純概念が形成されるか？

国語研の“分類語彙表”によると，日常の
言語生活で用いられる単語は約3万2千．



パターン認識と言語処理を背景にしたわれ
われの調査によると，基本的単純概念は
高々1万[岡田，91]．
内訳

物体概念： 高々8,100
事象概念： 約1,200
属性概念： 約500



Step 5･1 エピソード概念の数：学校教育

数万のエピソード記憶のうちエピソード概
念はどれほどか？

まず，高校程度の学校教育における学習
項目，すなわち基本常識となる項目を考
える．



部門：数学，理科，国語，外国語，社会，他

分野：物理，化学，生物，地理，他

大項目：運動・力，エネルギー，波，電気，熱，他

中項目：速度・加速度，落下運動，力，運動と力

の関係，モーメント，他

小項目：Ｆ＝ｍα，分解・合成，作用・反作用，

重力・張力・浮力など

全体として小項目数は約3千程度（＝５の5乗）



Step 5･2  エピソード概念の数 ：社会学習

次に，社会人になってから習得する応用常識
を新聞の紙面構成を参考にして考える．

部門：政治，経済，社会，文化，スポーツ，他

--------
小項目：市役所の機能，銀行の業務，交通

規則，冠婚葬祭のマナー，野球ゲー

ムなど

学校教育同様，小項目数は3千程度になろう．



結局，学校教育と社会学習を通じて，人
は高々1万のエピソード概念を形成する
であろう．

ただし幾つもの前提を設けており，それ
らの設け方により推定値は大きく影響を
受ける．



５．むすび

人は一生の間に高々数百万のエピソードを
体験/見聞する．

そのうち数万はエピソード記憶となる．

エピソード記憶を習得する過程で高々1万の
単純概念を形成し，それらがエピソード記憶
を支える．

エピソード記憶のうち高々1万が学校教育あ
るいは社会学習による一般常識で，残りは人
それぞれの知識である．



以上により，一般常識は単純概念およびエ
ピソード概念合わせて高々２万と推定される．

本講演は，常識の量の推定方法を示した点
に意義がある．
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