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Abstract: We designed and implemented a prototype mechanism for agents to communicate

with each other for the purpose of reward maximization. The agents can be interpreted as solv-

ing POMDP in an approximate manner, and are designed to use their actions, inferences, and

communication in a purposive manner. We examined the validity of the design by writing a test

program that runs on the prototype implementation. This mechanism is also a candidate for a

computational model of human communication.

Alice はハサミの場所が知りたいと思う。
Alice はハサミの場所を誰が知っているか考える。
Alice は Bob が知っていると思い出す。
Alice は「Bob, ハサミはどこにある？」と聞く。
Alice は返事を待つ。
Bob は「ハサミは Room1 にある」と返事する。
Alice はハサミは Room1 にあると知る。

図 1: テストプログラムの対話シナリオ

1 はじめに
自然言語を通じて人間と自在に意思疎通できる機械
を作ることは、いまだ達成されていないＡＩ研究者の
目標の１つである。それは有用な汎用人工知能（AGI）
が当然持つべき機能でもある。
我々は再帰的強化学習・生成モデル・プログラム合
成の３つを中核技術とした脳型ＡＧＩアーキテクチャ
の実現を目指している [1]。その一環として、プログラ
ム合成対象言語 Pro5Lang を設計した [2]。Pro5Lang

は、再帰的強化学習 RGoal [3]を用いてエージェント
の報酬を最大化するプログラムを合成するための、合
成対象言語である。
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本稿ではプログラミング言語 Pro5Lang に追加した
意思疎通機構について述べる。ここでは言語活動を含
む様々な知能は報酬最大化という目的から生じるとい
う仮説 [4]を前提としている。将来は、発話計画・言語
理解を行う Pro5Lang のプログラムをエージェント自
身が自らの経験や他者との対話等を通じて自律的に獲
得することを目指している。今回のプロトタイプ実装
は、発話計画・言語理解のプログラムを人間が手で書
いて、設計の妥当性を検証する。
本稿は以下のような構成になっている。2節で提案
機構について述べ、3節でテストプログラムとその動
作について説明する。4節ではテストプログラムの拡
張性について考察し、5節で関連研究との関係につい
て述べる。最後に 6節でまとめを述べる。

2 提案機構
2.1 Pro5Lang の概要
Pro5Lang は論理型言語（数理論理学を基礎にした
プログラミング言語）と機械語（コンピューターを構
成する論理回路が直接解釈実行できる言語）の特徴を
合わせ持ったプログラミング言語である。情報の記憶
場所としてレジスタと連想記憶装置を有し、そこに証
明済みの命題を記憶する。
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g1 = <ハサミは PLS にある>

1: rule(__, g1, call(<ハサミがどこにあるかを PLS が知っている>))

2: rule(<ハサミがどこにあるかを z が知っている>, g1, set(<自分は z にハサミがどこにあるか聞きたい>))

3: rule(<自分は z にハサミがどこにあるか聞きたい>, g1, SayIt)

4: rule(<自分は z にハサミがどこにあるか聞いた>, g1, Listen)

5: rule(<__ が自分に「ハサミは x にある」と言った>, g1, set(<ハサミは x にある>))

図 2: 図 1のシナリオにしたがって会話する Alice の行動ルール集合の疑似コード。行動ルールは rule(状態, サブ
ゴール, 行動) という形式で定義される。“PLS” は unknown 以外の値、 “ ” は任意の値にそれぞれマッチする。

Pro5Lang のプロトタイプシステムを、Java 言語の
ソースコード中に埋め込める DSL (Domain-Specific

Language)として実装し、この DSLで様々なテストプ
ログラムを手で書いて動かしてみることにより、処理
系の動作検証と言語仕様の妥当性の検証を進めている。
プログラムは行動ルールの集合として定義される。行
動ルールは rule(s,g,a) という形をしており、エージェ
ントは、現在のレジスタの状態 s およびサブゴールの
値 g とマッチするパターン (s,g) を持つ行動ルールを
非決定論的に１つ選択し、その行動 a を実行する。行
動ルール集合は強化学習における行動価値関数を圧縮
表現したものであり、行動ルールの価値の学習が進め
ばエージェントは報酬を最大化するように合理的に振
舞うようになる。
エージェントが取り得る行動のうち、call, set, recall

命令はそれぞれサブルーチン呼び出し、レジスタの値
の更新、宣言的知識の想起を実行するプリミティブで
ある。
Pro5Lang の詳細については [2]を参照されたい。

2.2 意思疎通機構
意思疎通の本質部分に注力するため、エージェントど
うしは音声や文字列ではなく、発話内容の内部表現を
直接やりとりするように実装することとした。各エー
ジェントは他者の発話内容を一時的に保持する文バッ
ファを持ち、話し手は聞き手の文バッファに伝えたい
内容を直接書き込む1。
意思疎通は Listen と SayIt という２つのプリミティ
ブによって行われる2。

� Listen は相手の発話を待つ命令である。文バッ
ファに値がまだなければ、何もしない。文バッ
ファに値があればその内容を a レジスタに移動
する。

1以前に [2] で発話内容を s レジスタに保持する予定であると説
明したが、レジスタとは別の場所に保持することとした。

2ヒトの脳内では前運動野に相当する下位の階層が実行すると想
定している。

� SayIt は発話準備した内容を実際に発話する命令
である。a レジスタに置かれている発話準備内容
を発話相手の文バッファに書き込み、自分の aレ
ジスタには自分が発話した事実を表す命題を入
れる。

3 テストプログラム例
図 2は、図 1のシナリオにしたがって会話する Alice

の行動ルール集合の疑似コードである。
行２は発話の準備を行う行動ルールであり、実際の

DSL のコードは以下のようになる。
rule(w(a(ThatO1, c(Now, Here, z, Knows, 0, 0),

c(Now, Wh, Scissors, Exists, 0, 0))),
g1,
set(a(ThatO2, c(Now, Here, Alice, WantsToSayTo, z, 0),

c(Now, Wh, Scissors, Exists, 0, 0))));

命題は複文程度の情報を表現することができ、各節
は c(いつ, どこで, 誰が, 何をした, O1, O2) という形
式で記述する。接続詞 ThatO1, ThatO2 はそれぞれ主
節の O1, O2 に従属節の内容が埋め込まれていること
を表す。Wh は、「どこに」「何を」などを表すシンボル
である。現状、代名詞は実装されていないので自分自
身を固有名詞 Alice で表現している。
行３と行４は準備した内容の発話と、そのあとの応
答を待つ行動ルールであり、実際のコードは以下のよ
うになる。
rule(w(a(ThatO2, c(Now, Here, Alice, WantsToSayTo, z, 0),

c(Now, Wh, Scissors, Exists, 0, 0))),
g1,
SayIt);

rule(w(a(ThatO2, c(Now, Here, Alice, SaidTo, z, 0),
c(Now, Wh, Scissors, Exists, 0, 0))),

g1,
Listen);

発話が完了すると a レジスタの WantsToSayTo が
SaidTo に自動的に変化する。行４の実行 (Listen)は、
返答が来るまで繰り返される。
行５は Bob が応答し、 a レジスタに応答内容が書
き込まれた後に実行される行動ルールで、実際のコー
ドは以下のようになる。
rule(w(a(ThatO2, c(Now, Here, __, SaidTo, Alice, 0),

c(Now, x, Scissors, Exists, 0, 0))),
g1,
set(a(Now, x, Scissors, Exists, 0, 0)));
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Bobが「ハサミは Room1にある」と言ったら、Alice
は <ハサミは Room1 にある > という命題が証明さ
れたと解釈し、その命題を a レジスタに set する。そ
の値は自動的に連想記憶装置にも加えられ、そのあと
の情報処理に利用することができる。
このテストプログラムでは、 a レジスタの値が対話
シナリオの進行を制御する重要な役割を果たしている。
プログラムの書き方によっては同じ推論や同じ質問を
何度か繰り返すという無駄な動作が発生するが、この
プログラムでは行動ルールの選択タイミングが適切に
記述されているため無駄な動作は生じない。

4 テストプログラムのシナリオの拡
張性

提案機構は単純なルールベースの対話システムとは
異なり、発話計画も発話理解も報酬最大化を目的とする
プログラムの実行として行われるため、その振る舞い
は柔軟かつ合目的的である。図 2の疑似コードは以下の
拡張性を持ち、様々な状況に柔軟に対応できるエージェ
ントの振る舞いが記述可能になると考えられる。強化
学習による学習が進めば、ここで述べる多様な選択肢
のうち、高い価値を持つものが選択されるはずである。
行１は誰かに聞くことを前提で誰に聞くかを考える
行動ルールだが、それ以外の選択肢、例えば自分で考
える、自分で探す、などの行動ルールを追加すること
ができる。
行２の発話準備内容は「ハサミはどこ？」という直
接的な質問になっているが、これ以外にも状況に応じ
て「ハサミちょうだい」「ハサミの場所知らない？」「誰
かハサミを使った？」などの聞き方を検討し、もっと
も妥当な聞き方を選択することが可能である。
行５は相手の返答への対処だが、相手は「ハサミは

Room1 にある」という直接的な応答をするとは限ら
ず、単に「Room1」と答えたり、「きのう Room1 で見
た」という答え方をすることもあり得る。また、 Alice

の予想に反して Bob はハサミの場所を知らず「自分は
知らないけど Carol が知っている」と答えるかもしれ
ない。あるいは「今は使わせたくない」と答えるかも
しれない。このようなさまざまな返答に対し、機械的
に処理するのではなくまず相手の意図を推論し、その
上で適切に対応する行動ルールを用意しておくことが
できる。
行５はまた、返答の内容を素直に信じる行動ルール
になっているが、状況によっては「相手の発言は間違っ
ているかもしれない」「相手はうそをついているかもし
れない」といった他の解釈を検討すべき場合もある。そ
のような対応を記述することも可能である。

5 関連研究
5.1 部分観測マルコフ決定過程
部分観測マルコフ決定過程 (POMDP)は、環境のモ
デルが与えられていれば、信念状態（エージェントが推
定する環境の状態の確率分布）を状態とみなして belief

MDP [5] として定式化しなおすことで、 MDP を解
く様々な手法で解けるようになる。POMDP を解いた
エージェントは、必要な情報を得るために環境を能動
的に観測したり、他者に聞くという行動を取るように
なる。
Pro5Lang は、belief MDP を近似的に解いていると
解釈することができる。変数は unknown という値を
取ることができる。ある変数 v の値が unknown であ
るということは、エージェントが持つ信念状態におい
て変数 v の周辺分布がほぼ一様分布であることを意味
している。したがって Pro5Lang の行動ルール選択は、
環境の状態に対するパターンマッチではなく、実は信
念状態の近似表現に対するパターンマッチにより行わ
れる。
Pro5Langと belief MDPには違いもある。隠れた状
態の推論は belief MDP では環境モデルを用いて瞬時
に行われるかのように定式化されるが、 Pro5Lang は
隠れた状態の推論も「脳内アクション」として数ステッ
プかけて実行される。サブゴール達成に無関係な状態
の推論は行わないので効率的であるが、一方で、必要
なはずの情報を誤って無関係だと見なし、推論しない
可能性もある。これは欠点だが、もしヒトの脳も同じ
であるなら脳型 AGIとしては許容できる性質である。
対話システムを POMDPに基づいて構築することに
よる利点は [6]で詳しく論じられている。しかしそこで
はスケーラビリティの問題も指摘されている。Pro5Lang
で記述される対話機構は、再帰的強化学習 RGoal のサ
ブタスク共有・時間抽象・状態抽象の３つの恩恵によ
り、大規模でも現実的なコストで解けるようになると
思われるが、今後より大規模なテストプログラムを動
かすことで実証していく予定である。

5.2 関連性理論
言語学における語用論に属する理論の１つに関連性
理論 [7] がある。関連性理論は発話がいかに理解され
るかということに関する理論であり、話し手は聞き手
にとって有益なことを伝えようとしているという前提
の下で、聞き手は話し手の意図を推論すると考える。
関連性理論は数学的に定式化されておらずそのまま計
算機上に実装することはできない。しかし、単純化し
た状況における指差し行動の関連性を効用と結び付け、
POMDP に基づいて定式化する試み [8]がある。
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Pro5Lang による言語理解は報酬最大化を目的とし
て実行されるため、関連性理論との親和性は高い。ま
た、関連性理論では発話理解は機械的に行われるので
はなく、聞き手は発話者の意図を推論すると考えるが、
これは、報酬を最大化するために隠れた状態を推論す
るという Pro5Lang の動作と整合性があるように思わ
れる。今後、より複雑な環境で Pro5Langを用いた様々
な対話シナリオを実装することで、関連性理論との関
係がより明らかになるとともに、Pro5Lang が計算機
で実行可能なヒトの意思疎通の計算論的モデルになる
と期待できる。

5.3 Inquisitive semantics

疑問文の意味を形式的に表現する方法の１つに in-

quisitive semantics [9] がある。質問者の意図は、質
問に対する答えの選択肢の集合として定式化される。
Pro5Lang では疑問文の発話意図は “PLS” を含むサ
ブゴールで表現される。この表現方法は inquisitive se-

manticsよりもはるかに表現力が劣るが、別途サブルー
チンを用いれば任意の疑問文の発話意図が表現可能に
なるだろうと考えている。Pro5Lang のサブゴールの
表現力の制約がヒトの発話の特性と一致しているかど
うかを検証することができれば、 Pro5Lang の意思疎
通機構の計算論的モデルとしての妥当性を示すことが
できるだろう。

6 まとめ
報酬最大化を目的として動作するエージェントどう
しが、お互いに意思疎通するための機構を設計し、プ
ロトタイプ実装を行った。現在は単純なテストプログ
ラムしか動いていないが、今後エージェントの動作環
境を拡張し、複雑な対話シナリオをデモすることを目
指す。
Pro5Lang の表現力を増すための拡張もまだ必要で、
少なくともタイムアウト、割り込み、メモリへのポイ
ンタの機構の追加が必要だと考えている。効率的な実
行のためにはニューラルネットのような非記号的な情
報処理による補助も不可欠だろう。
提案機構では発話計画や意味理解は作り付けの機構
ではなくプログラムの実行によって行われるため柔軟
性が高く、また、対話履歴や意味理解の結果は証明済
み命題として蓄積されて次の発話や意味理解に役立て
ることができるため、将来的には非常に内容豊かな会
話が実現されることが期待できる。
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