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(Performance Rendering Contests for Computer Systems）は，コンテスト形式でシステ
ムの演奏を採点し，その序列によってシステムの評価，さらには改良の一助とすることを目

人に迫るコンピュータ： 競技会＆コンテスト紹介

的として，2002 年度から開始された，音楽情報科学研究プロジェクトの一つである1) ．
計算機（機械）の能力を競い合う枠組みとしては，ロボカップやコンピュータ将棋対局が
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一般にも知られている．本年度（2010 年）4 月に，情報処理学会から日本将棋連盟にコン
ピュータ将棋の対局が申し込まれ，話題となった⋆1 ．機械と人間との対戦イベントは，チュー
リングテストにも関する視点での話題性が高く，当該研究のランドマークとしての役割を

計算機科学における研究の夢の一つとして人間と対峙できる機能の実現がある．そ
の機能の実現度合いを評価する枠組みとして，人 vs 人のコンペティション方式を計
算機科学での評価にも導入するというものがあり，Rencon 以外にもロボカップや AI
将棋対局など一般にも知られる公開イベントが運営されている．本稿では，これらの
動向について紹介する．

果たしている．本稿では，ロボカップやコンピュータチェスやコンピュータ将棋対局の概略
を紹介し，それらの動向をもとに今後の Rencon についての展望を行う．尚，これまでの

Rencon の歴史については，本研究会における橋田の原稿2) を参照されたい．

2. ロボカップ

Computers Catching up to Human beings：
Introduction to Current Turing Tests

ロボカップは北野宏明（ソニー），浅田稔（大阪大学），松原仁（現：公立はこだて未来大
学）らによって 1993 年に起案されたサッカーのロボットコンテストである．
「2050 年，人型
ロボットでワールドカップ・チャンピオンに勝つ」ことを標準問題とし，1997 年から毎年
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国際大会が開催されている．ルールやフィージビリティの問題もあり，実際にワールドカッ
プチャンピオンと試合をすることがかなうかどうかについては疑問符がつくが，その過程で

One of the main goal of AI studies is realizing competences that match humans. Some competitive events by machines have been conducted with the goal
of evaluating their abilities. This paper introduces Robo-cup, and the AI-shogi
match, which are well-known to public, and discusses future Rencon.

生まれる科学技術については大きな期待が持たれる．我々が Rencon を始めるに当たって
の動機の一つとなった1) ．

2.1 開催の歴史
ロボカップ第１回世界大会は 1997 年度に名古屋で開催され，その際には，10ヶ国 40 チー
ムの参加があった．以降，第２回：フランス大会，第３回：ストックホルム大会と，毎年世

1. は じ め に

界大会が開催されている．日本での開催は，第１回の他に，第 6 回（2002 年）の福岡・釜山

計算機科学における研究の夢の一つとして人間と対峙できる知能や運動機能の実現があ

での共同開催大会，第９回（2005 年）の大阪大会がある．大阪大会には，31ヶ国 330 チー

る．演奏の表情付けもその一つである．学術研究に取組む際には評価が求められるが，演奏

ムのエントリがあり，入場者数は 18 万人以上を数えた (図１)．

2.2 ロボカップの種目とロボットの能力

能力の高さを客観的に判定するメトリクスが存在しないという大きな問題がある．
ヒトの世界では，スポーツであればオリンピックやワールドカップ，音楽であればショ

ロボカップにはさまざまなリーグがある．最も古いのはプレ大会から始められた現実の体

パンコンクールというように，当該領域における実力を競い合う枠組みがある．Rencon

を持たないロボットによるシミュレーションリーグである．2002 年からランドマーク目標
としてかかげられたヒューマノイドロボットによるリーグがスタートしている．その他に，

†1 関西学院大学理工学部
Kwansei Gakuin University

⋆1 http://www.ipsj.or.jp/03somu/shogi/index.html
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図2

2006 年ブレーメン大会での荒れ地歩行リーグの様子（優勝ロボットの走行）

図 1 第９回（2005 年度）の大阪大会の様子

車両型ロボットを集中管理して制御する小型ロボットリーグや，自律移動型ロボットによる

図 3 サッカーロボットの PK の様子 (2009 年大会日本予選より）

中型ロボットリーグなどがある．
ヒューマノイドリーグは技術的な敷居も高く，ロボカップにおいて最も過酷なリーグであ
る．2003 年は参加チームのほとんどが歩くので精一杯であった．ヒューマノイドロボット

をしめて来た．今年度（2010 年度）の大会では，昨今の経済状況を受けてスポンサーが少

リーグのルールは，その時のロボットの性能に応じて毎年ルールが見直されており，2006

なくなり，日本チームの参加チーム数が減り，その分，上位に入る日本チームも少なくなっ

年度にようやく 2 対 2 のゲームが成立し始めた．また，高速歩行や荒れ地での走行等，基

た．今年度の大会においては，国家的なサポートを受けているシンガポールチームの健闘が

礎能力を競う種目も実施されている．図２は 2006 年度に実施された荒れ地走行の様子であ

伝えられている．

る．その後もロボットの能力の向上に合わせてルールを変更（難化）してのリーグが開催さ

3. コンピュータチェス・コンピュータ将棋

れている．
図３に 2009 年大会日本予選におけるペナルティーキックのデモの様子を示す．このロボッ

冒頭でも述べたように，本年度（2010 年）4 月に，情報処理学会から日本将棋連盟にコ

トはフルサイズの人間のサイズを意識した身長 2m10cm の二足歩行ロボットであり，日本

ンピュータ将棋の対局が申し込まれ，話題となっている．今秋，清水市代女流王将と複数の

ロボット学会賞受賞を受賞している．現時点でのヒューマノイドロボットは，視覚，行動計

ソフトウェアの合議アルゴリズムによる対戦がなされる．
思考ゲームにはさまざまなものがあるが，初手から勝負がつくまでの場合の数により，概

画，キックやセービングなどの動作を自律で実現できるレベルに達しているが，俊敏とは言

ねの難易度をはかることができる．代表的なものとして，おおよそ，オセロで 1030 ，チェ

えない．人間とはまだほど遠いレベルにある．

スで 10120 ，将棋で 10220 ，囲碁で 10360 のオーダーである．2010 年の時点において，オセ

ロボカップの上位，特に，ヒューマノイドリーグの上位は，例年，日本のチームが上位
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3.2 コンピュータ将棋

ロの必勝法もわかっていない．
必勝法がないという条件下において手を決定する際，その手の良さを評価する評価関数を

将棋は小駒が多く，また，持ち駒制度をとるため，チェスに比べてより難易度の高いゲー

用意した上で，n 手先までを読んで，最善手を選ぶことになる．この際，ノード数を抑える

ムと言える．コンピュータ将棋の開発が始まったのは 1970 年代中ごろとされ，1979 年に将

ことを目的として，ミニマックス法やアルファーベータ法などの探索アルゴリズムが用いら

棋初のプログラム同士の対戦は実施という記録がある．

れる．将棋の例でいえば，各局面で 10 手から 20 手程度読んで，評価関数の値に基づいて

その後，パソコンや TV ゲームの普及に伴い 1980 年代後半に入って，多数のコンピュー

最善手を選ばれる．これに加えて，序盤では定石，中盤では探索，終盤では，エンドゲーム

タ将棋プログラムが開発されるようになった．1990 年に第一回のコンピュータ将棋選手権

いわゆる詰め将棋を解くという手法が主流である．

が開催され，以降，毎年コンピュータ将棋選手権が開催されている．

3.1 コンピュータチェス

1990 年代から 2005 年まで，トップクラスのコンピュータ将棋は，開発者が定めた評価関

1950 年前後，Shannon と Turing がそれぞれコンピュータチェスの可能性を示す研究を

数を利用し，また，探索空間を狭めるために，その局面で可能なすべての指し手を評価する

実施した．それ以降，コンピュータチェスは人工知能研究の中心的な研究対象の一つとな

のではなく，いわゆる自然な指し手を重視するようにしていた．

り，70 年代に入る前にアマ初段程度の実力を持つようになった．70 年代に入ると章冒頭で

そんな折，2005 年に保木邦仁によって開発されたノートパソコン上で動作する Bonanza

述べた探索主導型のアルゴリズム実装の時代に入った．80 年代には，ミニコンやスーパー

が，高性能なワークステーションを破って優勝するという鮮烈なデビューを飾った．Bonanza

コンピュータを対象としたチェスシステムの研究が積極的に実施され，コンピュータチェス

は，6 万局の棋譜データから、評価関数を自動生成している．コンピュータらしくない人間

選手権が行われるようになった．このころ人間のベスト 100 のレベルに到達していたと言

らしく自然な手を指すと定評がある．Bonanza Version 4.0.3 の思考ルーチンのソースプロ

われる．

グラムは 2009 年に公開されている．乱数によって異なる思考を行う複数の Bonanza の合

1990 年には，IBM のスーパーコンピュータによる Deep Blue が世界チャンピオンのカ

議制アルゴリズム「文殊」が本家の Bonanza を上回るなど，興味深い話題も多い．

スパロフと初戦，２戦２敗だったが 1996 年にはカスパロフに６戦で１勝をあげた．翌 1997

一方，人間との対戦に関しては，2005 年にはアマチュアの最上位クラスと拮抗し，飯田

年には，６戦で 2 勝１敗３引き分けとなり，Deep Blue が人間に勝利した．2000 年に入っ

らによる TACOS が橋本崇載プロ５段を敗北寸前まで追いつめるまでの状況に至った．同

て，パソコンソフトが人間に負けない（引き分ける）時代に突入した．

年 10 月には将棋連盟は許可なくプロ棋士がコンピュータと対戦することを禁止した．
計算機のハードウエアの性能は，微細化が原子レベルにまでは，ムーアの法則に従い，こ
れからも指数的に向上していく．アルゴリズムの進展も加えて，2020 年までに，コンピュー
タ将棋がプロ棋士に勝つと予想されている．そんな中，情報処理学会から申し込まれ挑戦状
を日本将棋連盟が受けたわけである．

4. Rencon 展望
本説では，コンピュータチェス・コンピュータ将棋，ロボカップの現状を踏まえて，Rencon
の状況について考究する．

4.1 コンピュータチェス・コンピュータ将棋の現状
図 4 Deep Blue とカスパロフとの対戦

チェスの世界では，既に計算機が人間に勝り，将棋では，10 年以内に計算機が人間に勝
つと予想されている．チェスや将棋より難しい囲碁において計算機が勝てば，もはや「強く
する」ための研究は終焉を迎える．
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ピュータチェス・コンピュータ将棋以上に，それを使うことによって，我々の音楽能力が高
まること，楽しみが増えることに留意した研究のプロモートが求められる4) ．
二つ目はロボカップに関係したポイントである．ロボカップにおいては，シミュレーショ
ンと実機を使ったリーグの双方がなされている．Rencon の参加チームのデータ出力は現時
点では，MIDI での形式が指定されており，この実施基準をロボカップでいうなら，シミュ
レーションリーグに相当する．人間との対峙を考えるなら，楽器演奏のための身体性を確保
していくことが不可欠である．つまり，演奏ロボット（例えば，図６）を系に組み込んだ状
態でのコンテストの実施が今後必要になる．フィードフォワード系やフィードバック系の扱
図5

いや遅れ時間の対処等，解決すべき課題も多いが，その過程において大きな科学技術の蓄積

情報処理学会から日本将棋連盟への「コンピュータ将棋」による対局挑戦状受け渡しのやりとり

が期待される．ロボカップにおいてもう一つ参考にすべき特徴は，ロボカップのイベント自
体のエンタテインメント性である．ロボカップでは，一般客が見て楽しむことができるよう
人間との対戦にしても，ソフト同士との対戦にしても，勝敗の予想がつくような状況にな

な演出が各所でなされ，次世代を担う子供達に科学技術の興奮と素晴らしさを伝えている．

れば，対戦そのものに対する面白味は半減してしまうだろう．これに対して，プロ棋士羽生

また，ロボカップジュニアやダンスチャレンジなど一般を対象としたリーグが用意されてい

は，棋士の支援として，計算機技術が，詰みのチェックや類似した戦局の検索に利用できる

る．これらの事項は，Rencon においても考慮・参考にすべきものである．

と冷静に指摘している3) ．コンピュータチェス・将棋には，娯楽，アマチュアの練習相手と
してのニーズがあり，この状況は今後とも変わらないと予想される．人間を楽しませ，ト
レーニングする研究に重要性がより高まっていくと予想される．

4.2 ロボカップの現状
ロボカップでは「2050 年，人型ロボットでワールドカップ・チャンピオンに勝つ」こと
を標準問題とされている．現時点で，車両型ロボットによる小型ロボットリーグでは人間を
凌駕するスピードが確保されているが，ヒューマノイド型はまだまだ人間の能力に及ぶもの
ではなく，人間と対峙できるようになるまでは，これからもかなり時間がかかることが予想
される．ランドマークプロジェクトとしての意義は 10 年単位のオーダーで保持されていく
だろう．

4.3 今後の Rencon
コンピュータチェス・コンピュータ将棋に関係する点，ロボカップに関連した視点，最後
に，Rencon ならではの視点から，これからの Rencon についての展望を行う．
一つ目はコンピュータチェス・コンピュータ将棋の現状が示している「人間のために使う」
視点である．今後，表情付けに関する処理も高度化し，その生成物の品質も高まると予想さ

図 6 早稲田大学による楽器演奏ロボット

れる．効率的にコンテンツを制作するという目的においての朗報にはなろうが，芸術領域
に属している音楽には，われわれ人間が創ること，感受すること自体に目的がある．コン
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Rencon が，コンピュータチェス・コンピュータ将棋，ロボカップと最も異なる点は，コ

謝辞 本稿をまとめるにあたり，資料および情報を提供して頂いた松原仁氏（はこだて未

ンテンストを行うにしても，主観的に判断される点である．主観を客観化させるための枠組

来大学），伊藤毅志氏（電気通信大学），坂本はじめ氏（はじめ研究所），ソリス・ホルヘ

みの方式の検討が大きな研究対象となる．

氏（早稲田大学）に感謝の意を表します．

スポーツの世界では，フィギュアスケートやシンクロナイズドスイミングが，人間の採点

参

によって勝ち負けが決定する．フィギュアスケートでは，従来，技術点と芸術点（完全無欠
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６点からの減点方式）によって採点がなされていたが，ソルトレイクシティオリンピックで
の判定を巡る激しい論争をきっかけに，詳細な技術点，構成点，ディダクションを算出し、
それらを合計した総合得点による採点法⋆1 を採用するようになった．各技術点の基礎点の設
定の仕方や，点数を稼ぎ出すことに偏重した（必ずしもよいとは言えない）プログラム構成
が有利になるといった課題もあるが，自己ベスト得点を提示できるようになるなど，総じて
言えば，主観とされる採点の客観性が高まり良い方向に進んでいると思われる．この方式の
採用が，演奏表現を評価するのに最善かどうかの判断は難しいが，科学技術として取組む
際，判定を行うための根拠を明らかにしていくやり方は正しい態度であり，Rencon として
も力をいれて取組むべき課題の一つであると考えている．評価に関してのもう一つの可能性
は，既に，Rencon の実施でも試行しているインターネットの利用である．実験統制に係る
ノイズをどうするかという課題はあるが，インターネット上の評価システムを利用すること
で，多くの被験者評価を得ることができるようになる．今後，ネット利用による評価システ
ムのさらなる検討を進めていくべきである．

5. ま と め
本稿では，ロボカップやコンピュータチェスやコンピュータ将棋対局の概略を紹介し，そ
れらの動向をもとに Rencon についての展望を実施した．

Rencon は，演奏の表情付けにおける評価研究の実施という学術的な意義を有する．加え
て，音楽表現研究のランドマークプロジェクト，さらには，感性領域のチューリングテスト
の実施例という性格を有している．
計算機による自動化技術は，人々の生活を楽にし，豊かにするという点で大きなメリット
を有する．その一方で，その能力が高まれば高まるほど，その技術の使われ方に関する議論
の重要性がましていく．今後は，その部分も考慮しつつ，プロジェクトが進展して行くこと
を願う．
⋆1 コード・オブ・ポイント (CoP) と呼ばれている．http://www.isujudgingsystem.com/
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