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生命と人工知能におけるデザイン問題

大 塚 淳

Abstract
This article compares organismic evolution and machine learning as recursive optimization

processes. Optimization of complex systems presupposes certain forms or designs of the input-
output functions. Recent literatures in evolutionary developmental biology have discussed various
design features of the genotype-phenotype mapping, including near-decomposability, generative
entrenchment, standardization, plasticity, canalization, and scaffolding as means to solve complex
adaptive problems through recursive evolution. I point out similar problems and/or techniques
exist in the machine learning literature and sketch some common features in these two distinct
fields.

1. はじめに

本稿は、2017年 6月 17日に琉球大学で開催された
科学基礎論学会シンポジウムでの著者の発表を文章に

まとめたものである。発表の目的は、生命と人工知能

という二種の複雑なシステムを、デザインという切り

口から比較・分析することであった。１年以上経った

今から見返すと、進化発生生物学と機械学習理論とい

う二つの全く異なった分野に共通の問題構造を見出そ

うとするその試みには未だ不十分で粗の目立つところ

が多いが、それでも何がしかの議論の端緒にはなるの

ではないかと期待し、ここに読者諸賢の批判を乞う次

第である。1

本稿ではまず、生物進化と機械学習の課題を、とも

にある種の最適化問題とみなす。しかし複雑なシステ

ムの最適化問題が、自然選択や勾配降下法などの再帰

的アプローチによって解決されるためには、入出力関

数にある程度の制約ないしデザインが必要である。そ

こで進化発生生物学の知見を参照しながら、最適化問
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1もちろん、機械学習と進化を結びつける考え方自体は
目新しいものではない。最近では、例えば松尾（2017）
を参照。

題を容易にするデザインのあり方として、準分解可能

性、発生固着（generative entrenchment）、標準化、
可塑性とカナリゼーション、足場づくり（scaffolding）
を取り上げる。その上で本論では、生物におけるこう

したデザインは、同じように人工知能研究でも見出さ

れると指摘することで、デザイン問題という次元にお

いて両者に共通する構造と課題をあぶり出すことを目

指したい。

2. 最適化問題とデザイン

最適化問題は、我々にとって最も馴染み深い課題の

一つである。例えば出張に際しどのような交通手段を

使い、どの宿に泊まるかなどといったことに頭を巡ら

すとき、我々は与えられた条件（時間、経費、快適さ）

を最も良く満たすような選択肢を探し求めている。同

じような問題は、程度の差こそあれ、エンジニアが良

い車を作ろうとするとき、施政者が条例を定めようと

するとき、また芸術家が作品を作るときにも現れてく

る。それらに共通するのは、あるインプット（素材、

技術、予算等）から、与えられた条件（経済性、合法

性、美等）に照らし合わせて最も良いと判断されるよ

うなアウトプットを得るためにはどうすればよいか、

という問題である。
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こうした最適化問題はさらに二つのサブタスクへと

分解できる。一つは、どのようなものから何ができる

のかという、いわば入力→出力の関数を明らかにす

ること。もう一つは、そのようにして出来上がったも

のが、事前に定められた条件に照らし合わせてどの

程度「良い」と言えるのかを見積もるような、評価関

数を推定することである。最適化問題の難易度は、畢

竟、この二つのサブタスクがどの程度解決できるかに

かかっている。旅程を決めるくらいであれば、経路や

宿の選択肢も限られており、また目的もそれなりに定

まっているので、そう難儀することもないだろう（そ

れでも人はしばしば予算と快適さなどといった評価関

数上のトレードオフで大いに迷うのであるが）。しか

しより高度な工学的、社会政治的、芸術的活動ではそ

うはいかない。その理由は、例えば工学的問題のよう

に、使用する素材や部品によってどれくらいの性能が

でるのかが明らかでない場合もあれば、芸術のように、

そもそも評価関数が不明（「美しい作品」とは何か？）

である場合もあるだろう。だとすると最適化問題のキ

モは、いかに与えられた課題に対してその入出力関数

と評価関数を特定し、問題を決まった形に落とし込む

か、ということになるだろう。2

ところで最適化問題を解くのは、人間だけでない。

生物の適応進化は、与えられた環境や遺伝子という

「入力」のもとで適応度という「出力」を最大化する

最適化問題として扱われてきた。そこでの入出力関

数は遺伝子型・表現型マップ（genotype-phenotype
mapping ないし GP マップ）であり、評価関数は適
応度関数と呼ばれる。また近年華々しい成果をあげて

いる人工知能分野でも、画像や音声などの入力データ

に対して損失関数を最小化するような分類器を学習

するという点で、基本的な枠組みは共通している。旧

来、目的論的な色合いの濃い最適化問題は、人間およ

び一部の「高等生物」の特権事項だと思われていた。

デザインは創造性を要求する。盲目な突然変異や機械

がいかにしてそうした創造性を発揮できようか？　周

知の通り、その答えは再帰性にある。フィードバック

制御や自然選択、勾配法は、「創造性のジャンプ」を短

いステップに分解する（Darwin, 2003; Rosenblueth
et al., 1943; Dennett, 1995）。この再帰的ループに
よって、自然や機械は、非創造的で場当たり的な探索

2もちろん、定まった関数をいかに計算するかという問
題もあるだろうが、ここではそうした計算上の複雑さ
には触れない。

から創造性と目的性を生み出すことを可能にしたので

ある。3

再帰性が最適性を生み出す重要な鍵だとして、そ

れは十分条件でもあるのだろうか。これにイエスと

答えるのが、進化生物学におけるいわゆる適応主義

(adaptationism)である。それによれば適応進化は仕
事は遅いが万能なデザイナーであって、長い時間さえ

かければ生物を最適な状態へと形作ることができる。

つまり、機能要件さえ定められれば、自然選択はそれ

に見合った生物形態を必ず返してくれるのである。し

かしながら、そうした機能的最適解から形態への愚直

な対応が可能なのは、非常に単純な適応度関数を想定

したときに限られる。もし適応度関数の形状（適応度

地形）がデコボコであれば、再帰的な最適化は容易に

局所最適点に嵌ってしまい、どれだけ時間をかけたと

しても真に最適な解にはたどり着けないだろう（ただ

しGavrilets（2004）も見よ）。他方、入出力関数が複
雑であり、極めて多くのパラメータ（例えば遺伝子）

によってそれがコントロールされている場合にも、選

択が突然変異圧に打ち勝って最適な表現型を維持する

のは難しくなる（いわゆる「複雑性崩壊」; Kauffman
（1992））。事情は機械学習でも同様であって、損失関
数の複雑さは局所最適解へのトラップ、入出力関数の

複雑さは勾配消失問題といった形で現れてくる。

つまり結局のところ、再帰的ループ自体は上述した

最適化問題の二つのサブタスクそのものを解決するわ

けではなく、むしろそれらサブタスクがある形に絞り

込まれていることによって初めて再帰的な方法で最適

化が達成される。実際、現実には京都から沖縄に一泊

出張するのにも無数の方法と評価基準がありえるにも

かかわらず我々が難なく出張旅程を組めるのは、現実

的な選択肢は十分に限定されており、旅行サイトのボ

タンをクリックしていくだけでそこそこの解が得ら

れるからである。これがカシミール盆地からフエゴ島

への旅行だったらそう簡単にはいかない。愚直な「山

登り」（あるいは「谷下り」）で解けるのはトリビアル

なタスクのみだとすれば、現実的な複雑さを持った問

題にはどのように対処すれば良いのだろうか。この問

3ただしこの点で機械学習と進化には相違点もある。効
率的な学習では評価関数が微分可能であり、次のス
テップをどちらに踏み出せば良いか計算し、それに
従ってパラメータを調節できる。他方、一般に突然変
異はランダムであり、適応進化はこのような局所的な
先見性すら持たない。この点において再帰的創造性に
効率上の差異が生じる （松尾, 2017）。
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題、すなわちそれ自体としては複雑な最適化問題を、

単なる機械的な反復によって達成できるような形まで

落とし込むことを、ここではデザイン問題と呼ぶこと

にする。いくぶん格好つけて言えば、デザイン問題と

は再帰的方法による最適解達成の可能性の条件を探

ることだと言い換えられるかもしれない。近年の機械

学習の爆発的発展をもたらした深層学習も、こうした

デザイン問題の解の一つだと言える。つまりそれは入

出力関数に一定の形（制限付きボルツマンマシン、畳

込みニューラルネット）を与え、それを学習するため

の種々の手法（正則化、自己符号化、ドロップアウト

等）をデザインすることで、勾配降下法という単純な

方法の適用によって複雑な最適化問題を解くことを可

能にした。また生物を見ても、遺伝子や環境から表現

型への GP マップは決して任意ではなく、特定の仕
方で組織化・制約されており（モジュール性やカナリ

ゼーション）、こうした制約がむしろ効率的な適応進

化を促進しているという可能性が指摘されつつある

（Laland et al., 2015）。近年脚光を浴びつつある進化
発生生物学（Evolutionary Developmental Biology;
Evo-Devo）は、このような生物の「入出力関数」と
しての発生過程のデザインを明らかにすることを通じ

て、大域的な進化を理解しようとするアプローチだと

いえよう。

このように見ると、人工知能と生命という一見全く

異なった分野にも、何らかの共通性があるかのように

思えてくる。以下本稿では、これら両分野における近

年の進展を、デザイン問題という観点から分析し、関

連付けてみたい。

3. さまざまなデザイン

3.1 準分解可能性

複雑な課題に直面したとき、我々はどうするか。最

も良くある手は、それを複数のより単純なサブタスク

へと分解し、それらを一つづつ解いていくことだろう。

人工知能のパイオニア、ハーバート・サイモンはこ

れを準分解可能性（near-decomposability）と呼んだ
（Simon, 1962b）。準分解可能性とは、機能的な還元
可能性である。すなわち、全体の機能が、複数の独立

した下位機能によって実現され、それらはさらに下位

の機能によって実現される（Wimsatt, 1976; Craver,
2001）。もしこうした分解が可能なのであれば、全体

を最適化するためには、各サブタスクをそれぞれ独立

に最適化すれば良いということになる。ここから準分

解可能性は、初期人工知能研究において、単純な機能

の相互作用によって全体として知的なふるまいを可能

にするための構成要件であると考えられた（Minsky,
1987）。
さらにサイモンによれば、それは同時に生物が進化

可能であるための根本的要件でもある（Simon, 1962a）
。もし生物システムが準分解可能性を満たしておら

ず、すべての部分が他の部分に影響を及ぼすのであれ

ば、それを自然選択という盲目的な手段によって最適

化することはできないだろう。同様の考え方は、現代

進化生物学におけるモジュール概念に引き継がれてい

る（Wagner and Altenberg, 1996）。一般に遺伝子は
複数の表現型に影響を及ぼす（多面効果; pleiotropy）
ため、異なる形質であっても原因遺伝子を共有する場

合が多い。しかし形質の組によっては、遺伝子の共有

度合いが少ない、すなわち両者に同時に影響を及ぼす

ような遺伝子が比較的少ないようなものが存在する。

それらの形質はそれぞれモジュールを形成し、相互独

立に進化可能となる — すなわち一方の機能を保った

まま、他方の形質を選択によって改善することが可能

となるだろう。

しかしながら、この考え方には限界もある。そもそ

も、複雑な機能は必ずしも階層的構造によって達成さ

れるとは限らない。例えば毛細血管は少なくとも循環

器系および体温調節系といった二つの系に寄与してい

る。これを構成要素で分解すると結果はツリー状では

なくネット状となるだろう（Wimsatt, 2002）。一般
に、機能的な分解が生体組織的ないし物理的なヒエラ

ルキーに対応する保証はない。というのも複雑なシス

テムにおいては、既存の構造を複数の上位機能に役す

るよう「使い回す」ことの方が効率的だからである。

こうした使い回しは機能ループを生み出し、相互独立

したモジュールへの分解を不可能にする。例えば前述

の例では、毛細血管に影響を与える突然変異は必然的

に体温調節機能と循環機能への多面効果を持たざるを

得ない。準分解可能性にまつわるこの問題は、記号論

理をベースにしたエキスパートシステムでは、条件分

岐が膨大になり複雑な課題に対処できないという問

題に対応している。そのためこれらは「古き良き AI
（GOFAI; Good Old-Fashioned AI）」と呼ばれ、現在
の AI研究ではすでに時代遅れの存在となりつつある。
こうした事情から、準分解可能性ないしモジュール
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性は、確かに我々が現象を理解するための統制的原理

としては有用ではあるが、必ずしもそれが複雑なシス

テムの構成要件であるとは限らないと結論できる。

3.2 発生固着

ここで再び、生物を遺伝子・環境から表現型・成体

を作り出す入出力関数として見てみよう。進化とは、

こうした入出力関数としての発生過程が徐々に変化し

ていくことである。適応進化によるこのプロセスの改

変が、既存の生体活動を損なうことなくなされなけれ

ばならないとしたら、この変化はどのようにして行わ

れ得るだろうか。一般に発生の初期段階を変える突然

変異は、それに続く発生プロセス全てに影響を及ぼす

可能性が大きいため、発生後期段階に働く遺伝子変異

に比べ生じにくいと考えられる。その結果、適応進化

は発生後期過程に積み上がっていく一方、初期段階に

関連する遺伝子は広範な多面効果によりますます踏み

固められていく。Wimsatt （2014b） はこの「踏み
固め」を発生固着（generative entrenchment）と呼ん
だ。フォン・ベーアによって初めて指摘された、初期

胚の種を超えた保存は、この発生固着の結果として説

明される。4

発生固着は、生物のみならず、文化や言語、会社等

の社会組織など、全体的な機能を保ちつつ最適化を行

う必要のあるシステムではどこにも生じうる。複雑な

システムのデザインに課されたこの歴史的制約は、し

かし同時にその最適化を段階的に行うための手がか

りも与えるかもしれない。例えば、深層学習において

は、何層にも積まれたニューラルネットワーク（パー

セプトロン）によって入出力関数を表すが、この複雑

なネットワークをそのまま学習させることはできな

い。パラメータ数が膨大だと、その勾配計算が発散な

いし消失してしまうのである（いわゆる「勾配消失問

題」）。これに対処すべく考案されたのが多層ネット

ワークを入力層から一層ごとに学習させていく事前学

習の手法であり、この段階的な「踏み固め」によって

初めて、何万層以上にもなる深層ネットワークを学習

させることが可能になったのである （岡谷, 2015）。
4しかしながら、固定するのは必ずしも発生の最初期と
は限らない。いわゆる「砂時計（hourglass）モデル」
によれば、広範なタクサに共通する特徴は発生中期に
現れる。実際、初期過程は「発生システムの浮動」に
よって種間で大きくばらつくということが近年指摘さ
れている （True and Haag, 2001）。

そうだとすると、発生的固着も単に累積的進化への制

約というよりも、むしろそのデザイン問題を解くため

の手段となっているのではないかと考えたくなる。実

際、複雑性崩壊としての勾配消失問題は、生物システ

ムにおいてもドリフトや突然変異の影響が選択圧を上

回ることで生じうる問題である以上、両者のデザイン

問題への解法に何がしかの共通性を見て取ることは自

然であるように思われる。しかしこれが単なるアナロ

ジーを超えた含意を持つのかどうかは、今後の探求の

課題であろう。

3.3 標準化

いったん特定の表現型効果によって固着した発生

過程は、その後さまざまな機能や他の表現型形成へ

と用いられるようになる。また遺伝子の重複（dupli-
cation）や種分化を経て、もともと一つの機能・種に
用いられていた機構が、他の文脈・用途に「使い回さ

れる（co-option）」こともある。例えば眼で用いられ
る光受容細胞には種を超えた幅広い共通性（相同性;
homology）が見られる。また甲虫の角は、もともと
付属肢の形成で使われていた遺伝子群を流用すること

で生み出されものである。このように見ると、あたか

も生物の多様な形態と機能は、一握りの標準化された

ツールキットの組み合わせによって達成されている

かのようである。こうした共通性は深い相同性（deep
homology）と呼ばれ、現在の進化発生生物学における
主要なトピックの一つである （Shubin et al., 2009）
。

一方、人工物のデザインにおいて、標準化は極めて

普遍的な現象である。人工物の複雑なデザインを可能

にしているのは、ボルトやナットに始まり現代の集積

回路や OSなどに至る徹底した規格化・標準化に他な
らない （Wimsatt, 2014a）。規格化とは、端的には
技術の流用である。つまりある特定の機能・製品のた

めに開発された構造が他の機能・製品に使われ、そし

てそれが広まっていくことを通じて（あるいはそれを

意図して）、規格化が達成される。その意味において

規格とは、人工物の「繁殖」と「種分化」を通じた技

術進化における相同性であるということができるだろ

う。さらに技術革新（innovation）が新たな規格・プ
ラットフォームの確立という意味で用いられることを

思えば、その意味合いは進化発生生物学での用法（例

えばWagner （2014）は進化的 innovationを新たな

— 4 —



Vol. xx No. xx 生命と人工知能におけるデザイン問題（大塚淳） 5

homologyの確立として定義する）とほとんどパラレ
ルであることに気づかされる。

標準化の第一の利点は、「車輪の再発明」を防ぎコ

ストを削減することであろう。同時にそれは、とくに

現在の電子機器に顕著なように、内部のブラックボッ

クス化とモジュール化を推し進め、デザイン問題をこ

れらモジュールの組み合わせ問題へと還元する。また

他方で、標準化は各ユニットの個別的な改良を通じた

機能の多様化を生み出す（ネジの様々なバリエーショ

ンや Unix 等基本 OS の種々の派生型を見よ）。そし
てこのように多様化した機能の依存関係が、今度は標

準化された基幹技術の固着を促進するのである。した

がって、発生固着と標準化は円環的な仕方で互いに関

連している。

さらに標準化は、共約部分を通して異なる機能を連

結可能にする。例えば、異なる構造や機能が同じマス

ター遺伝子によって制御されているのであれば、その

遺伝子発現を調節することで生物は全体を調和的に変

化させられるだろう。それはあたかも、一つのスマー

トデバイスで家中の家電を操作するようなものであ

る。複雑なシステムでは、各機能間の調和的制御が大

きな課題であるが、標準化はこれに対処するための鍵

となる。この課題が顕著に現れるのは、知的な振る舞

いを可能にする表象システムであるが、標準化された

要素は、複数の機能に取り込まれることで、より柔軟

な表象を可能にするかもしれない （Millikan, 1984）
。

複雑な表象の要件は、それが特定の事象だけでなく、

複数の異なった状況において用いられることができる

ということであろう。こうしたメタドメイン的な表象

の重要性は、例えば近年では google の多言語機械翻
訳システムにおける interlingua の発見に示唆される
（Johnson et al., 2016）。このシステムでは、従来の
ように単に日英など単一の言語ペア間での翻訳を目指

すのではなく、韓、独、西など複数の言語を同時に学

習に用いた結果、訓練データでは用いなかった言語ペ

アの翻訳（「ゼロ・ショット翻訳」）が実現されただけ

でなく、言語に関わらず文の意味の近さに応じて応答

するようなネットワーク状の要素（interlingua）が確
認された。現段階では未だこの両者の間の因果的関連

は立証されていないが、それでも特定のドメイン／言

語に特化しない、いわば「標準化」された意味単位が、

柔軟な翻訳に寄与している可能性は十分考えられるだ

ろう。

3.4 表現型可塑性とカナリゼーション

環境中で発生する生物は、周りの状況に合わせてそ

の発生過程を変えていかなければならない。生物が環

境に応じて表現型や行動を変えることを、表現型可塑

性（phenotypic plasticity）という。逆に、環境中の
ノイズに左右されずに特定の表現型を帰結すること

を、カナリゼーション（canalization）という。こう
した変化への柔軟性および頑健性が、生物が移りゆく

環境で生き延びていく上で大きな利点となることは想

像に難くない （West-Eberhard, 2003）。
可塑性やカナリゼーションは、一種のフレーム問題、

つまりどの環境変数がどのような影響を適応度地形に

与えるのかという問題への解答である。生物が暮らす

環境は無数のシグナルを含んでいるが、そのうちどれ

に応答し、どれを無視すれば良いのだろうか？もちろ

ん、ここにアプリオリな答えは存在しない。しかし生

物は、幾多の変異と選択からなる適応プロセスを経る

ことにより、最適な反応基準を形成することで、その

フレーム問題に答えているのである。

機械学習において、同様の問題は過適合（overfit-
ting）問題として現れてくる。学習は特定のデータ
セットを用いてなされるが、しかし学習された機械は

単にその特定のデータのみならず、同様の他の課題全

般に対して良い解答を与えなければならない。そのた

めにはデータに含まれるシグナルのうち、どれに対応

し／どれを無視するかを学習する必要がある。このた

めの方策として、例えば訓練データに意図的にノイズ

を加えたり、学習時にランダムにノードを落とす（ド

ロップアウト）ことなどが行われる。興味深いことに、

これらは生物にとってもおなじみの現象である（環境

中のノイズや突然変異による遺伝子のノックアウト）。

こうした要素が可塑性やカナリゼーションの進化にお

いてどの程度の役割を担っているかは未だ明らかでは

ないが、両者の間には共通する問題があるということ

は示唆的であるように思われる。

3.5 足場づくり

デザイン問題へのアプローチとして最後に取り上げ

たいのは、発生のための「足場」の作成および利用で

ある。適応進化は、鍵が鍵穴にはまるように、生物が

受動的に環境に自らを合わせていくだけの過程ではな

い。渡り鳥が季節に合わせて移動したり、ビーバーが
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ダムを作り生息環境自体を変えるように、生物は能動

的に自らが暮らすニッチを選択ないし構築している

（Odling-Smee et al., 1996）。また代謝系を持たない
ウィルスは、宿主細胞を「足場」にすることで自らの遺

伝情報を複製し、拡散する。Griesemer（2014）は、こ
のように生物が周りにある資源を自らの発生・生存・

繁殖・拡散に用いることを「足場づくり（scaffolding）」
と呼び、その重要性を主張している。実際、生命の特

徴が自己維持と複製に求められるのであれば、両課題

を可能かつ容易にするための足場づくりは、あるシス

テムがどの程度、生物に類した複雑性を進化によって

獲得できるかをはかる重要な指針となるだろう。

また一方で、今日の我々の文化的生活のほとんどが、

言語、インフラ、医療、教育などのこうした「足場」に

依っていることも明らかである。またそうしたインフ

ラは、そこで暮らす我々人間にとっての「足場」であ

るだけでなく、我々が作り用いる人工物や知識の再生

産にとってもそうなのである。あるデバイス、例えば

スマートフォンの発明や普及には、基地局やインター

ネットなどの存在が前提とされる。また複雑な知識

や文化活動、科学理論は、学校教育や出版媒体などが

あって初めて次世代へと受け継がれていく、あるいは

よりミーム論的に言えば再生産され、普及していくこ

とが可能となる。したがって足場づくりは、複雑な社

会・文化システムの成立にとっても必要不可欠、ない

し場合によってはそれを定義づけるものだといえる。

このように、生命・文化進化においては重要な役割

を担う足場であるが、私の知る限り、本稿で度々比較

してきた人工知能分野においては、その類似物は見当

たらないように思われる。というのも機械学習におい

ては、特定の機械を構成し、学習させるのはあくまで

技術者であり、よってその「再生産」は人間に全面的

に依拠しているからである。しかしながら、それは本

質的な制約というよりも、むしろ黎明期の技術に一時

的な現象にすぎないのかもしれない。なんとなれば、

自動車などの工業製品であっても、それが普及すれ

ば社会的・生産的インフラが整備され、その再生産は

段々と個々の技術者の手を離れ自律的なものになって

いくからである。とすれば、人口知能もある日、自己

複製のための足場をつくり、自らを複製し始めるのだ

ろうか（いわゆる「特異点」？）。あるいは「鶏は卵が

自らを再生産するための手段」と言われるように、す

でにエンジニアは効率的なアルゴリズムが自らを伝播

／再生産するための「手段」にすぎないのだろうか。

これはいささか SF的な空想だとしても、ある技術の
「進化」にとって、効率的な再生産のための足場づく

りが重要であることは、生物や他の人口物を見ても明

らかなことである。とすれば、今後の人工知能の発展

は、そうした足場づくりが社会においてどの程度達成

されるか、ということにも依ってくるであろう。

4. 結語

以上、生物進化および機械学習を入出力関数のデザ

イン問題ととらえ、両者に共通する（と思われる）問

題や解決策を比較考察してきた。ここでそれを簡単に

まとめておこう。

生命 AI

再帰性 ⃝ ⊚
微分可能性 × ⊚
準分解可能性 △ ⃝ → ×
発生固着 ⃝ ⃝
標準化 ⃝ ？

可塑性とカナリゼーション ⊚ △ → ⃝
足場づくり ⊚ ×

•再帰的な進化は、自然選択および勾配降下法に共通
する特徴であるが、機械学習においては、計算速度

の向上により短期間でより多くの「世代を回す」こ

とが可能である。
•勾配降下法では、損失関数を微分することで各パラ
メータの次の増分を調節できる。一方、生物進化に

おいては変異はランダムであるため変化は場当たり

的にならざるを得ず、非効率である。
•生物に見られるモジュール性は一定程度の準分解可
能性を示唆する。他方、準分解可能性はエキスパー

トシステムの基本要件であったが、現在の人口知能

研究では重視されていない。
•生物の初期発生段階は適応進化によって固着してい
く。他方、機械学習における自己符号化器などを通

じた事前学習は、複雑なシステムの構成・調整にお

ける発生固着の重要性を示唆している。
•種や器官を超えた広範な相同性（homology）は、生
物における標準化された発生ツールキットの存在

を示唆する。機械学習においてこうした標準化され

た要素がどの程度重要ないし一般的かは明らかで

ない。
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•生物は反応基準の適応進化によって、必要な環境刺
激に、そしてそれだけに適切に応答する。フレーム

問題ないし過適合問題は人工知能／統計学において

も長らく問題であったが、近年は正則化やドロップ

アウトなどの訓練手法により改善が見られる。
•生物は環境を選択／利用／改変することで自らの効
率的な発生や複製を可能にする。特定のタスクに合

わせて技術者によって構成・訓練される人工知能は、

こうした足場づくりの能力を欠いている。

ただし以上の結論はあくまで表面的な比較に基づく

ものであり、これが問題に本質的な共通性を捉えてい

るとは限らない。また、生命科学も情報科学もともに

発展著しい成長分野であり、ここでの評価が近い将来

に（あるいはもう既に）覆されることは大いに考えら

れる。最初に述べたように、本稿の目的は、最終的な

解を探ることよりも、暫定的な考察を通して今後の議

論の呼び水となることにある。「GOFAI」の先導者た
るサイモンが、人工知能と生物システムを例にとりな

がら、複雑なシステムのあり方を考察する学としての

デザイン学を提唱してから半世紀、その間に機械学習

理論と生命科学は大きな発展を経てきた。こうした知

見を踏まえ、再び彼のデザイン問題に立ち返るのは、

哲学・科学の双方にとって益のあることだと、私には

思われる。
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