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1 はじめに
情報技術の適用範囲が飛躍的に拡大している現在，これまでコンピュータにとっては扱いにく

かった不確実で非明示的な情報を取り扱うことが必要になってきている．例えばインターネットの
発達により，ユーザの年齢，職業などの基本属性，嗜好性，これまでした買物や質問のような行動
履歴などのデータなどが集積されているので，そこからある顧客層に人気のある情報や商品，ある
いは逆に，ある対象に興味を持つユーザ層を見つけ出し，こうした情報を積極的に使った情報サー
ビスも考えられている．また，知的情報処理システムが実際の問題領域において観測データから自
律的に学習を行い，不確実な情報からでも確率的な推論や予測を行う仕組みも期待されている．例
えば、複雑なシステムにおいて障害が発生した時の状況を全てデータベースに記録しておき，後で
何か障害が発生した時に自動的に原因となる可能性の高い要因を推定することが考えられる．
こうした要請に応えるために，統計データに基づいてモデルを構築する統計的学習理論や，不確

実性のもとでの確率推論の研究が重要になっている．とくに意思決定理論に基づいてシステムを制
御したり有用な知識を表現するには，比較的複雑な構造を持った確率モデルが必要になる．このよ
うな確率モデルの一つに，変数間の依存関係や因果関係を有向グラフで表すベイジアンネットが
ある (ベイジアンネットに関する詳細については，英語の教科書としては [1, 2, 3, 4]が，また日本
語で読める解説としては [5, 7, 6, 8, 9]などがあるので，さらに興味のある方は適宜参照してほし
い．)．これは不確実性をふくむ事象の予測や合理的な意志決定，障害診断などに利用することの
できる確率モデル (グラフィカルモデル)の一種である．最近，このモデル上での確率推論アルゴ
リズムの進歩や，不確実性を含む様々な問題への応用，ソフトウェアの普及などにより，様々な分
野で期待が高まっている．
そこで本稿では確率的情報処理に関る研究が応用面で展開する方向性の一つとして，ベイジアン

ネットに関するこれまでの研究の流れを概観し，知的情報システムへの応用が可能になってきた背
景，ソフトウェア，応用システムの事例について紹介する．

2 ベイジアンネット

2.1 モデル

まずはじめに，完全に観測できない事象を扱う確率的な枠組について考えてみる．実世界には
将来の天気や雑音混じりの信号，ユーザの意図のように確定値を得ることが難しい不確実な情報
が多く存在し，情報技術の拡大とともにこれらを取り扱う必要性が増して来ている．これらを体
系的に取り扱うために確率的な枠組を導入する．複雑な要因やノイズの影響などによって不確定
さを含む対象を確率変数としてX で表し，その変数がとりうる具体値を x1, x2, · · · , xnと表す．こ
こで変数X の確率分布を考えることができ，その不確定性をエントロピーによって評価すること
もできる．次に変数間の依存関係を考える．例えば変数 Xi が x という値を取るならば，Xj は
y となる，という関係が成立しているとき，Xj が Xi に依存していると考える (if Xi = x then
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図 1: ベイジアンネットワーク

Xj = y)．現実に起きている複雑な事象を考えると，複数の変数間の依存関係は複雑になり，「if
X1 = x1, · · · , Xi = xi, · · · , then Xj = y」のように明示的に全ての関係を列挙することはあまり現
実的でない．また，たとえこのような IF-THENルールを膨大に挙げたとしても実際には例外など
があり，必ずしも完全に状況を記述することは難しいだろう．そこで厳密な表現をあきらめ，主要
な変数のみに注目し，ルールが成立する確信の度合いを定量的に表すために「Xi = xiであるとき
Xj = y である確率は P (Xj = y | Xi = xi)」という確率的な表現を導入する．二つの量 x, yの間
の一意的な依存関係は，例えば関数 y = f(x)によって表せるが，これと同様に，確率変数Xi,Xj

の依存関係は条件付確率分布 P (Xj |Xi)によって表すことができる．これはXiのとる値に応じて，
Xj の分布が影響をうけ，その依存関係の定量的関係が条件付確率分布 P (Xj |Xi)で定められるこ
とを示している．
さらに複数の確率変数の間の定性的な依存関係をグラフ構造によって表し，個々の変数の間の定

量的な関係を先の条件付確率で表したモデルがベイジアンネットである．これは確率変数と，確率
変数間の条件付依存関係，その条件付確率の 3つによって定義される確率モデルである．変数は
ノード，変数間の依存関係は，原因から結果となる変数の向きに張った有向リンクで表され，リンク
の先に来るノードを子ノード，リンクの元にあるノードを親ノードと呼ぶ．例えば，先の確率変数
Xi, Xj の間の条件付依存性をベイジアンネットワークでは向きのついたリンクによってXi → Xj

と表し，Xiが親ノード，Xj が子ノードである．親ノードが複数あるとき子ノードXj の親ノード
の集合を π(Xj) = {X1, · · · , Xi}と書くことにする．この変数Xj と π(Xj)の間の依存関係は条件
付確率,

P (Xj | π(Xj)) (1)

により定量的に表される．
さらに n個の確率変数X1 · · · , Xn のそれぞれについてを子ノードとして同様に考えると，全て

の確率変数の同時確率分布は式 (2)のようになる．こうして各子ノードとその親ノードの間にリン
クを張って構成したベイジアンネット (図 1)によって，これらの変数の確率的な関係がモデル化さ
れる．

P (X1, · · · , Xn) =
∏

j

P (Xj | π(Xj)). (2)

式 (2)の右辺にある条件付確率は，変数が離散の場合にはP (子ノード = y|親ノード = x1, x2, ...) =
0.5のような，子ノードと親ノードがとる全ての状態のそれぞれにおける確率値を列挙した表 (条
件付確率表:CPT)により表現される．例えば親ノードがある状態 π(Xj) = x (xは親ノード群の各
値で構成したベクトル)のもとでの n通りの離散状態 (y1, · · · , yn)を持つ変数 Xj の条件付確率分
布を p(Xj = y1|x), · · · , p(Xj = yn|x)とする (ただし

∑n
i=1 p(yi|x) = 1.0)．これを各行として，親

ノードがとりうる全ての状態 π(Xj) = x1, · · · , xmのそれぞれについて列を構成した表 1の各項に
確率値を定めたものがXj にとっての条件付き確率表 (CPT)である．
このベイジアンネットのある一つの子ノードに注目した依存関係，つまり一つの目的変数 (従属

変数:Y )と，それに対する説明変数 (独立変数:X) の間の依存関係について着目すると，統計分野
における回帰モデルなどの多変量解析，共分散構造分析，人工知能分野における決定木，ニューラ
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表 1: 条件付確率表 (CPT)

p(y1|π(Xj) = x1) · · · p(yn|π(Xj) = x1)

:
. . . :

p(y1|π(Xj) = xm) · · · p(yn|π(Xj) = xm)

図 2: ベイジアンネットと他の確率モデルの比較

ルネットと比較することができ，その性質が明らかになる (図 2)．古典的な多変量解析手法では，
相関や主成分分析，因子分析のように変数間の線形の共変関係に基づいてモデル化が行われること
が多い．ニューラルネットの統計的学習は非線形な関数 (または写像)によるモデル化である．グラ
フィカルモデリングの一種である共分散構造分析はガウス分布を仮定し，従属変数に関する平均，
分散パラメータを独立変数 (の線形関数)によって決定する枠組みである．これに対してベイジアン
ネットはX − Y 空間を条件付確率表にしたがって量子化し，個々の確率値を割り当てたものにな
る．決定木も同様に変数空間を分割するようにモデル化するが，分割の仕方がやや異なっている．
決定木では最上位の変数から末端の変数にいたるパスが変数の値の組み合わせ，つまりベイジアン
ネットの条件付確率表の各項に対応しており，とくに変数のとる全ての値の組み合わせを表した完
全な木の場合に限って，子ノードが一つのベイジアンネットと等価になる．この時は複数の子ノー
ドを持つベイジアンネットは複数の決定木を組み合わせたものとみなすこともできる．ただし，そ
れ以外の場合の決定木は条件付確率表が縮約，あるいはその一部のみを表したものになる (図 3)．

2.2 確率推論

さて，ベイジアンネットを使うことで，(1)一部の変数の値が観測できた時，未観測の変数につ
いての確率分布を求めたり，(2)確率が最も大きい値を変数の予測値として得ることができる．こ
の計算を確率推論と呼ぶ．例えば，観測された変数の確定値 (evidence:e)から，知りたい確率変数
(X)のとりえる具現値の確率，すなわち事後確率分布 P (X |e)を求め，それにより変数の期待値や
確信度最大の具現値（MAP値），複数の変数によって表されるある仮説の確信度 (いくつかの変数
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図 3: 決定木とベイジアンネット

が特定の値の組をとる場合の同時確率)などを評価する．
この確率計算のためのアルゴリズムとして，ネットワーク全体を親から子の向きと子から親の向

きにたどって確率を計算していき，その両者を統合する確率伝播アルゴリズム (belief propagation)
法 [1] が確立されているのがベイジアンネットの特長である．これは向きを考慮しないネットワー
ク内の全てのパスがループを持たない singly connectedと呼ばれるネットワークの場合には，この
アルゴリズムはネットワーク内を，確率伝播が一往復するだけの計算量 (ノードに対して線形オー
ダ)で実行可能である．リンクの向きを考慮しないでネットワークを見たときに，どこか一つでも
パスがループしている部分がある時，このベイジアンネットはmultiply connectedと呼ばれる．こ
の場合には確率伝播の収束が保証できないことが問題であったが，1990年代のはじめに Junction
tree アルゴリズムと呼ばれる手法が開発されたことでベイジアンネットの有用性が高まった．こ
れはまず，親ノードを併合する操作を繰り返してノードのクリークをクラスタとして生成し，元の
ベイジアンネットを クリークを結合した木構造からなるMoralgraphと呼ばれる無向グラフに変
換する．次に，こうしてできた singly connectedな木構造にしたがってクリーク毎に確率伝播を
行うアルゴリズムである．したがって複雑なネットワークの場合には，グラフ変換にかかる計算コ
ストが大きくなるが，一度変換した後に何度も確率計算を行うような場合には効率が良い．この
Junction tree アルゴリズムを実装したソフトウェアとして Hugin 2があり，実用化も進んでいる．
一方，multiply connectedなグラフを変換せず，そのまま確率伝播を行う近似計算 (loopy belief
propagation)アルゴリズムの理論研究が最近発展し，その収束の条件，挙動などが統計力学的、情
報幾何学的手法から明らかになりつつある [10, 11, 12]．とくにグラフ変換にコストがかかる複雑
なネットワークや，動的に変化するネットワークの場合に有用であるため，今後はその応用にも期
待したい．

2.3 ベイジアンネットの学習

実際にベイジアンネットを応用しようとした時に最初にぶつかる壁はどのようなベイジアンネッ
トを構築すれば良いかという問題であり，適切なモデルを構築する手法が本格的な実用化の鍵に
なっている．

2http://www.hugin.com
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2.4 条件付き確率の学習

条件付確率表において，X, Yのとりうる値の全ての組み合わせについてデータが存在する場合
を完全データと呼び，そうでないものを不完全データと呼ぶ．完全データの場合にはデータの頻度
により CPTの全ての項を埋めることができる．例えば簡単のため確率変数が真偽二値とすると，
親ノード群 π(Xj)がある値をとる時のXj が真であった事例数を nt

j，偽であった事例数を nf
j とす

る． π(Xj)を与えた時にXj が真となる条件付確率が P (Xj = 1|π(Xj)) = θ∗j であったとするなら

ば，このような観測結果 (nt
j ,n

f
j )が得られる確率は nt

j
+nf

j
Cnt

j
θ∗j

nt
j (1 − θ∗j )nf

j になる．条件付確率

の学習では，この θ∗j をデータの頻度 nt
j, n

f
j から推定することになる．データの数が多く，nt

j , n
f
j

が十分大きい場合には，最尤推定により θ̃j = nt
j/(nt

j + nf
j )とすることができる．

一方，全ての起こり得る組合せのデータを持たない不完全データの場合には，最尤推定量を求め
ることができない．とくに実際の問題に適用するにあたっては確率変数のとりうる値が多様であ
り，状態数の増加にともなって条件付確率表 (CPT)のサイズが増大する傾向がある．データから
条件付確率を決定するためには，各項に十分な数のデータが必要になるが，CPTの全ての項目に
ついて一様に分布したデータが得られるとは限らない．とくにいくつかの項についてはデータが
欠損している不完全データしか利用できない場合も多い．こうした不完全データの場合にはまず，
未観測データについての確率分布を推定し，さらにその分布によって期待値計算を行なうことが必
要になり，そのために EMアルゴリズムやMCMC法が用いられる．しかし理論的には一見解決済
みのようであるが，実際には繰り返し計算に時間がかかることや収束精度などの困難が多く，実用
化は進んでいない．さらに実際の問題領域において収集したデータの分布には偏りや依存性がある
ことなどからより現実的な解決策が望まれているのが現状である．そのための現実的なアプローチ
の一つとしては，Bound and Collapse法 [13]やエントロピー最大化に基づく方法が提案されてい
る [14](ただし，欠損部を含む全予想サンプル数を事前に仮定する必要があるなど問題も残ってい
る)．また筆者は不完全データからの学習において，連続確率分布を表すニューラルネットをはじ
めにデータから学習し，それを用いて条件付確率表の欠損値を補完する手法とそのためのソフト
ウェアを開発した．これについては後で述べる．

2.5 グラフ構造の学習

ベイジアンネットワークの構造学習アルゴリズムとしては現実的な時間でグラフ構造を探索する
ためのヒューリスティクスを用いたK-2アルゴリズム [15]があり，本システムもこれを基本にして
いる．子ノード 1つを根，これに接続する親ノード群を葉とした木に注目すると，ベイジアンネッ
トはこの木が複数組み合わさったものになっている．そして条件付確率分布はこの局所的な木のそ
れぞれについて一つ定義される．そこでグラフ構造の決定は各子ノード毎に最適な局所木を探索す
る Greedyアルゴリズムとして実現できる．つまり，(a)子ノードを定義，(b)子ノード毎に候補と
なる親ノードの集合を与える，(c)各子ノードごとに親ノードと条件付き確率を決定，(d)情報量
基準に基づき，最適な局所木を子ノード毎に探索する，という手順でベイジアンネットを構築する
のがK-2アルゴリズムの基本である．また (d)の手続きにおいてはMDLの適用 [16]が一般的であ
るが，ベイジアンネットの構造学習の研究では，他にも様々な情報量基準の提案が行われている．

3 ベイジアンネットのソフトウェア

3.1 確率推論のソフトウェア: Hugin

ベイジアンネットの上で確率値を計算する確率推論アルゴリズムについては 80年代後半に盛ん
に研究が行われていた．ネットワーク全体を親から子の向きと子から親の向きにたどって確率を
計算していき，その両者を統合する確率伝播アルゴリズム (belief propagation)法が J.Pearlらに
より確立された．これは向きを考慮しないネットワーク内の全てのパスがループを持たない singly
connectedなネットワークの場合に適用できるアルゴリズムであった．さらにリンクの向きを考慮
しないネットワーク中のパスに一つでもループを含む multiply connectedなネットワークの場合
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にも適用できる効率の良い厳密計算として現在のところ，決定版とされているのが Junction tree
アルゴリズム [2]であり，これをはじめて実装したソフトウェアとして誕生したのがここで紹介す
る Huginである．Huginの特徴である Junction treeアルゴリズムは確率推論を効率良く正確に実
行するために，ベイジアンネットの有向グラフ構造を無向グラフにした上でノードを併合したクラ
スタを作っていく，こうしてネットワークのグラフ構造を多重木に変換することで確率伝播法にお
ける計算上の問題を解決した．

1989年の創業になるデンマークの Hugin Expert社はベイジアンネット研究の先駆者である，
Aalborg大学で研究を行っていたメンバを中心に設立され，以来，Hugin の開発と継続的な改良を
続け，ベイジアンネットと Junction tree アルゴリズムの普及に大きく貢献している．また Hugin
はベイジアンネットの教科書 [2] にも試用版 (Windows用のバイナリ)がフロッピーディスクで添
付されており，教科書の読者が Huginを実際に操作しながらベイジアンネットの動作を体験でき
るようになっていた．一方で実用的なアプリケーションのためには各種のプラットフォームのもと
で，外部プログラムからも確率推論エンジンを利用することのできる API (他のプログラムから
呼び出せるライブラリ)を提供し，その形態により商用，教育用など，いくつかの異なる種類の製
品やライセンスが用意されている．ここでは試用版における基本機能を紹介する．まず Huginを
起動するとグラフ描画ソフトのようなGUIを用いてネットワーク構造を作成する画面が現われる．
さらに各子ノードごとに割り当てられるテーブルの中に条件付き確率を入力することでベイジアン
ネットを完成させる．次にこのベイジアンネットを使って確率推論を実行するために，一部のノー
ドの値を設定すると，他のノードの確率値が更新される仕組みになっている．ただし，原理的には
確率推論を実行する前には必ずモデルをコンパイルする必要があるので，一度作成したベイジアン
ネットは確率推論を実行している間は変化しないことが前提となり，ネットワーク構造が頻繁に変
化するようなアプリケーションには向かない．WWW3からも試用版がダウンロードできるので，
ベイジアンネットに興味のある方はともかく一度試してみることをお勧めする．

3.2 モデル構築・学習用ソフトウェア: BAYONET

日本におけるベイジアンネット構築ソフトウェアとしては筆者が開発した BAYONETがある．
BAYONETとは JAVAによる実装としては世界でも最初期のベイジアンネットソフトウェアであ
り，本来は，筆者の行う知能システム・機械学習研究の中で必要とする機能を実現するためのプロ
トタイプとして開発が行われたものである．当時まだベイジアンネットのモデル構築機能を持つソ
フトウェアが一般的でなかったことから，SQLデータベースに格納された大量のデータとのイン
タフェースを始め，ベイジアンネットを構築するためのグラフ構造の探索機能，事前知識 (ルール)
の利用，GUI，Wizardスタイルの対話的なモデル構築など，様々な機能拡張を行ってきた．現在
では標準的なモデル構築機能のほとんどを持っており，他のベイジアンネット構築ソフトウェアと
比べても遜色はない．
それに加えて，BAYONET独自の特徴として，ニューラルネットにより条件付き確率を学習，補

完する方法を導入している [17, 18, 19]．この手法は実際的なデータの中には，しばしばデータに
偏りや欠損値があるという問題や，連続値や多次元ベクトルの扱いが従来のベイジアンネットソフ
トウェアでは十分でないという問題を解決するために開発された．これは条件付き確率表を展開し
た連続空間上で階層型ニューラルネットが張る連続的な確率分布を考え，与えられたデータから学
習したニューラルネットの汎化 (近似)能力によって，データにない欠損している項目についての
条件付き確率を推定するものである (4)．
また JAVAのリフレクション機能を利用して利用者が階層型ニューラルネットの代わりに独自の

学習モジュールを追加したり，構築したベイジアンネットを使った確率推論を他のアプリケーショ
ンから TCP/IP接続を経由して利用するための APIを備えるなど，拡張性にも優れている．デー
タベースとの連携においては，データをメモリに読み込むことなく，SQLの countコマンドを利
用して頻度から条件付き確率を求めるため，データを全て転送する方法では取り扱えない大規模
なデータに対しても適用できる特長がある4．構築したモデルは先に紹介した確率推論用のソフト

3http://www.hugin.com
4この時，Linux などで広く利用できるフリーのデータベース，PostgreSQL を使用できるのも特長である．
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図 4: ニューラルネットによる条件付き確率の学習

ウェア，Huginと互換性のあるファイルフォーマットを出力することにより，Huginと連携して使
用することができる．この特長を活かして BAYONETと Huginを組み合わせて，実務的なデー
タからのモデル構築と，junction tree アルゴリズムによる高速な推論により本格的なアプリケー
ションシステムを開発することも現実的になった．現在コールセンタでのトラブルシューティング
システムへの応用研究が進行している．これは事例データからモデルを構築し，これを使った確率
推論により，対話的にアドバイスを与えるシステムを制御する．さらにその結果に対するユーザか
らのフィードバックなどを事例として追加し，それによりモデルを再度学習，更新する枠組を目指
している (図 5)．
現在，BAYONETは産総研イノベーションズを通じて企業へのライセンス供与，実用化も可能

になった．またもちろん研究用途のために共同研究や技術研修の中で無償で利用することや，学
術・教育用に限定した安価なライセンス，評価版なども準備しているので，利用を希望される方は
WWW5，または筆者への電子メールで詳細を確認していただきたい．

4 ベイジアンネットの知的情報処理への応用
ベイジアンネットソフトウェアが数多く登場し，これまでアプリケーションごとに実装が必要だっ

た高度な確率推論やモデル構築機能を，外部から呼び出せる API によって簡単に利用可能になっ
たことで，ベイジアンネットを応用したアプリケーションシステムの開発効率が飛躍的に向上した．
ここではそうしたアプリケーションソフトウェアを紹介し，ベイジアンネットがどのように適用さ
れ効果をあげているのかを概観する．ベイジアンネットの応用としてもっとも成功しているのは複
雑なシステムの故障診断と人間の行動をモデル化して予測するためのユーザモデリングであろう．
そこで，故障診断の例としてはすでに実務レベルとなっている Huginを用いた Hewlett-Packard
社のプリンタ障害診断と Dynasty社の汎用トラブルシューティング用ソフトウェアパッケージを，
ユーザモデリングの例としてマイクロソフト社で研究されているプロトタイプソフトウェアを例に
あげて解説する．

5http://staff.aist.go.jp/y.motomura/bayonet/
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BAYONETの応用例

BAYONET

事例・サンプル
(データベース)

モデルの検討

アドバイス型

障害診断システム
WWW

モデル

（ファイル）

頻度データから

条件付確率へ

GUI

知識モデル（ベイジアンネット）

を事例データから構築する

履歴

アプリケーション ユーザ

原因の予測

依存関係の強い変数を
検出しネットワークを構築

図 5: BAYONETの応用例

4.1 障害診断への応用

Hugin Expert社と Hewlett-Packard社のカスタマーサポート R&Dは Systems for Automated
Customer Support Operations(SACSO) プロジェクトという共同開発により，HP社のプリンタ
に関する障害診断・発見システムを開発した [20]．障害診断システムへのベイジアンネットの応用
は NASAや Intel, Nokia社をはじめ多くの例がある6が，この SACSOプロジェクトの場合は，プ
リンタのような民生品で，エンドユーザがアクセスするカスタマーサポートにおけるシステムとし
て実用化した点が目を引く．

Huginの APIを利用したアプリケーションとしては日本でもすでに企業への販売活動などが行
われている Dynasty社7のWWWサービスシステム構築用のアプリケーションソフトウェア群が
ある．これを用いて実際に作成されたアプリケーションとしては対話型の医療系の診断システムが
ある．これは救急医療の窓口を訪れた患者の症状から正しく状況を判断し，緊急医へ情報提示を行
うもので，専門外の応急対応，緊急度の判断，最適な専門部科の判断などを支援するシステムであ
る．このソフトウェア群を適用することで，推論エンジン部のベイジアンネットを問題領域に応じ
て適切に構築し，それに合わせた入出力インタフェースを組み合わせれば，短期間で本格的なアド
バイス型障害発見・診断システムが構築できると期待される．

4.2 ユーザモデリングへの応用

ベイジアンネットを用いたユーザモデリングの実証的なプロジェクトとして代表的なものはマイ
クロソフトの Lumière Project[21] であろう．この他にもマイクロソフトでは先のMSBNxを利用
して，精力的にベイジアンネットを用いた応用ソフトウェアの開発が行われている．とくに言語処
理・音声対話関連のアプリケーションが多く見られる [22]．ここでは確率推論をユーザモデリング
に利用したアプリケーションの例としてWindowsの代表的なソフトウェア OutLookをもじった
LookOutという名前を持つソフトウェアを紹介する．

1998年頃からマイクロソフトリサーチの社内で試用されているプロトタイプ LookOutは不確実
性のもとでの意思決定，ユーザとシステムが協調するmixed-initiative interactionというキーコン
セプトを実証するために開発された [23]．基本的な機能はカレンダーの表示とスケジュール決定の
ためのユーザ支援であるが，LookOutはWindowsのメールソフトであるOutLookを使うユーザ
の操作をモニターし，ユーザが新しいメールを開くとそれを検出して，そのメールの内容を読み取
り，スケジュール調整を行うためにカレンダーを開くかどうか，またいつ，どのようにユーザ支援

6http://excalibur.brc.uconn.edu/˜baynet/fieldedSystems.html
7http://japan.dynasty.com
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動作を行うのが最も良いかなどを判断する．
LookOutがメールの内容を読み取る時の確率推論は次のようになる．それぞれのメールが到着

すると LookOutはユーザが OutLookのカレンダーとスケジュールサブシステムを使う可能性を
確率として計算する．この確率はメールヘッダの内容 (メールの差し出し人や時間など)とテキス
ト文中に含まれるパターンによる確率推論で計算できる．この確率と，サービスを提供した場合に
ユーザがどれだけありがたいと思うかという効用，動作のコストを考慮した期待効用が最適なアク
ション (場合によっては何もしないこと)などを決定する．
各アクションの期待効用の値によって，ユーザを支援する動作を行うか，カレンダーの表示とス

ケジュール入力を自動的に実行するかどうか，またはその必要がないので邪魔をしない，といった
いくつかの候補の中から最良の動作を決定する．この推論の中で LookOutは人がミーティングな
どを記述するときに用いる典型的な語句，“Friday afternoon”, “next week”,“lunch”などを検出す
る．それらの表現から想定される様々な場合の可能性を考慮して，スケジュールの決定に関連する
可能性を確率として計算し，適切なユーザ支援動作を決定する．
もしも特定の日時と相手とのミーティングを行う確率が非常に高い場合には，その内容に基づい

たサブジェクトと内容を入力済みの OutLookが起動し，この内容で良いか，あるいは修正するか
をユーザに確認する．もし他のスケジュールとぶつかっていたら代替案として他の時間を探してか
らそれを表示する．一方，メールの情報が特定の日時を示している確率や，ミーティングを表す確
率が低く，LookOutが起動するスケジューリングサービスの期待効用が低い場合には，単にもっ
とも必要と思われる時期のカレンダーを表示するだけにとどめ，それ以上の余計な動作はしない．
ユーザが何をしたいと望んでいるかを確率と効用を通じてモデル化しているところ，そして観測

だけからは確定できない事象に基づく不確実な意思決定を確率推論を用いることで実行していると
ころが，このシステムのポイントである．また，支援動作をキャンセルするなどのユーザからの適
合性フィードバックを通じて，システムが学習できる点も非常に先進的である8．こうした自律的
な判断の信頼性が向上すれば，複雑な機能を提供するシステムの場合でもユーザは比較的単純な操
作を行うことでも所望のサービスを受けられるようになると期待され，運転中のドライバーに対す
るアシストなどではとくに重要な技術となるだろう．マイクロソフトの社内では他にもベイジアン
ネットを使ってユーザのリクエスト (サブゴール)を逐次推論しながら対話を行う受付案内のプロ
トタイプ，Bayesian Receptionistが稼働しているとのことである [24]．

5 おわりに
本稿では確率推論による知的情報処理の展開として，ベイジアンネットとその応用として，国内

外の研究例を中心に解説した．モデル自体の記述力の高さから，情報処理技術の適用範囲を拡大す
ることも期待でき，その場合の近似計算アルゴリズム，学習理論研究の必要性は益々高くなること
が予想される．今後は本講演会のような機会を通じて，わが国の研究ポテンシャルの向上と，より
現実的な問題に向けて成果の普及が進むことにも大きく期待したい．

参考文献
[1] J. Pearl: “Probabilistic reasoning in intelligent systems” , Morgan Kaufmann (1988).

[2] F.Jensen:“An Introduction to Bayesian networks”, University College London Press (1996).

[3] E.Castillo,J. Gutierrez and A.Hadi:“Expert systems and probabilistic network models”,
Springer-Verlag (1997).

[4] R.G. Cowell, A.P.Dawid, S.L. Lauritzen and D.J. Spiegelhalter:“Probabilistic Networks and
Expert Systems”, Springer-Verlag (1999).

8従来の製品に内蔵されていたアシスタント機能が余計なお世話と感じていたユーザにとっても，こうしたより控え目
な支援機能と適合性フィードバックによるユーザへの適応機能などは好ましいと感じられるのではないだろうか．

9



[5] S. Russell and P. Norvig: “Artificial intelligence, A modern approach”, Prentice Hall 1995,
邦訳: 古川康一監訳，“エージェントアプローチ人工知能”，共立出版 (1997).

[6] 本村陽一, 佐藤泰介： “ベイジアンネットワーク–不確定性のモデリング技術–”，人工知能誌，
vol.15，no.4 (2000)，575.

[7] 本村陽一：“ベイジアンネットワーク”，信学誌，vol.83，no.8 (2000)，645.

[8] 本村陽一：“ベイジアンネットワークソフトウェア”，人工知能誌，vol.17，no.5 (2002)，559.

[9] “ベイジアンネットセミナー BN2002”，
http://staff.aist.go.jp/y.motomura/bn2002/ (2002).

[10] “ベイジアンネットセミナー BN2002 特別セッション「Belief propagation」”，
http://staff.aist.go.jp/y.motomura/bn2002/is.html (2002).

[11] 樺島祥介: グラフィカルモデルと平均場近似，日本神経回路学会誌，vol.9，no.2 (2002)，112

[12] 田中和之: 確率推論に対する統計力学的アプローチ–クラスター変分法と信念伝搬アルゴリズ
ム–, 計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会 SSI-2002 予稿集 (2002).

[13] M. Ramoni and P.Sebastiani:“Parameter estimation in Bayesian networks from imcomplete
data”,Intelligent Data Analysis Journal,vol.2,no.1 (1998).

[14] R. G. Cowell:“Parameter learning from incomplete data for Bayesian networks”, 7th Int.
workshop on Artificial Intelligence and Statistics (1999).

[15] G. Cooper and E. Herskovits:“A Bayesian method for the induction of probabilistic networks
from Data”,Machine Learning,vol.9 (1992),309.

[16] J. Suzuki:“A construction of Bayesian networks from databases based on an MDL principle”,
Proc. of the 9th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (1993), 266.

[17] Motomura, Y. and et.al., : Bayesian Network that Learns Conditional Probabilities by
Neural Networks, in Proc. of the Int. Conf. on Neural Information Processing and Intelligent
Information Systems (1997).

[18] Y. Motomura and I. Hara:“Bayesian network learning system based on neural networks”,
the proc. of int. symp. on Theory and Application of Softcomputing 2000 (2000).

[19] 本村陽一：“データベースと連携したベイジアンネット構築システム”，第 4回情報論的学習
理論ワークショップ IBIS2001予稿集 (2001)，223.

[20] F. Jensen,U. Kjarulff,B. Kristiansen, H. Langseth, C. Skaanning, J. Vomlel and M. Vom-
lelova :“The SACSO methodology for troubleshooting complex systems”, Artificial Intelli-
gence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing (AIEDAM),vol.15 (2001),321.

[21] E. Horvitz, J. Breese, D. Heckerman, D. Hovel and D. Rommelse: “The Lumiere Project:
Bayesian User Modeling for Inferring the Goals and Needs of Software Users”, in 14th
National Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (1998).

[22] 秋葉友良: “自然言語処理におけるベイジアンネット”, 人工知能学会誌, Vol. 17, No. 5 (2002).

[23] E. Horvitz: “Principles of Mixed-Initiative User Interfaces”, in Proceedings of ACM SIGCHI
Conference on Human Factors in Computing Systems (1999).

[24] E. Horvitz: “Uncertainty, Action, and Interaction: In Pursuit of Mixed-Initiative Comput-
ing”, in Intelligent Systems, IEEE Computer Society (1999).

10


