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『てら』
には2つの意味があります。1つは、数量単位で「兆
＝10の12乗」。これはギガビットの次の大容量伝送処理

58

能力のこと。もう1つは、
「地球・大地」
（ラテン語）の意味
で、環境にやさしい企業活動を続けたいということです。
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どこまで人間の脳に
迫れるか？
期待が高まる人工知能技術「ディープラーニング」
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COLUMN

明日につながる基礎知識

キュレーション
好きな画像を共有したりするサービスなど、スマートフォ

情報を収集しそれを再構築し、新たな価値や意味を付加

ンやタブレットの普及とともに、商品やその情報をキュレー

して、共有することである。ラテン語の「キュラーレ＝世

ションするサイトやアプリケーションが増加した。

話をする」を語源とし、博物館や美術館で作品を見やすく

▼

▶ Curation

▼

▶きゅれーしょん

展示し、説明する役割が本来の意といわれている。

まとめて投稿する「まとめサイト」が、SNSでの情報共有

最近ではユーザー自身が自分の好きなテーマで情報を

▼

「キュレーション（curation）」とは、ICT社会の中では、

に大きな影響力を持っている。また、Twitterのツイート

SNSなどを通じて拡散されていく。そのデータを分析し、

で話題や情報が拡散されたり、画像公開のSNSからユー

ユーザーの属性に応じて、さまざまなニュースサイトから

ザー自身が画像を集めて編集し共有したりなど、インター

ユーザーが興味を持ちそうなニュースをセレクトして配信

ネットでの情報発信は キュレーション されたユーザー

する「キュレーションアプリ」も数多く誕生している。さら

参加型が主流となりつつある。

近 年はニュースメディアから配 信されたニュースが

に人気ブログからユーザーの興味のある情報を集めたり、

「ディープラーニング」は、2013年3月にGoogleが
この技術を持つベンチャー企業を買収したことがきっかけで、一躍脚光を浴びた技術だ。
Googleのみならず、Facebook、Microsoftといった大手IT企業も、
これまでのソフトウエア技術では解決できなかった画像、動画、音声、自然言語を扱う問題を解き、
解き方の質も向上する鍵となる技術ではないかと気付き、研究開発を始めている。

詳しくは…

1

コムジン

検索

http://www.nttcom.co.jp/comzine/

そこで今号ではディープラーニングの本質的な部分を整理し、その将来の可能性を展望した。
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ディープラーニングとは何か？

成果の目覚ましいディープラーニング
理論の解明は課題ながら、すでに進む実用化
2012年、画像認識などの技術力を競うコンペティションILSVRC（ImageNet Large Scale Visual Recognition

別ができるようになる。入力層から出力
層に向かって層が深まるにつれて、人
工ニューロンが認識できる概念がより
高度となり抽象的なものへの適応を可
能にしていくのだ
（図2）。
このように実績が見えてきたディー

Challenge 2012）
で、ディープラーニングを使ったトロント大学のジェフリー・ヒントン教授率いるチームが、2位以下を大

プラーニングだが、実は実際に内部で

いに引き離す最高精度で優勝した。
これを契機に、Microsoft、IBM、Facebookといった米国の大企業のほか、中国の

どのようなメカニズムが働いてうまくいっ

百度もこの技術の研究に取り組み始めた。この分野の古くから有名な研究者である先述のヒントン教授が学内で立ち上

ているのか、理論的には解き明かされ

げたベンチャー企業（DNNresearch）
を、Googleが2013年3月に買収したと各メディアが報じると、世の関心も一気に

ていないという。ニューラルネットが人

める。
しかし当時は理論に未成熟な部

高まった。正確に理解するには専門知識が必要なディープラーニングだが、
ここでは数式抜きで解説を試みたい。

間の脳神経をモデル化しているところ

分があり、かつ計算機の処理能力も十

よく使われる人工ニューロンの一つ

に、人間と同じように認識できる理由が

分ではなかったため、大きな成果を得

一つは、
「複数の入力があり、その和

る前に再び下火になってしまう。

がある一 定のレベルを超えたときに

徴を検知すると、猫の画像であると識

を層状に配したものだ。そして、今回取

あるはずとの推測はなされつつも、理

別するようになる。画像の特徴とタグか

り上げるディープラーニングとは、この

論化については今後の研究が待たれる。

ら、猫の画像を人工知能が機械学習し

ニューラルネットの中でも、人工ニュー

たということだ。

ロンの層の数を増やして 深く するこ

古くて新しいニューラルネット

このようなタグ予測に用いられる機

とにより、特に成果を挙げているものを

ニューラルネットの歴史を少し振り

の人工知能が入力データを経験として、

械学習技術は、本質的に データとタ

指す。ニューラルネットを深くしてディー

アルゴリズムでそのルールを学習し、人

グの正解ペアを通じて学習し、その学

工知能自身で以降の判断をできるよう
にすることだ。

ディープラーニングは
機械学習手法の一種
機械学習とは、人間が経験を積んで
学習するのと同様に、
コンピューター上

画 像 認 識 の 例 で 説 明 すると、例

ていくという方法になる。

そして2000年代後半には､計算効

アウトプットをする」というシンプルな

率の良い手法、精度を向上させる手

構造をしている。それを組み合わせた

法が相次いで発表され、冒頭で示した

ニューラルネットをブラックボックスとし

コンペティションでの圧勝にいずれつ

て捉え、そこにデータを与えると、正解

返ってみよう。始まりは1950年代後半、

ながっていく成果が、徐々に見えてき

らしきパターンが出てくることは分かっ

プラーニングとすると、画像・音声認識

人間の脳神経を初めてコンピューター

た。一部の研究者だけが取り組む古

ているが、具体的に機械学習が進ん

習結果を使って答え
（＝未知のデータ

などの複雑な問題も、高い精度で解け

上で模倣した「形式ニューロン」の学

い技術と思われていたニューラルネッ

でいく仕組みの解析は進んでいない。

に対するタグの予測）
を出力するブラッ

るようになるのだ。

習アルゴリズム
（パーセプトロン）の発

トがまたもや注目を浴び始める。仮想

つまりはまだ制御がしにくい技術であ

明までさかのぼる。ただし、
当初の単純

化 技 術の向 上などによるコンピュー

るといえる。

ネットの構造上「入力層」と「出力層」

なニューラルネットでは「線形の問題

ター自体の計算処理能力の向上も後

一方で、
この技術に先進的に取り組

クボックス である。

ディープラーニングでは、ニューラル

えば猫の画像とその「タグ（この場合

そうした ブラックボックス としての

猫 ）」をペアにした大量のサンプル

機械学習技術の中でも、今最も注目を

の間にある、
「隠れ層」と呼ばれる中間

は解けても、非線形の問題は解けない」

押しした。目覚ましい結果を出せるよ

むGoogleの場合は、世界で有数の

データを入力し、それら猫の画像に共

浴びているのが、脳の機能を参考に作

層の数を増やし重層構造にする
（図1）。

との弱点が発見され、研究はいったん

うになってきた2010年以降、ディープ

大量データと計算資源を持っているた

通する特徴を人工知能に学習させる。

られた「ニューラルネットワーク」
（以下、

この隠れ層によって何段階かで認識を

下火になってしまう。線形・非線形の

ラーニングで最初に実用化が進んだ

め、圧倒的物量のデータをニューラル

するとそれ以降は、新たに入力された

ニューラルネット）である。これは、脳の

繰り返し、色、形状、質感、全体像など

問題の区別について説明すると、例え

のは、音声認識や画像認識の分野だ。

ネットに与えてみて、得られた結果がそ

未知の画像に猫の画像と共通する特

神経回路を模した「人工ニューロン」

複数の特徴を抽出して、より正確な識

ディープラーニングのニューラルネットワークの構造

入力層

隠れ層

浅い

大量のサンプルデータを入力してディープラーニング
のニューラルネットをトレーニングすると、特徴点を自
動的に学習。未知の画像を入力しても、特徴点をもとに
識別できるようになる。

図2

↑

図1

出力層

ディープラーニングによる特徴学習の様子（顔認識の例）
1層目で認識する
のは、エッジなど
局所的な特徴のみ

2層目では、小さ
いパーツなどの
具体的な特徴を
学習・認識する

深い
↓

さらに深い3層目で
は、パーツを組み合
わせた全体的な特
徴、より抽象的な特
徴を学習・認識する

「猫」
出典：Tutorial on Deep Learning and Applications
（Honglak Lee, University of Michigan）
http://deeplearningworkshopnips2010.files.wordpress.com/2010/09/nips10-workshop-tutorial-final.pdf
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ば画像認識なら、
「この位置に赤いピ

Googleの音 声 検 索、Appleの音 声

れなりに意味を持ちそうなら、理論的

クセルがどれだけあれば消防車の確

アシスタント「Siri」といった音声認識

な裏付けはさておき、
まずはブラックボッ

率が何％」など、1ピクセルの情報を足

技術や、Microsoft Bingの画像検索

クスとしてアプリケーションに適用して

し合わせて判断できれば線形の問題

は、ディープラーニングの成果である。

みよう−とのスタンスではないかと

である。これに対し、1ピクセルの情報

2012年にGoogleが大量の動画デー

いわれている。

だけでなく濃淡や形状など複数の要

タから、猫が映っているものを認識で

こうして、人工知能の研究者のみ

素の関係を捉えての判断が必要なら、

きる人工ニューロンを開発すると、大

ならず、幅広い分野の技術者の間で

非線形の問題である。入力層と出力層

きなニュースとして報じられた。

もディープラーニングが注目されるに

しかなかった初期の単純なニューラル
ネットの限定的な判断力では、複雑な
問題は解けなかったのだ。

アルゴリズムと巨大データの
出会い、そして計算資源の増大

つれ、技術開発に関与する人も増え、
ディープラーニングで解ける問題・解
けない問題の研究も進みつつある。今

1980年代になると、前述のヒントン

人間は「（∵）」のような図形の配置

後は、実際にさまざまな分野の問題に

教授らの研究によるブレークスルーが

を見ると、何となく顔と見てしまう。こ

適用してみることで、将来の可能性も

あり、重層構造のニューラルネットによ

れは人間が「顔」を認識するときに、
目、

確認でき、適用の場面も広がると考え

る学習が可能になった。その結果、解

目、口の3点と位置関係を特徴と捉え

られる。

けないといわれてきた非線形の問題

るからだろう。つまり、画像認識という

このように、ディープラーニングはま

が解けるようになると、幅広い問題解

問題に対する機械学習とは、こうした

だ発展途上にあるが、先端的なソフト

決の可能性に期待が盛り上がり、再び

特徴点に反応する人工ニューロンの

ウエア開発分野では目が離せない技

多くの技術者や研究者らが注目し始

出力を積み上げて、そこから判断をし

術である。

4

特 集 どこまで人間の脳に迫れるか？

ディープラーニングの課題と将来の展望は？

人間の知的活動を大幅に加速する
ディープラーニング

して適応するような仕組みが、ディープ

イトで、総閲覧者数に対して商品購入

ラーニングで実現されています。
このよ

や会員登録など収益に結び付いた割合）

うに、ユーザー個人が生み出すデータ

が改善すれば、多額の利益につながる

に適応するようなアプリケーションが今

ため、積極的な姿勢の企業もあるとい

後増えていくと思います」
（得居氏）。

う。ディープラーニングが広く受け入れ

ユーザーの一人一人が体験できる

今や膨大に蓄積されつつある各種のビッグデータと、それを分析処理する計算能力の急速な進展を背景に、ディープ
プ

られる素地は、着実にできつつある。

ようになれば、利便性が向上するのは

い
ラーニングという機械学習の手法を用いて、コンピューターで解ける問題の領域がこれまで以上に広がろうとしてい

利用範囲を拡大するアイデアも広がる

まとめ：ディープラーニング
活用のイメージ

と思われる。

「ディープラーニングの仕組みは、い

もちろんのこと、
この技術への理解や、

式
る。最先端の技術開発の状況、そして今後の課題と展望について、ディープラーニングの研究開発も行っている株式
会社Preferred Infrastructureのリサーチャー、得居誠也氏にお話を伺った。
氏が挙げたのはロボットだ。

社会受容性：将来予測への
応用は実用化されるか？

まだブラックボックスです」という得居

像という2次元データに時間軸を追加

「さまざまな解くべき課題を含む例

「自然言語を扱う場合、これまで一

した3次元データ、つまり動画への応用

として、人型ロボットがあります。ロボッ

つ一つの単語は、単なる記号として個

が考えられます。静止画の連続再生が

トの領域は、人間との自然なインター

「ディープラーニングの成果は、現状

ら、
「こういう理論に基づきこういう仕

現在、音声認識や画像認識などで

別に扱われていました。
しかし、ニュー

動画と捉えれば、静止画像解析＋時系

フェースの役割が期待されていること

では大量なデータの中から類似性を認

組みであると説明できて当然」と考え

成果を挙げているディープラーニング

ラルネットを使ってさまざまな文章を

列検索によって、動画の被写体に対す

もあり、人間同様の識別機能が求め

識することに限定されています。それを

られがちだ。
しかし、
ディープラーニング

だが、他にどのような応用が考えられ

学習させておくことで、ある単語が周

るタグ付けも可能になります。例えば、

られます。ロボットが自身の回りで動く

超えた応用例として、
よく質問されるの

の仕組みを説明するには、人間の脳神

るのだろうか。また、将来の発展のた

囲の単語とどのような相関関係にある

街のそこかしこにある監視カメラの映

ものを認識する精度の向上に、ディー

が『過去の情報を分析して、将来予測

経の仕組みを解明するのに近い困難

めに解決すべき課題はどこにあるのか。

か、
どの単語と似ているか、
どの単語と

像をディープラーニングで学習させれば、

プラーニングが活用できるのはもちろ

ができるか』
ということです」と得居氏

さがあるともいわれる。脳神経をモデ

「現在は、ディープラーニングでどん

組み合わせられるかといった特徴が

店舗内の顧客の動線分析を商品配置

んのこと、複 数の筋肉が相 関しなが

は語る。例えば、センサーの計測デー

ル化した人工ニューロンから出発した

分かるようになります」
（得居氏）。

に生かしたり、車の種類や量などの交

ら動く人間の運動の様子を学習する

タから地盤の変化を察知して大地震を

技術であれば、
それも不思議ではない。

つまり、これまでの機械翻訳にあり

通量分析を行ったり、犯罪捜査に関連

ことで、人間に近い動きをするロボッ

予測する、購買履歴などの消費行動を

ディープラーニングは、
これまで見て

画像や音声の認識以外で期待できる

がちだった、
「文法的に合っていても実

して、容疑者や被害者を認識したりといっ

トの 実 現にも貢 献します。2013 年 6

もとに将来の需要を予測する、お客さ

きたように発展途上の技術ではあるが、

のは自然言語を扱う分野、例えば機械

際にはありえない文章」になる可能性

た使い道も考えられます」
（得居氏）
。

月に開催された機械学習の国際会議

まにリコメンデーションをする、
ターゲッ

研究者らによる試行錯誤の成果が蓄

翻訳です。
ディープラーニングを使うこ

を減らすことができる。
また、単語同士

映画やテレビ番組で、映っている人

（ICML）では、Google の 研 究 者 で

ト広告の精度を上げる、さらには株価

積されれば、従来コンピューターでは解

とで、翻訳精度が格段に上がると期待

の関係性を学習して
の関係性を学習しているので、
「フラン

や物を認識して自動的にメタデータを

元DNNresearchのメンバーが、
ロボッ

の変化を学習して売買タイミングを予

くのが困難だった複雑な問題の解決を

スに対するパリの関
関
スに対するパリの関係に近いのは、
イ

付けるアプリケーションも実現できるの

トへの取り組みについて、すでに具体

測する…といったもろもろの応用だ。

大きく前進させる可能性を秘めている。

タリアでいえば何？」
」
という問いに対して、

で、メタデータ作成の手間をかけずに

的に紹介していました」
（得居氏）。

されています」
（得居氏）。

応用場面：
画像認識と自然言語処理へ

な問題は解け、
どんな問題は解けない
かを研究している段階です。現時点で、

「ローマ」と答えることも可能だ。
と答える
得居
氏は、ここにディー
ー
ここにディープラーニングを用
いれば、より複雑な
な
より複雑な概念も獲得できる

動画内の人物や物の検索がより正確
にできるようになると期待できる。
「今後は、静止画像解析＋時系列検

いる。すでに実装も始まっていることか

「将来予測は、ディープラーニング

その際にキーとなるのは、
アルゴリズム

パーソナル化：個人利用も
始まるディープラーニング

が十分に適用できる領域だと考えます。

だけでなく、機械学習に供せられる大

ただ、予測ができても、
『 モデルの解釈

量のデータと、高速な計算資源である。

性』が問題になるでしょう」
（得居氏）。

長年この分野を研究してきたヒントン

ようになると期待して
て
うになると期待している。
その成果は、

索の枠組みにとどまらず、一連の動画

得居氏はさらに先の夢として次のよ

つまり、
どういうモデルに基づいて判断

教授も、Googleが保有するビッグデー

より精緻な機械翻
より精緻な機械翻訳や、高度な校閲・

として見なければ分からない現象を認

うに語る。
「GoogleやFacebookのよ

が行われているのかが論理的に解釈

タとの出会いを大きな契機として、過去

校正なども実現する
る とだろう。
校正なども実現するこ

識することが課題となると思います。例

うにデータを大量に持つ企業が利用す

できないため、例えば株式について「な

の研究成果を結実させ、社会の注目を

えば人の動作を認識する場合なら、転

るだけでなく、将来的にはより広範な技

ぜ、このタイミングで売買したのか」と

浴びることとなった。同様にディープラー

倒など事故の予測、道を歩く人の次の

術者が使えるようなパッケージが登場

問われても説明できないのだ。従って、

ニングの今後についても、地道な基礎

行動の予測など、
『 次に何が起きるか』

すると考えています」
（得居氏）。すでに

特に金融などの論理性を重要視する

研究を続ける一方、解くべき社会的問

実用化が始まったディ
っ
ープラーニン

を予測するには、静止画像解析＋時系

その動きは始まっており、海外の複数

業界では「裏付けの取れていない技術」

題と出会えるかどうかも重要になる。

グについて、そ
その可能性を広げる

列検索ではなく、一連の動画としての

のベンチャー企業がディープラーニン

との評価を受けてしまい、採用に踏み

グで解析を行うウェブサービスを開発

切れる段階にはまだないという。

技術課題：動画への応用、
動
ロボット技術
ト技術への応用

次なるステッ
ッ
次なるステップとは何だろうか。
得居氏は次
次
得居氏は次のように語る。
「画

得居 誠也（とくい

解析が肝になります」
（得居氏）。
さらにその先の可能性として、得居

せいや）氏

東京大学理学部数学科卒、同大学院 情報理工学系研究科 修士課程修了。
2010年、Google株式会社のソフトウエアエンジニアインターンに参加。
「Google日本語入力チーム」に所属。2012年4月より現職。
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氏の説明がまさにこの技術を象徴して

「ディープラーニングという言葉が広
まったことで、幅広い分野や産業の方々

しているという。
「さらには、
ディープラー

しかし一方で、理論はともかく全体的

に関心を持っていただいています。こう

ニングの技術を組み込んだアプリケー

にうまくいくなら、限定的な用途で使って

した方々とさらに試行錯誤を繰り返す

ションが登場してくるでしょう。すでに音

みようとの動きもある。今、多額の資金

ことにより、全員で技術の特性の理解

声検索や画像検索（Google+内の画

が集まっているデジタルマーケティング

を進め、
さらに磨きをかけていくことが、

像タグ付けなど）
では、ユーザー自身の

の分野などでは、仮にこの技術で1％で

今後の発展にとって最も必要とされて

声やユーザー個人の持つ画像を学習

もコンバージョン率（ECサイトや企業サ

いることです」と得居氏は締めくくった。
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