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まえがき

　世界中で、人工知能やビッグデータがますます話題となっている。ディープラーニングの

研究の勢いもとどまるところを知らない。日々、さまざまな分野でディープラーニングを活

用しようと、多くの試みがなされている。まさに日進月歩の勢いで研究成果が発表されてお

り、多くの企業がその技術を活用できないかと可能性を探っている。

　ディープラーニングによって人工知能の実現に大きな一歩を踏み出したのは間違いない。

一方で、ディープラーニングはまだまだ難解な分野であり、なかなか個人での学習が進めに

くい分野だと思われているのが現実である。そこで本書では、ディープラーニングの理論と

実装をきちんと習得するために、基礎となる機械学習のアルゴリズムをはじめ、ディープラー

ニングの理解に必要な数式や理論について図を交えながら一から学んでいく。

　まずは、ディープラーニングを取り巻く人工知能分野のこれまでの歩みや最近の動向につ

いて学ぶ。次に、ディープラーニングの学習の準備として、その前身である機械学習の手法

およびアルゴリズムについて実装を交えながら学ぶ。その上で、ディープラーニングの代表

的な手法を、きちんと理論について触れながら学び、フルスクラッチで実装していく。実装

には Java を用いる。フルスクラッチで実装することによって、ディープラーニングへの理解

がより深いものになるだろう。理論を押さえた上で、実装効率を上げるために、ディープラー

ニング用の Java ライブラリDeeplearning4j を用いた実装例についても取り上げる。さらに、

理論および実装を実社会に活かすためのアイデアやアプローチの考え方についてもまとめて

いる。

　本書は主に Java での実装経験があり、ディープラーニングのアルゴリズムについて習得し

実際のアプリケーションに活かしていきたいと考えている方を対象としている。機械学習や

ディープラーニングについての理論や実装については、一から順を追って説明しているので、

機械学習の予備知識はほとんど必要ないだろう（ただし、そのような知識があったほうがよ

りスムーズに理解できる部分がある）。実装についても、簡潔でわかりやすいコードで書いて

いるので、Java の経験が浅くても問題ない。Java とディープラーニング双方の学びに本書が

役立てば幸いである。

2016年 9月

巣籠�悠輔
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はじめに

　全世界的なAI への興味の高まりを受け、ディープラーニングは世間から多くの注目を集め

ている。日々、ディープラーニングアルゴリズムはさまざまな産業で用いられており、ディー

プラーニングはAI の実現化に向けて革命的なステップを供している。もっともその革新的な

技術の一方で、ディープラーニングは複雑なものと考えられがちであり、それゆえ実際の内

容が詳しく知られることはあまりなかった。ディープラーニングに基づく理論やコンセプト

は決して複雑ではなく難解でもない。本書では、ディープラーニングの正しい理解のため、

理論や数式を段階的に学んでいく。また、スクラッチからの実装について紹介しつつ、実用

例を交えて注意すべき点も詳しく説明している。
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本書の内容
第 1 章　人工知能とディープラーニングの変遷

� ディープラーニングがどのように発展してきたかを見ていく

第 2 章　機械学習アルゴリズムを学ぶ — ディープラーニングへの準備

� ディープラーニングに関連する機械学習アルゴリズムを実装する。

第 3 章　 ディープラーニング探究 <1> — ディープビリーフネットと積層デノイジング・オー

トエンコーダ

� ディープビリーフネットと積層デノイジング・オートエンコーダを実装する。

第 4 章　ディープラーニング探究 <2> — ドロップアウトと畳み込みニューラルネットワーク

� ドロップアウトと畳み込みニューラルネットワークを実装する。

第 5 章　Java ライブラリ Deeplearning4j の活用

� DL4J や ND4J といった Java ディープラーニングライブラリを用いた実装を行う。

第 6 章　 ディープラーニングの応用と実用化 ― リカレントニューラルネットワーク、長短

期記憶など

� ディープラーニングのアルゴリズムやライブラリの実用化をどのように進めていく

かについて見ていく。

第 7 章　ディープラーニング探究 <3> — Theano/TensorFlow/Caffe の手法［Python 編］

� Theano/TensorFlow/Caffe を使ってディープラーニングを実装していく。

第 8 章　今後の動向を展望する

� 最近のディープラーニングのトレンドや、今後の勉強に役立つディープラーニング

サイトを見ていく。
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本書の対象読者
　本書は、ディープラーニングアルゴリズムの知識を身に付けてアプリケーションで実装す

ることを考えている Java デベロッパーの方を対象としている。

　本書は、機械学習およびディープラーニング双方の中核をなすコンセプトを網羅している

ため、機械学習の経験は基本的に必要としない。

　また、ディープラーニングアルゴリズムを非常にシンプルなコードで実装しており、Java

デベロッパーの初心者であってもコードを理解するのは難しくないだろう。

　アルゴリズムの理論については、解説の一部で大学レベルの数学を使用している。それら

についてより深い知識は必要ないが、そうした数式を見慣れている方のほうがよりスムーズ

に読み進められるだろう。

本書の表記
　本書では、さまざまな種類の情報を区別するために何通りかの表記を使用している。

　本文中のコード、パス名（フォルダ、ファイル、ファイル拡張子）、ユーザー入力、コマン

ドなどは、「convolveメソッドは畳み込みを行い、downsampleメソッドはマックスプーリ

ングを行う。」のように示される。

　コードブロックは以下のように示される。

<dependency>
  <groupId>org.nd4j</groupId>
  <artifactId>nd4j-jcublas-7.0</artifactId>
  <version>${nd4j.version}</version>
</dependency>

　新しい用語と重要な語句は太字で示される。メニューやダイアログボックスのように画面

上に表示される項目は、「IntelliJ では、メニューから［File］→［New］→［Project］を選択する

ことで、プロジェクトをインポートできる」のように、［�］で括って表記される。コラムにつ

いては、以下のとおりである。

警告または重要な注意点を示す。
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サンプルコードの実行に必要なもの
　本書では、ラムダ記法を用いてディープラーニングの実装を行うため、Java�8 以上が必要

である。また第5章では、Java ライブラリであるDeeplearning4j のバージョン 0.4 以上が必

要となる。

サンプルコードのダウンロード
　本書のサンプルコードは、以下のURLのページからダウンロードできる。

� http://book.impress.co.jp/books/1115101146
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　人工知能（AI：Artificial� Intelligence）という言葉を目にする機会がここ最近多くなってきては

いないだろうか。学会のみならず産業界においても、人工知能はホットな話題になっている。特

にGoogle や Facebook といったテック系大企業では、人工知能分野の動きが活発であり、人工知

能に関連するスタートアップ企業を積極的に買収したりするなど、大きな資本が流れている。ま

た、日本のキャリア会社・IT会社である Softbank は、2014年 6月に Pepper という感情を理解

するロボットを発表し、翌年2015年6月には一般家庭向けにPepperの発売を開始した。これも、

紛れもなく人工知能分野の動きの1つと言ってよいだろう。

　人工知能というアイデア自体は何年も前からあったが、ではなぜここ最近になって急にホット

な分野になったのだろうか。その動きの一端を担い、人工知能という言葉とともに必ずといって

よいほど登場するのが、ディープラーニング（deep� learning、深層学習）である。ディープラー

ニングが鮮烈なデビューを飾り、その技術力が飛躍的に向上すると、人々はようやく人工知能が

実現できるのではないかと考え始めるようになった。とすると、人工知能を考える上でディープ

ラーニングは私たちが知っておくべきものだと言ってよさそうだ。では、ディープラーニングと

は一体何なのだろう。

　これらの問いへの答えとして、本章では、人工知能の歴史や研究分野をたどりつつ、なぜ、そ

人工知能とディープラーニングの変遷

Deep Learning Overview

1第 章
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してどのようにして人工知能が人気を集めていったのかを見ていきたい。取り扱うテーマの範囲

は下記のとおりである。

 ● � これまでの人工知能のアプローチとテクニック

 ● � 機械学習（machine�learning）の導入、およびディープラーニングとの関連

 ● � ディープラーニングの紹介と最近の応用例について

　もしあなたがすでにディープラーニングが何であるかを知っていて、ディープラーニングの具

体的なアルゴリズムや実装テクニックについて知りたいのであれば、本章を読み飛ばして第2章

へ進んでほしい。

　ディープラーニングは革新的な技術ではあるが、その仕組みは実はそこまで複雑なものではな

い。それどころか、驚くほどシンプルだ。本書を読み進めれば、その鮮やかさがわかるだろう。

本書の内容は、このようにディープラーニングの理解を深めることに加えて、研究やビジネスへ

の応用にも役立つものと考えている。

1.1　人工知能の変遷
　あなたがもし機械学習に詳しいのであれば、なぜディープラーニングがにわかに騒がれるよう

になったのか疑問に感じるだろう。なぜなら、ディープラーニングは他の機械学習のアルゴリズ

ムとさして変わらないからだ（これについては本書の後半で触れるので、わからなくても心配しな

いでほしい）。事実、ディープラーニングは、ニューラルネットワーク（neural�network）を応用し

たものと言える。ニューラルネットワークは、人間の脳を真似た機械学習のアルゴリズムの1つ

である。もっとも、ニューラルネットワークを含む機械学習のアルゴリズムに比べ、ディープラー

ニングが達成できることははるかに大きい。ディープラーニング自体についてより詳しく理解し

たいのであれば、ディープラーニングがどのようなプロセスや研究を経てきたかを見てみるのが

よいだろう。そこで早速、人工知能の変遷について見ていこう。コーヒーでも飲みながら気軽に

読み進めてほしい。

1.1.1　人工知能の定義
　突如として人工知能は世界中でホットな話題となったが、実は本当の意味での人工知能はまだ

存在していない。もちろん、実際の人工知能を作るための研究は進歩を見せているが、実現する

にはまだ時間がかかるだろう。喜ぶべきかどうか、人間の脳�——�知性というべきだろうか�——�
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1.1　人工知能の変遷

は非常に複雑な造りをしていて、簡単には真似できないものなのだ。

　いや、ちょっと待ってほしい。世の中で売られている多くの商品には、「人工知能」や「人工知

能を使った」という広告や見出しが付いているではないか。あれは詐欺なのか。そう、驚くなかれ。

世の中で目にする「人工知能を利用した推薦システム」や「人工知能を利用した商品」という言葉

の中で使われている「人工知能」は、本当の意味での人工知能ではないのである。厳密に言うと、

「人工知能」という言葉が広い意味で使われすぎているのである。過去に積み重ねられてきた人工

知能の研究技術が実現できたのは人工知能のほんの一部なのだが、今の世の中では、それらすべ

てをひっくるめて「人工知能」と言ってしまっているのだ。

　少し例を挙げるだけでも、大きく3種類に分かれるのだが、それらが同じ人工知能として世の

中では理解されてしまっている。

 ● � 人間があらかじめプログラムした単純で機械的な動きを繰り返すもの。たとえば、工業用

ロボットが決められた作業を高速処理することがこれに当たる。

 ● � 人間が決めたルールに従って、与えられた問題の答えを探索あるいは推定するもの。たと

えば、お掃除用ロボット「ルンバ」が部屋の形に沿って掃除してくれるのは、障害物にあ

たったときの状況から、部屋の形を推測するからだ。

 ● � 既存のデータからある程度の規則性を見出すことで、未知のデータにも答えを提示するも

の。たとえば、ユーザーの購買履歴に基づく商品の推薦システムや、アドネットワークに

おけるバナー広告の分配などが、これに当たる。

1.1.2　過去の人工知能ブーム
　ここ最近、急激に話題に上るようになった人工知能であるが、人工知能ブームが到来したのは

今回が初めてではない。過去を振り返ると、人工知能の研究は何十年も前から行われており、研

究が活発になったり不活発になったりを繰り返してきている。今回の人工知能ブームは実に大き

いが、こうしたブームは今回が3回目である。そのため、今回も一過性のブームにすぎないので

はないかと疑う人もいる。

　しかし、今回のブームには、これまでのブームと比べて大きな違いが1つある。そう、それこ

そがディープラーニングである。ディープラーニングが、これまでの技術では成し得なかったこ

とを成し遂げたのだ。それは何か。ひと言で言うと、「機械自らが与えられたデータの中から特

徴量を見つけ出し、学習する」ことである。この成果により、人工知能実現への大きな可能性が

見えてきた。なぜなら、これまで人工知能分野で研究されてきた技術では、いずれも人間が機械
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に対してあらかじめ特徴量を入力しなければならず、機械自らが新しい概念を理解することはで

きなかったからだ。

　文章で書くと大きな違いはないように見えてしまうが、ここには天と地ほどの差がある。機械

自らが特徴量を把握するに至るまでには、長い道のりがあったのだ。ディープラーニングによっ

てようやく、機械が知能を獲得するための大きな一歩を踏み出したと言える。では、ディープラー

ニングとこれまでの手法とでは、何がそれほど違うのだろうか。その違いについて知るために、

まずはこれまでの人工知能分野を簡単に振り返ってみよう。

　最初に人工知能ブームが訪れたのは1950年代後半である。当時は、決められたルール�——�そ

れはもちろん人間が定義したもの�——�に基づいた探索プログラムの研究開発が主流であった。探

索とは、簡単に言ってしまうと、場合分けのことである。この探索では、機械が処理を行うために、

まず我々人間が処理をする際に必要となる考えられるすべてのパターンを書き出す必要があった。

機械は人間よりもはるかに高速に計算できる。パターン数がどんなに莫大な数であろうと、機械

にとっては造作もないことだ。ひたすら探索を繰り返すことで、いずれはベストな答えにたどり

着く。しかし、機械がどんなに高速で計算できたとしても、ただやみくもに答えを探すのでは、

あまりに時間がかかりすぎてしまう。この世には、「時間」という制約条件（constraint�condition）

があることを忘れてはならない。そこで、いかに探索を効率的に行うかについての研究が進めら

れた。その最も代表的な探索手法が、深さ優先探索（depth-first�search）と幅優先探索（breadth-first�

search）である。

　考えられるすべてのパターンの中から、現実的な時間内に、最も効率的な経路を探索し、ベ

ストな選択を行うことで、その時々で最適な解答が得られるはずだ�——�こうした前提のもとに、

深さ優先探索と幅優先探索という2つの探索方法が編み出された。この2つの探索方法はともに、

ツリー構造のデータの根元から探索を始める。深さ優先探索は、まず可能な限り深くまで各枝に

沿って探索してからさかのぼって隣の木を探索する。一方、幅優先探索では、まず同じ深さの節

をすべて探索してから、次の深さに進む。図 1-1 は、深さ優先探索と幅優先探索の違いを表す一

例である。

　これらの探索アルゴリズムでも、特にチェスや将棋などでは、一定の成果を得ることはできた。

ボードゲームは、機械が得意とする分野の1つだろう。膨大な数の勝ち負けのパターン、過去の

戦いのデータ、駒の許容移動範囲などをあらかじめ機械に入力しておくと、機械は駒の配置を読

み取り、膨大な数のパターンの中から次のベストな一手を決めることができる。
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図 1-1：深さ優先探索（左）と幅優先探索（右）の探索の順序の違い

　もしこの分野に興味があるなら、機械がどのようにチェスをするのか、もう少しだけ詳しく考

えてみよう。たとえば、機械が「白」として最初の手を打ち、次の一手としては「白」と「黒」両者に

それぞれ20通りの駒の動かし方があったとしよう。ここで、先ほどの図1-1 を思い出してもら

いたい。木の根元がゲームの最初を表すとして、その下には白の次の一手として20本の枝がで

きる。そしてこの20本の枝のそれぞれの下に、黒の次の一手としてさらに別の20本の枝があり、

さらにそのまた下に枝が続いていく。この場合、白の動き次第で黒の動き方は変わるが、そのパ

ターンは20×20＝ 400本の枝で表される。さらに次の白の動きは400×20＝ 8,000本の枝で、

そしてさらに次の黒は8,000×20＝ 160,000 本の枝で表され…となる。あとは好きに計算して

もらいたい。

　機械はこの木を作り、木が持つ枝からありうるすべての配置を見きわめ、瞬時にベストな手を

割り出す。これがどこまでの深さになるのか（機械がどのレベルまで木を作り判断するのか）は機

械の速度によって決まる。もちろん、各駒の動きも考慮され、プログラムに組み込まれるので、

チェスのプログラムは考えていたほど単純ではないのであるが、本書ではこれ以上詳しくは触れ

ない。見てきたように、チェスで機械が人間を負かすのは驚くことではない。機械は人間よりは

るかに短い時間で、莫大な数のパターンを同時に評価し計算することができる。機械がチェスの

チャンピオンを負かしたのは（機械がゲームで人間に勝ったのは）目新しいニュースではない。こ

のような話があるからこそ、人々は人工知能が実現すると期待したのだ。

　しかし、現実はそんなに甘くはなかった。いざ探索のアルゴリズムを現実の世界に適用しよう

とすると、大きな壁が立ちふさがったのだ。現実の世界は、ご存じのとおり、複雑すぎたのであ

る。機械は、与えられた課題に対して、与えられたルールに基づいて高速に処理するのは得意だ。

しかし課題だけが与えられたとき、どのように行動するのか、どういうルールで行動するべきな
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のか、機械は自分で見つけ出すことができない。人間は何かの行動をとるときに、現実世界にあ

る無数のできごと（パターン）の中から、無意識のうちに評価し、自分とは関係のない多くの選択

肢を切り捨てて動作を選択している。この人間が無意識に行っている行動を、機械にはとること

ができないのだ。もし、現実世界で起きる現象をきちんと考慮する機械を作るとすると、下記の

2つの可能性が考えられる。

 ● � 課題や目的を遂行するにあたって、副次的に発生する事項や可能性を考慮する機械

 ● � 課題や目的を遂行するにあたって、無関係な事項や可能性を除外する機械

　しかしこのどちらも、人間が課題を与えたとすると、目的を完遂する前に機械は考え込み、フ

リーズしてしまうだろう。特に後者は、何と関係があるのか何と無関係なのかなどを選り分ける

のに無限に時間がかかってしまうため、最初の行動をとる前からフリーズしてしまうことだろう。

なぜなら、これらの要素は現実世界にほぼ無限に存在するので、その無限のパターンを機械が考

え出したら（探索し出したら）、現実時間の中で到底解けるものではないからだ。この問題は、人

工知能分野における重要な課題の1つとして知られており、フレーム問題（frame�problem）と呼

ばれている。

　チェスや将棋の分野で成果を出せたのは、機械が探索する空間、すなわち解くべき空間をあら

かじめ有限にしていたから（一定のフレームの中に設定していたから）である。膨大なパターンを

書き出すこともできないし、何が最適解なのかを人間が定義することもできない。無理矢理、パ

ターン数を制限したり最適解を定義したりしようとしても、計算量が膨大すぎて、実用性を伴う

時間内に解を得ることができない。結局、当時の研究では、人間が細かくルールを設定し、機械

はそのルールに従って行動するだけであった。このように、特定の分野では成果を得られた探索

の手法であるが、人工知能の実現にはほど遠い存在であった。そうして、第1次人工知能ブーム

は、落胆とともに急速に冷めていったのである。

　第 1 次ブームは去ってしまったものの、人工知能の研究は黙々と進められていた。そして、

1980 年代に 2 回目の人工知能ブームがやって来た。このときは、機械が理解しやすい形で知識

を表現しようという動き（Knowledge�Representation、KRと呼ばれる）が広まっていた。もし機

械に世界のあらゆる知識が集約され、機械がその知識を理解すれば、どんな複雑な問題が与えら

れても機械が正しい答えを導き出してくれるはずだ。この前提のもと、機械が理解しやすい知

識の表現についてさまざまな手法が考案された。たとえば、Web ページの書式の構造化（セマン

ティック・ウェブ）は、機械が理解しやすい表現をしようというアプローチの 1 つである。セマ
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ンティック・ウェブがどのようにKRで表現されているかについては、図1-2の例のとおりである。
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図 1-2：KR で表現されたセマンティック・ウェブ

　この図では、円で囲まれているノードどうしの関係性は矢印によって表されている。太矢印は

「is-a」もしくは「has-a」を表し、細矢印は属性値を表す。

　機械に知識を与えるということは、人間が一方的に機械に命令するのではなく、人間の問いに

機械が反応し、答えることができるようになるということである。世の中で実際に応用されてい

る簡単な例としては、感情分析の 1 つであるポジネガ分析が挙げられるだろう。文章中に出て

くるあらゆる単語のポジティブ度とネガティブ度をあらかじめ定義したデータ、すなわち辞書

（dictionary）を機械に入力しておけば、機械がその文章と辞書を照らし合わせることで、文章全

体がポジティブなものなのか、ネガティブなものなのかがわかる。

　この技術は、ソーシャルネットワークやブログの投稿またはコメントに対するポジネガ分析に

用いられている。「このブログ記事への反応はポジティブ？�ネガティブ？」と機械に聞くと、機械

は知識（辞書）をもとにブログに書かれたコメントを分析し、答えてくれる。第 1 次ブームのと

きのような、人間が設定したルールに従うだけの機械から、第2次ブームでは一歩前進したと言っ
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てよいだろう。

　知識を機械に集約することで、機械が全知全能になる。この発想自体は、人工知能実現にとっ

て悪いものではない。しかし、人工知能実現に向けて、大きな壁が 2 つあった。まず 1 点目は、

すでに気づいているかもしれないが、現実世界の知識をすべて入力するのは、無限に近い作業が

必要になるということである。インターネットが当たり前のように普及し、Webから無数のオー

プンデータが入手できる現在ならまだしも、当時、大量のデータを集め、分析し、知識として機

械に入力する作業は、まったく現実的とは言えなかったのである。そして実は、インターネット

が普及した今でも世界のあらゆる知識をデータベース化しようとする作業は引き続いており、こ

のプロジェクトは Cyc プロジェクトとして知られている。Cyc では、この知識のデータベース

（knowledge�base と呼ぶ）をもとに、推論エンジン（inference�engine）を構築することを目的と

している。図1-3 は、Cyc プロジェクトを使ったKRの一例である。たとえば一番上は、"Barack�

Obama" と "United�States�President" が「is-a」関係であることを表している。

(#$isa #$BarackObama #$UnitedStatesPresident)

 "Barack Obama belongs to the collection of U.S. presidents."

(#$genls #$Tree-ThePlant #$Plant)

"All trees are plants."

(#$capitalCity #$Japan #$Tokyo)

"Tokyo is the capital of Japan."

図 1-3：Cyc プロジェクトの例

　2 点目は、機械は本当の意味で知識を理解しているわけではないということである。知識が構

造化・体系化されたとしても、機械は書かれていることを記号としてしか理解できず、記号が表

す概念を理解することは決してないのである。あくまでも、知識を入力するのは人間であり、機

械はその辞書をもとにデータを照合し、推論を行うにすぎない。たとえば、「りんご（apple）」と

いう概念の意味と「青（green）」という概念の意味がわかっていれば、「green�apple ＝ apple ＋

green」と教えられたとき、青りんごを一目見た瞬間に「青りんごは、青い色のりんご」だという

ことが人間には理解できるが、機械にはこれが理解できない。これはシンボルグラウンディング
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問題（symbol�grounding�problem）と呼ばれ、フレーム問題と並び、人工知能分野の大きな課題

の1つとなっている。

　発想はよかったものの、これでは人工知能を創り出すことができず、人工知能が実現できる見

込みはない。こうして、第2次人工知能ブームもいつの間にか冷めていき、人工知能への期待の

消失とともに、人工知能という言葉を口にする人も減っていった。人工知能は実現できないので

はないか、そんな思いが人々の中に広がっていった。

1.1.3　機械学習の誕生と発展
　人工知能を実現するための手法がなかなか確立できず苦戦していた中、これまでとはまったく

違うアプローチの手法が、着々と基盤技術を築いていた。それが、機械学習である。データマイ

ニング（data�mining）に少しでも触れたことがあれば、この名前は聞いたことがあるだろう。本

章で述べてきたこれまでの人工知能の手法（単に人間が与えた知識から探索・推論するもの）に比

べ、機械学習は大きく進歩した強力なツールである。それまでの機械は、すでに入力されたデー

タの中から答えを探し出すことしかできなかった。機械に蓄えられた知識の中から、いかにすば

やく問題に関係がある知識を引き出せるかに焦点が置かれており、研究が進められていた。その

ため、機械は知っている問題に対してはすばやく対応することができたものの、知らない問題に

出会うと手も足も出なかったのである。

　それに対して、機械学習では、文字どおり機械（machine）が学習（learning）する。機械が学習

した知識をベースに、未知の問題に取り組めるようになった。では、どのようにして機械は学習

できるようになったのだろうか。ここでいう「学習」とは何なのか。簡単に言ってしまうと、それ

は、機械が目の前にある問題をYES か NOに分けられるようにすることである。詳しくは次章で

説明するが、機械学習はパターン認識（pattern�recognition）の手法といって差し支えないだろう。

　世の中のすべての問題は、突き詰めるとYES またはNOで答えられる問題に置き換えられると

言ってよい。たとえば、「あなたの好きな色は何？」という質問も、「赤は好き？緑は好き？青は

好き？黄色は好き？……」という質問をしているのに等しいと考えられる。機械学習では、機械

の高い計算力および高速処理能力を武器に、大量のトレーニングデータ（training�data）を使い、

複雑な問題を YES/NO 問題に置き換えた上で、どんなデータが YES なのか、またどんなデータ

がNOなのかについて規則性を見つけ出す（すなわち学習する）。

　そして、その学習をもとに、新たに課されたデータが YES なのか NO なのかを機械は推測し、

答えるのである。つまり、機械学習は、与えられたデータの中からいくつかのパターンを認識・
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分類することによって、未知のデータが問題となったときに、適切だと考えられるパターンにそ

のデータを分類する（予測する）ことで解を得るのだ。

　実は、このアプローチは特段難しいことをやっているわけではない。人間も無意識にデータの

パターン分けをしている。たとえば、世の中の男性 /女性は、同じパーティーで出会った自分好

みの男性 / 女性が、果たして自分に好意を持ってくれるかどうか興味津々だろう。そして彼 / 彼

女はきっと、その男性 / 女性と話しながら、頭の中で相手の話し方や顔つき、表現、身振り手振

りなどを過去の経験（データ）と照らし合わせ、デートに誘えるかどうか推測するに違いない。こ

れも紛れもなくパターン認識に基づく推測だ。

　機械学習は、この人間が行っているパターン認識を、機械的に処理できるようにした手法なの

である。では、機械はどのようにパターンを認識し、分類するのだろうか。機械学習の分類の基

準となっているのが、確率・統計モデルといった、数式に基づく予測だ。さまざまな数理モデル

に基づいて、この手法が研究されている。

　学習とは、つまりはモデルのパラメータの調整であり、学習が終わると、1 つのパラメータ調

整が終わったモデルが構築される。すると、機械はそれを用いて、未知のデータを最もありそう

なパターン�——�当てはまる確率が最も高いパターン�——�に分類するのだ。数学的に処理するこ

とで、大きなメリットがある。多次元のデータや複数パターンのデータを人間が処理することは

不可能に近いが、機械学習ではほぼ同じ数式を用いて処理することができるからだ。機械は単に

ベクトルや行列の次元数を増やせばよいだけなのである。参考までに言うと、内部的には、多次

元を分類するときは分類直線や分類曲線ではなく、超平面（hyperplane）になっている。

　この手法が開発されるまでは、人間が機械に手取り足取り教えなければ、機械は未知のデータ

に対して手も足も出なかったが、機械学習により、人間では処理しきれないデータにも対応でき

るようになったのである。機械学習に可能性を感じた研究者たちは、こぞって手法の開発・改善

に取り組み始めた。こうして、第 3 次人工知能ブームが始まった。機械学習を取り巻く環境も、

その進歩を後押しした。機械学習は、パターンを正確に認識できるようになるまでに大量のデー

タを必要とする。そして、そのデータを処理する能力も必要だ。扱うデータやパターンの種類が

増えれば増えるほど、データの量も計算量も増加する。それまでのテクノロジーでは、機械学習

を扱いきれなかったであろう。

　しかし、時代は進歩していた。機械の処理能力が上がったのはもちろんだが、それに加えて、

Web が発展し世の中にインターネットが張り巡らされたことにより、オープンデータが増加し

た。これにより、自分でデータを用意しなくても、Web 上にあるデータを引っ張ってきさえす
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れば誰でもデータマイニングができるようになった。誰でも手軽に機械学習の研究ができる環境

が整ったのである。Web はテキストデータ（text-data）の宝庫でもある。このテキストデータを

機械学習の分野で活用することによって、特に統計的自然言語処理（statistical�natural� language�

processing）では飛躍的な発展を見せた。他にも、画像認識（image�recognition）や音声認識（voice�

recognition）などさまざまな分野で機械学習は大きな成果を収め、研究者たちは、どの手法が一

番よい精度が得られるか研究を重ねている。

　機械学習は、産業界でもさまざまな場面で活用されている。自然言語処理の分野で言うと、入

力方式エディタ（Input�Method�Editor：IME）における予測変換がすぐに思い浮かぶだろう。画像・

音声認識の分野では、検索エンジンにおける画像検索や音声検索がよい例だ。

　もちろん、これらの分野だけにはとどまらない。特定の商品の売上予測や広告の最適化といっ

たマーケティング・ターゲティング、人の行動予測に基づく商品の棚設計や店内の空間設計、金

融マーケットの動向予想に至るまで、幅広い分野に応用されている。産業界では、今も一番用い

られているデータマイニング手法は機械学習であると言ってよいだろう。それほどまでに、機械

学習は強力なのである。今、世の中で単純に「人工知能」と言うと、この機械学習を使った処理を

指している場合が多いだろう。

1.1.4　機械学習でさえもできないこと
　機械がデータを収集し、答えを予測してくれる。確かに機械学習は非常に有用だ。人間には現

実時間で解くのが困難な問題（100 次元の超平面を分類に用いるなど）も、機械学習のおかげで

瞬時に解くことができるようになった。最近では「ビッグデータ」という言葉がバズワードのごと

く使われているが、ビッグデータ分析に用いられているのも、機械学習がメインである。

　しかし、残念なことに、機械学習でも人工知能は作ることができない。「人工知能が実現できる

か」という視点で見ると、機械学習には大きな弱点があった。機械学習と人間とでは、学習の仕

方に 1 つ大きな差があるのだ。すでに気づいているかもしれないが、見ていこう。機械学習は、

入力されたデータをもとにパターン分類・予測を行う手法である。だとすると、その入力データ

とは一体何なのだろうか。どんなデータを使ってもよいのだろうか。

　もちろん、そんなことはない。無関係なデータから正しい予測を行うことができないのは明白

だ。機械が正しく学習するためには、適切なデータを用意しなければならないわけだが、ここで

問題が生じる。機械には、何が適切なデータなのかがわからないのだ。適切なデータさえあれば

どんなに難問であろうとパターンを見つけ出せる機械学習であるが、簡単な問題だろうと難問だ
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ろうと、適切なデータを見つけるのは人間がやらなければならないことなのである。

　機械学習は、特徴量設計（feature�engineering）ができない。これが、機械学習最大の弱点である。

特徴量とはつまり、機械学習のモデルにおける変数（variable）のことだ。この値が対象物の特徴

を定量的に表すことで、機械は適切にパターン認識ができるようになる。すなわち、特徴量をど

のような値にするかによって、予測精度（prediction�precision）に大きな差が出てくる。

　特徴量がモデルの予測精度に大きく影響するということをイメージしやすくするために、簡単

な例を挙げてみよう。資産運用のパッケージを、資産額に基づいて売り込みたい企業があるとす

る。適切な商品を勧めたいが、直接は聞きにくい事柄なため、あらかじめ顧客にどれくらいの資

産があるかを予測して準備しておかなければならない。この場合、潜在顧客の何を特徴量とすれ

ばよいだろうか。身長、体重、年齢、住所などさまざまな要素が特徴量として考えられるが、身

長や体重を特徴量とするより、年齢や居住地のほうが明らかに関係がありそうだ。身長や体重を

もとに機械学習を試してみても、きっとよい結果は得られないだろう。無関係なデータをもとに

予測するのだから、それはデタラメな予測でしかない。

　このように、機械学習では、適切な特徴量を機械に読み込ませてはじめて、問題に対して適切

な答えを出せるようになる。しかし、困ったことに、何が適切な特徴量であるかを機械は判断で

きない。機械学習の精度はこの特徴量設計にかかっているにもかかわらずだ（！）。

　機械学習にはさまざまな手法があるものの、この特徴量設計ができないという問題は、すべて

の手法に共通して言える。機械学習の分野でさまざまな手法が考案され、精度が競われたものの、

ある程度の精度が得られて以降は、いかに優れた特徴量を見つけられるかが、機械学習の手法の

良し悪しを決めるようになってしまっていた。これはもはやアルゴリズムの違いというよりも、

人間の勘やセンス、あるいは細かいパラメータのチューニングの世界であり、イノベーティブと

は言えない。手法はいろいろ考案されたものの、結局は最適な特徴量を考えることが最も大変で、

そこは人間がやるしかなかった。

1.2　機械と人間を分けるもの
　これまでに挙げてきたフレーム問題、シンボルグラウンディング問題、特徴量設計、そのいず

れも、人間にとっては何も問題にならないことである。ではなぜ機械はこれらの問題に対処でき

ないのだろうか。3つの問題をもう一度振り返ってみよう。よく考えると、3つの問題はいずれも、

突き詰めると同じ問題に直面することがわかるはずだ。
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1.2　機械と人間を分けるもの

 ● � フレーム問題� �

ある課題が機械に与えられたときに、どの知識を使うべきか機械が認識できないこと。

 ● � シンボルグラウンディング問題� �

機械が知識を記号としてしか認識していないために、知識を組み合わせた概念を機械が理

解できないこと。

 ● � 機械学習における特徴量設計の問題� �

対象物の何が特徴なのか機械がわからないこと。

　これらは、機械が「ある事象のどの特徴に注目して、どのような情報を使えばよいのか」さえわ

かれば解決することである。すなわち、これが機械と人間とを分ける最も大きな違いなのである。

　現実世界のモノにはそれぞれ固有の特徴がある。人間は、それらの特徴をつかみ取るのが得意

だ。経験からなのか勘なのか。ともあれ、人間には特徴がわかる。そして、特徴をもとに、物事

を「概念」として理解することができるのだ。

　「概念とは何か」については少し説明する必要があるだろう。まず前提として、この世界のあら

ゆるモノは、記号表現と記号内容がセットになっているということを踏まえてほしい。たとえば、

あなたが「猫」という言葉を知らなかったとして、道を歩いているときに猫に出会ったらそれを認

知できないだろうか。そうではないだろう。あなたはその存在がわかるし、そのすぐ後にまた別

の猫に出会ったら、「さっき見たのと同じようなモノ」として理解できるはずだ。そして後日、「そ

れは猫って言うんだよ」と教えられることで、あるいは自分で調べて知ることで、はじめてその

存在と言葉が結び付けられる。

　ここで言う「猫」という言葉は記号表現であり、猫と認知している内容は記号内容である。この

2 つは表裏一体の関係になっていることがわかるだろう（面白いのは、この 2 つの関係性には必

然性がないことだ。猫が「ね・こ」と書かれるもしくは発音される必然性はどこにもない。にもか

かわらず、我々が理解するシステムの中では、これが必然とされている。「猫」と聞いたとき、人

はみな同じものをイメージするだろう）。概念とはすなわち、記号内容のことだ。この記号表現

と記号内容には専門用語が当てられており、前者がシニフィアン（signifiant）、後者がシニフィ

エ（signifié）と呼ばれる。また、この表裏一体の 2 つが対としてセットになったものをシーニュ

（signe）と呼ぶ。機械と人間を分けるのは、シニフィエを自身で獲得できるかどうかだと言える。

　機械がもし与えられたデータから注目すべき特徴を見つけ出せるとしたらどうなるだろうか。

機械が与えられたデータから特徴を抽出し、その特徴に基づいた記号を表現しておけば、「必要

な知識を選び出すのに無限に考え込んでフリーズしてしまう」というフレーム問題はなくなるは



第 1 章  ｜　人工知能とディープラーニングの変遷

14

ずだ。シンボルグラウンディング問題に対しても、機械が自ら特徴を見つけ、その特徴から概念

を理解できれば、機械は入力されていた記号を理解できるようになる。

　機械学習における特徴量設計の問題が解決される必要があるのは、言わずもがなだ。機械が定

められた状況下での知識を使うのではなく、状況や目的に合わせて適切な知識を自ら取得し、概

念を獲得できるようになれば、人工知能実現に向けて直面していたさまざまな問題を解決するこ

とができる。そして今、機械が与えられたデータから何が重要な特徴量であるかを見つけ出せる

ようにする手法ができつつある。それがディープラーニングだ。次節では、50 年以上続くこの

人工知能の歴史の中で最も大きなブレークスルーであろうディープラーニングについて説明して

いく。

1.3　人工知能とディープラーニング
　第3次人工知能ブームの火付け役であった機械学習は、データマイニング手法としては非常に

有用で強力であるものの、機械学習の手法を用いても人工知能実現への道は閉ざされたかに見え

た。特徴を見つけ出すのは人間の役割�——�ここに、機械学習では人工知能にたどり着けない大

きな壁がある。第3次ブームも終わりかと思えた。しかし驚くべきことに、ブームは終わるどこ

ろか、新たな火がついたのだ。そのきっかけとなったのが、ディープラーニングである。

　ディープラーニングの登場により、少なくとも画像認識や音声認識の分野では、機械が入力

データから「何を特徴量とすべきか」を自分で獲得できるようになった。記号を単なる記号表記と

してしか扱ってこられなかった機械が、概念を獲得できるようになったのである（図1-4）。

　ディープラーニングが初めて登場したのは、実は 2006 年とかなり前のことだ。カナダにあ

るトロント大学のHinton教授らが論文 ※1 を発表した。その中で発表されているのはDeep�Belief�

Nets（DBN）という手法であり、機械学習の手法であるニューラルネットワークを発展させたもの

である。DBNは、画像認識の研究分野で手法の精度を比較するために使われるMNISTデータベー

スを使ってテストされた。このデータベースには、28×28 ピクセルの 0 から 9 までの数字の手

書き文字画像データが 70,000 個含まれている（60,000 個はトレーニング用、10,000 個はテス

ト用）。

※1	 https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/fastnc.pdf


