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１．はじめに

近年、人工知能（AI：Artificial Intelligence）
が我々の身近なところで活用されるようになって
きました。特に、ディープラーニング（深層学習）
が人工知能の根幹を支えることにより、人工知能
の成果が飛躍的に向上し、数多くの場面で応用さ
れるようになってきました。そして、ディープ
ラーニングが物理学で登場する様々なテーマ、例
えば、くりこみ群、相転移、テンソルネットワー
ク、超弦理論などに関係しているようにも見えて
きました。ディープラーニングが従来の AI アー
キテクチャーの範疇に収まらない、情報理論的に
も、数学的にも、物理学的にも新たな知見をもた
らす存在であるかもしれない、という期待が持て
るような様々な理論的な性質がわかってきました。
一方で、はっきりとした証拠はまだない、という
研究結果もあるようです１）。したがって、ディー
プラーニングのまだ隠されている原理というよう
なものがあるとするならば、それを調べてみたい
と考え、最近になって、情報理論と物理学からみ
たディープラーニングの正体を探るべく研究を進
めています。今回、寄稿の機会をありがたくいた
だきましたので、ここでは、人工知能や機械学習
について簡単に触れ、ディープラーニングのメカ
ニズムについて概観してみたいと思います。

２．人工知能と機械学習とディープラーニング

現在、身近な人工知能といえば、一般的には、
PC やスマホの Google 翻訳等にみられる自動翻訳、
Google アシスタントや Cortana（コルタナ）、Siri

（シリ）に代表される音声アシスタントなどの最
近の技術があげられます。しかし実際は、人工
知能という言葉は、1956年のアメリカのダート
マス大学で行われた研究会議で初めて使われま
した２）。したがって、約60年間の間、人工知能の
研究が進んできたことになります。この流れの
中で、1960年代前後の推論や探索に特化した第
１次 AI ブームが到来しました。この最初のブー
ムは、AI が現実的な問題解決には対応できない
ことから、1970年代半ばで終わりました。そし
て、1970年代半ばからは１度目の AI 冬の時代に
なりました。次に、1980年代にエキスパートシス
テムが登場した第２次 AI ブームがやってきまし
た。エキスパートシステムとは、専門的な知識や
ルールをコンピュータに教え込ませることで専門
的な問題を解こうとするシステムです。しかし、
知識やルールを完全に覚えこませることには限界
があることや、現実的には複雑であいまいなデー
タに対しては対応できないことから、第２次 AI
ブームは終わりました。そして、1990年代半ばに
２度目の AI 冬の時代に突入しました。次の第３
次 AI ブームは、2000年代半ばから始まり、現在
に至っています。こ
の第３次 AI ブーム
では、ニューラル
ネットワークを用い
た機械学習の研究と
種々のサービスの
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AI 化が進んでいま
す。ニューラルネッ
図１ ニューラルネットワーク
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トワークとは、脳の多数の神経細胞において信号
が伝わる仕組みをまねていることから名前が付け
られています（図１）。（この図１では、中間層の
ノードが２つのみ図示されていますが、一般的に
は多数のノードが準備されます。）
ここで、機械学習とは何を意味するのか簡単に
触れておきます。まず、ニューラルネットワーク
のたくさんのエッジ（矢印）にパラメータが割り
当てられており、値は事前に決まっていません。
そして、それらのパラメータを使ってプログラム
を準備します。次に、あるお手本となる事象の入
力データをプログラムに読み込ませ、出力データ
が元々の事象の正解に近づくよう、コンピュータ
は自動でパラメータを決めるように動きます。こ
の一連のプログラムの動きを機械学習と呼びます。
その第３次 AI ブームの中で、特筆すべきで
きことは、2012年、世界的な画像認識のコンペ
ティション「ILSVRC」において、トロント大学
教授のジェフリー・ヒントン氏が、ニューラル
ネットワークの中間層を多層化した深層ニューラ
ルネットワークを用いて効率的に学習させる方
法、ディープラーニングを提案し、優勝したこと
があげられます。東京大学大学院工学系研究科人
工物工学研究センター教授の松尾豊氏は著書の中
で「ディープラーニングは人工知能研究におけ
る50年来のブレークスルー」と評価しています２）。
このディープラーニングの出現により第３次 AI
ブームが本格的に到来したともいえます。ディー
プラーニングが従来のニューラルネットワークを
用いた学習方法と違うところは、入力データとし
て扱う物の特徴を学習によって自ら見つけ出すこ
とができるところです。従来のニューラルネット
ワークを用いた学習では、例えば、ひまわりとバ
ラを見分けるために、花びらや色に注目しなさい、
と注目すべき特徴を人間が指定する必要がありま
した。これが、ディープラーニングでは、入力
データとして大量の画像を準備することで、様々
な画像のデータを「ディープニューラルネッ
トワーク」において「誤差逆伝播法」あるいは
「バックプロパゲーション」という手法で各層の
パラメータが調
ਕஎ
整され、画像の
特徴を自ら見つ
ؽփָस
け出すことに可
能になりまし
た。ただ、現実
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社会において、
ディープラーニ
ング以外の手法
図２ 人 工 知 能 と 機 械 学 習 と
を用いた人工知
ディープラーニングの関係
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能も存在しています。人工知能＝ディープラーニ
ングではないことを図２に明示しました。次に、
ディープラーニングの特徴でもある「ディープ
ニューラルネットワーク」と「バックプロパゲー
ション」について簡単に概説します。

３．ディープラーニングの特徴

ディープラーニングの特徴として、「ディープ
ニューラルネットワーク」と「バックプロパゲー
ション」が挙げられます。図３は簡単にディープ
ニューラルネットワークを模式的に表した図です。
通常のニューラルネットワークとの違いは中間層
が多層になっている点が挙げられます。
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ディープニューラルネットワーク

このディープニューラルネットワークの多くの
エッジ（矢印）には、それぞれパラメータが付随
しています。例えばひまわりの画像をひまわり
だと学習する際には、学習するための正解デー
タ（これを教師データと呼びます）を多数読み込
ませ、ひまわりの特徴が一連のパラメータセット
として決定されることで学習が進みます。これを
「教師あり学習」と呼びます。学習させる画像が
多いほどパラメータセットの精度は高くなります。
一方、特徴を強く学習しすぎて、例えばひまわり
の画像以外は認識できなくなるような過学習状態
になる場合もあるので注意が必要です。そういう
場合は、ニューロンの一部を利用しない Dropout
（ドロップアウト）という中間層の約50％程度の
ノードを使わないようにして学習することが有
効だと知られています。（この他にも過学習に対
して有効な手法は存在します。）結果的に、パラ
メータのセットが決定されれば、次に、ひまわり
のテスト画像を読み込んだ際に、ディープニュー
ラルネットワークで抽出されるひまわりの特徴
が、ひまわりについて学習した後のひまわりのパ
ラメータセットに一致することが自動で確認され
るため、正解の出力に到達するのです。一方、最
初から正解データ（教師データ）を与えない場合、
すなわち、入力データの中から AI が自ら特定の
パターンや共通ルールを自動で見つけ出すことも
可能になっています。これは「教師なし学習」と
呼ばれます。近年では、クラスター分析や主成分
分析のアルゴリズムを駆使して学習させる研究が
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進んでいます。「バックプロパゲーション」とは、
こうした学習でパラメータを決める際に用いられ
るアルゴリズムの手法のことです。もともと、教
師あり学習では、サンプルデータとして正解デー
タがピクセル単位で存在しています。簡単に各中
間層のパラメータが決まる手順を概説すると、以
下のようになります。
① 学習データを読み込ませ正解データとの誤
差の総和が得られる。
② 出力データの誤差が最小になるように各中
間層のパラメータを求めるためには、まず初
めに、最終段階の出力データによる誤差の微
分を計算する。
③ 次に、一つ手前の中間層へ戻り「②」を用
いることで一つ手前の中間層のパラメータが
決まる。
④ ③を繰り返す。すなわち一つ手前の層の出
力データで誤差を微分していき、これを入力
層へ到達するまで実行する。
このような手法でパラメータが決定されるアル
ゴリズムは、出力層のうしろから誤差が前へ逆伝
播していくように計算されるため「バックプロパ
ゲーション」と呼ばれています。かなり簡略化し
て説明しているために、具体的な手法や計算は参
考文献をご覧ください３）４）５）６）。

４．ディープラーニングを物理学からみた場合

このようなニューラルネットワークに基づく機
械学習、さらにはディープラーニングを情報理論
的な側面から見た場合、情報理論と物理学との関
係性を用いることで、機械学習を物理学へ応用す
る研究が近年多くみられるようになってきていま
す。これらの関係性をヒントに、ディープラーニ
ングが相転移や超弦理論へ応用できる理論的なメ
カニズムが物理学的または情報理論的に解明され
ることが望まれています。情報理論の観点から機
械学習をみると、基本的にはシャノンの情報エン
トロピーを出発点とし、機械学習の結果、統計的
に生成確率が生起されるところに着目し、理想的
な確率が得られる場合のエントロピーと実際の学
習後のエントロピーの差を「相対エントロピー」

としてとらえることができます７）。相対エントロ
ピーには学習で決定されるパラメータが存在し、
学習でパラメータを決定することで相対エントロ
ピーを「汎化誤差」とみなせます。一方、実際に
は、理想事象のエントロピーは誰にも分からない
ので、その場合、学習後のエントロピーの差を
「経験誤差」と呼びます。現在、これらの汎化誤
差と経験誤差の関係性（不等式）が導かれていま
すが、その関係性のみでは、現実的に特にディー
プラーニングがうまくいく結果をリーズナブルに
説明することは困難であることが知られています。
汎化性能の保証を数学的に示すことができれば、
機械学習と物理学との関係性が鮮明に見えてく
る可能性があると期待されています８）（論文等の
文献も８）を参照）。私は、過学習を防ぐための
Dropout などの操作を、自発的に発生する（すべ
き）メカニズムだとし、物理学的にディープラー
ニング理論の中に構築することができれば、汎化
の謎に少しでも近づくことができるのかもしれな
いと考えています。
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