サイエンスがもたらす
コグニティブ時代のソリューション
いかにして動的ボルツマンマシンは実世界の課題を解くか
「動的ボルツマンマシン」は、
IBM東京基礎研究所で生み出された科学的な成果です。本稿では、この動的ボルツマン
マシンが実世界においてどのような意義があるのかを簡単に説明します。また、
動的ボルツマンマシンという科学的な
成果が、
どのようにして実世界における価値に変わっていくのかを身近に感じていただくために、
3つの具体的な応用事例、
「時系列データにおける異常検知の事例」
「産業用ロボットに職人技を学習させた事例」
「IoTデバイスに知能を持たせ
た事例」を紹介します。

おりです。IBM基礎研究部門の役割

トワークの可能性」
（34ページを参

は、基礎研究をすることで科学技術

照）
［2］に譲るとして、本稿では動

の進歩に貢献することだけではあり

的ボルツマンマシンは何を可能とす

ここ数年、
「人工知能」という言

ません。科学の成果を実世界におけ

る技術なのか、実世界においてどの

葉をさまざまなところで目にするよ

る価値に変えていくこともまた重要

ようなことに役立つのかを実例を通

うになりました。学術的な用語がこ

な使命です。Watsonは科学の力を

して紹介します。

れほどまでにいろいろな場面で見ら

実世界における価値に変えた最たる

れることはほとんどなく、人工知能

例と言えます。

1. はじめに
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2. 実世界における
動的ボルツマンマシンの意義

に対する社会の期待の高さを感じま

動的ボルツマンマシンは、IBM東

す。さまざまな見解があるとは思い

京基礎研究所で生まれた人工知能技

ますが、近年の人工知能の盛り上が

術です。生物の脳が学習する仕組み

動的ボルツマンマシンは、時系列

りの契機の一つは、2011年にIBM

に着想を得て、高度な数学を駆使す

データの予測や異常検知を可能にす

Watson（以下、Watson）が人間の

ることで生み出された動的ボルツ

る技術です。時系列データとは、時

クイズチャンピオンに勝利したこと

マンマシンは、その科学的な意義深

間とともに値が変化するデータで、

だと言うこともできます。Watson

さが評価を受けてNature社のオン

私たちの身の回りに溢れています。

はIBM基礎研究部門で生み出され

ライン誌に掲載され
［1］
、さまざま

例えば、株価の値動きやライフログ

た技術で、人工知能技術の一つの到

なメディアにも取り上げられました。

などが相当します。株価は時々刻々

達点として科学の歴史を刻みました。

この技術の価値は、科学的に意義深

と価格が変わっていきますし、ライ

当初はクイズに答えることしかで

いだけでなく、実世界のさまざまな

フログは心拍数や体温、血圧など、

きなかったWatsonですが、その後、

課題解決に応用できる点にもありま

時々刻々と変化する私たちの生体情

実世界におけるさまざまな課題の解

す。技術的な詳細説明は本号の技術

報を記録しています。

決に応用されているのはご存じのと

解説「拡がる人工ニューラル・ネッ
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時系列データの予測とは、株価の

例で言うと、数ヶ月前から現在まで

学的に意義があるだけでなく、応

は温度センサー、
圧力センサー、
回転

の値動きのデータから明日の株価を

用的観点から見ても優れた特長を

速度センサーなど、多種多様なセン

予測することです。時系列データの

持った人工知能技術であると言え

サーが装備されています。これらの

異常検知とは、ライフログの例で言

ます。

センサーは時々刻々と変化する温度
などの物理量を測定し、時系列デー

うと、健康な状態のライフログを学
習しておき、それと照らし合わせる
ことで、体調に異変があったとき
に現れる生体情報の変化（異常）を

3. 動的ボルツマンマシンの
応用例

タとして記録し続けています。この
とき一部の部品が破損すると、時系
列データの特性が変わることになり

検知することです。未来の株価を予

本章では、動的ボルツマンマシン

ます。この変化を見抜くことができ

測できると適切な投資判断のために

が、どのようにして実世界の課題解

れば、エンジンの故障を指摘するこ

有用ですし、ライフログから異常を

決につながるかを紹介します。まず、

とができます。しかし、破壊的な故

検知できると重大な病気の予防や早

時系列データにおける異常検知につ

障のきっかけとなるような、小さな

期発見につなげることができます。

いて、簡単な事例を用いて説明しま

部品の破損による時系列データの微

このように、時系列データの予測や

す。次に、産業用ロボットに職人技

少な乱れを把握することは、当該分

異常検知ができることはとても有用

を学習させた事例、そして最後に、

野の熟練者にとっても簡単なことで

です。

IoTデバイスに知能を持たせ展示会

はないでしょう。しかしこれができ

でデモンストレーションを行った事

ると、つまり破壊的な故障が起こる

例を紹介します。

前の予兆の段階で異常を検知できる

動的ボルツマンマシンは、特筆す
べき2つの特長を持っています。一

と、
被害を抑えることができます。

つはリアルタイム性があること、も
う一つはとても少ない計算資源しか
必要としないことです。異常検知に

3.1. 時系列データにおける
異常検知の事例

標準的な異常検知技術は、データ
全体を統計処理し、全体の中での特

おいて、即座に異常を検知できると

近年、工業製品は複雑化の一途を

異的な値を異常として検知するのが

いうリアルタイム性は大きな意味を

たどっており、熟練した専門家でも

一般的です。しかし、時系列データ

持ちます。また、わずかな計算資源

異常や不具合を正確に検知するのが

の異常点はデータ全体の統計情報に

しか必要としないという特長は、例

難しくなっています。そこで、動的

は依存しないため、標準的な異常検

えばIoTデバイスに実装する場合な

ボルツマンマシンを活用した時系列

知技術は無力です。従って、故障を

どに大きな武器になります。このよ

データにおける異常検知が期待され

事前に把握するには、時系列データ

うに動的ボルツマンマシンは、科

ます。例えば、自動車のエンジンに

をリアルタイムで分析し、異常が発

図 1. 重りと 3 つのバネの物理シミュレーションの様子
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生した瞬間に検知するような技術が

ムに起きた異常を検知することがで

まざまな生産プロセスの異常検知、

求められます。動的ボルツマンマ

きます。具体的な検知プロセスとし

システムのセキュリティー侵入検知、

シンはこれを可能にする技術と言え

ては、まず正常時の時系列データを

さらに監視カメラの不審者検知など

ます。ここでは、動的ボルツマンマ

動的ボルツマンマシンで学習します。

多種多様な場面で応用できると期待

シンのリアルタイム異常検知への応

そして、学習した動的ボルツマンマ

されます。

用例を物理シミュレーションで紹介

シンに、途中でバネの強さを変えた

します。

データを入力し、リアルタイムで異

このシミュレーションは、重りと

常スコアを計算させます。

3.2. 産業用ロボットに職人技を
学習させた事例

3つのバネで構成されています。バ

図2は、異常が発生する前後の重

産業用ロボットの分野において、

ネの一方は固定され、もう一方は

りの動き（x,y座標）
、および動的ボ

日本企業は世界をリードしています。

中心にある重りとつながっていま

ルツマンマシンによって計算した異

例えば、自動車の組み立てにおいて

す（図1）
。重りはバネの力と自らに

常スコアを時系列データとして示し

産業用ロボットが欠かせないことは

かかる重力で動きます。図1は、シ

ています。ここで注意したいのは、

周知の事実でしょう。自動車産業を

ミュレーションにおけるバネと重力

動的ボルツマンマシンでは最初から

はじめとする日本の製造業が世界を

の作用による重りの動きを示してい

軌跡全体を用いて異常検知するので

リードしてこられたのは、日本が世

ます（シミュレーションの動画は
［3］

はなく、各時点での重りの座標デー

界に誇る産業用ロボット技術による

でご覧いただけます）
。シミュレー

タが逐次的に動的ボルツマンマシン

ところも大きいと言えます。IBM

ションの途中、左下のバネの強さが

に入力され、異常をリアルタイムで

東京基礎研究所は、世界をリードす

突然変わるという異常が発生すると

検知するということです。図2を見

る日本のテクノロジー企業と共同で、

します。これにより、重りは正常時

ると、異常がおきた直後、動的ボル

これまでにない価値を生み出すため

とは異なる動きをします。動的ボル

ツマンマシンが計算する異常スコア

の取り組みを行っています。私たち

ツマンマシンは時系列データをリア

は高くなり、正確かつ迅速に異常を

は産業用ロボットで世界をリードす

ルタイムで学習し予測することがで

検知できていることが分かります。

る株式会社安川電機（以下、安川電

きるので、重りの軌跡（x,y座標）を

当例は異常検知の一つの応用例に

機）のご協力により、産業用ロボッ

時系列データと見ることで、システ

過ぎず、動的ボルツマンマシンはさ

トが抱える普遍的な課題である、ス

異常発生点
80
60

重りの位置（x,y座標）

軸と穴の伱間は
20マイクロメートル
（1ミリの50分の1）

40
20
0
-20
-40
-60
-80
14
12

異常スコア

10
8
6

3〜5度の傾斜角

4
2
0

時間

測定不能の傾斜角があり、
クリアランスが極端に小さい状況での嵌合

上のグラフは重りの位置（x, y座標）の時間推移、下のグラフは異常スコアの時間推移を示しています。
異常発生点の直後に異常スコアは高くなっており、
動的ボルツマンマシンが異常を正しく検知できていることが分かります。
図 2. 重りの位置の時系列データと異常スコア
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図 3. 嵌合タスクの設定

キル動作を自動で獲得するという課

る緻密なプログラミングが必要にな

クロメートルのクリアランスでの嵌

題に取り組みました。

ります。またタスク遂行の精度や速

合です（図3）
（図4）
。これを視覚情

安川電機が研究開発している最先

度を上げるには、試行錯誤によるパ

報は使わずに、力覚センサーの情報

端のロボットアームは、100マイ

ラメーターの調整も不可欠です。つ

のみを使って遂行します（この条件は、

クロメートル（1ミリの10分の1）

まり、ロボットの性能を最大限引き

産業用ロボットが実際に使われる現

の精度で位置合わせができ、また精

出すには、プログラミングする技術

場を想定したもので、現実的で汎用

緻な力覚センサーが搭載されている

者側に豊富な経験と職人芸的なスキ

的な条件と言えるものです）
。この

ため、アームの先端にかかる微細な

ルが求められます。これが産業用ロ

ようにクリアランスが極端に小さく、

力を計測することができます。ス

ボットの抱える普遍的な課題の一つ

また傾きのある状況下での嵌合タス

マートフォンにUSBコネクターを

です。

クは、熟練した技術者であってもプ

挿すときのことを考えてみてくださ

私たちが取り組んだのは、この課

い。私たち人間は大まかな位置さえ

題の解決、つまりあるタスクをこな

確認できれば、後は目を閉じても

すロボットのプログラムをロボット

この未踏の課題を解決するにあた

手探りでUSBコネクターを挿すこ

自身に学習させることです。テスト

り、私たちが用いた武器が動的ボル

とができます。これは、スマート

ベッドとしたタスクは、ロボット

ツマンマシンです。動的ボルツマン

フォンとUSBコネクターを握った

アームにとって重要な基本動作の一

マシンは、多次元の時系列データを

指先が感じる微少な力を頼りに、穴

つである“嵌合（かんごう）”と呼ば

学習することができます。専門的な

の位置を探り、角度や位置を微妙に

れるタスクです。嵌合とは、軸状の

ことになりますが、傾きの量が一定

調整しているからです。このような

部品を他の部品に嵌め合わせること

量を超え、軸の端が穴からはみ出る

人間が無意識で行っている緻密な動

を言います。一見すると簡単そうで

状態では、力覚センサーの静的な出

作が、センサー技術の進歩などによ

すが、クリアランス（2つの部品の

力値のみからでは傾きの方向や量を

り最先端のロボットアームでも実現

伱間）の小ささと、計測不能の傾き

特定することは困難なのです。私た

できるようになってきています。

がタスクを困難なものにします。私

ちは軸から伝わる微少な力を力覚

ロボットに意図どおりのタスクを

たちが挑んだのは、3〜5度の計測

センサーで動きのあるデータとして

行わせるには、熟練した技術者によ

不能の傾きがある状態での20マイ

捉える、つまり時系列データとして

ログラミング不可能なものとされて
きました。

傾斜角5度、
クリアランス20マイクロメートルでの実際の嵌合の様子。
軸から伝わる微少な力を力覚センサーで時系列データとして読み取り、それを動的ボルツマンマシンで処理することで、
傾斜方向と量を推定してロボットアームを自律的に動かし嵌合します。
図 4. 実際の嵌合タスクの様子
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扱うことにしました。これにより静

は、ドイツで毎年開催される世界

イス技術を想像する方が多いでしょ

的な力覚センサーの出力値だけでは

最大級のIT展示会「CeBIT 2017」

う。IoTデバイスはビッグデータを

見えてこない力覚センサー値の特

［4］で、研究成果をデモンストレー

集め、高度な計算はクラウド側で行

徴を、動的ボルツマンマシンは学習

ションする機会を得ることができま

い、計算結果をまたIoTデバイス側

し抽出することができるようになり

した。聴衆は、研究者、技術者はも

に返すというのが一般的な考え方

ました。その結果、傾いている向き

ちろん、ビジネスの最前線で活躍す

かもしれません。しかし過去10年、

と量を精度良く推定することが可

るビジネスパーソン、企業経営者な

収集されるデータ量はネットワー

能となり、測定不能の傾きがある状

どさまざまです。IT展示会は言わば

ク帯域幅の2倍の勢いで増えており、

態での嵌合タスクが実現できました

実世界の縮図とも言える場所であり、

今後もその傾向は継続するという報

研究成果を世に問う貴重な場である

告もあります。つまり、収集できる

と言えます。

データ量と、そのデータを送信する

（図4）
。
この事例は、実世界で課題とされ
ている、熟練したロボット技術者で

私たちはこの機会を最大限に生

際のネットワーク帯域幅の関係に着

もプログラミング不可能なタスクを、

かすため、ドイツIBM CeBIT担当

目すると、高度な計算はクラウドで

最先端の数理科学技術を活用するこ

チーム、マーケティング部門、営業

行うというやり方では立ちゆかなく

とで解決したものです。これは安川

部門、広報部門など、社内の各分野

なることが予想されています。この

電機の持っている最先端のロボット

のプロフェッショナル達と議論を重

ことから示唆されるのは、IoTデバ

技術と、IBM基礎研究部門が持って

ね、想定される聴衆やどのようなと

イス側で何らかの処理、望ましくは

いる数理科学技術があったからこそ

ころに興味を惹かれるかなど、さま

高度な処理をすることができないと、

生み出せた新たな価値であり、大変

ざまな視点から効果的なデモンスト

ビッグデータから得られるメリット

誇らしく思っています。

レーションを検討しました。議論

も限定的になってしまうと言うこと

の末にたどり着いたのは「動的ボル

です。

3.3. IoTデバイスに
知能を持たせた事例
社会で役立つ研究成果を生み出し

ツマンマシンでIoTデバイスに知能

ほとんどのIoTデバイスは、少な

を持たせる」というデモンストレー

い計算資源で動作し、また消費電

ションです。

力も低いことが求められます。近

ていくには、実世界やビジネスの最

IoT は次世代の IT の重要な分野

年、注目を集めている深層学習技術

前線での課題を研究員自らが皮膚感

で、IT業界全体がフォーカスすべき

（ディープ・ラーニング）
は、膨大な

覚として感じ取り理解する必要があ

領域の一つです。IoTという言葉か

計算資源を必要とします。この点か

ると考えています。幸運にも私たち

らは、センサーをはじめとしたデバ

ら、深層学習技術をIoTデバイスに

知能を持った
ロボット

図 5. 写真中央の LED が点灯している小さなロボットが知能を持ち、
自律的に目的地まで向かっている様子

44

P ROVISION No.92 / 2017

図 6. CeBIT 2017 にて海外メディアから取材を受けている様子

適用するのは簡単ではありません。

アからの取材を受け、また海外の

つまり、計算資源が乏しく、消費電

ニュース番組でも取り上げられまし

力の制限も厳しいIoTデバイスに知

た（図6）
。

能を持たせることは技術的に簡単な
ことではありませんが、もし実現で
きれば次世代のインテリジェントな

4. おわりに

ITインフラを実現する上で大変意義
のあることと言えます。動的ボルツ

本稿では、IBM東京基礎研究所で

マンマシンが必要とする計算資源や

生まれた科学的な成果が、どのよう

消費電力は、深層学習技術のそれと

に実世界の課題解決につながってい
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