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はじめに

　はじめに

筆者が深層学習と出会ったのはふとしたきっかけでした。筆者が経営に携わる、五反田のイベン

トスペースに、ある日、ソニーコンピュータサイエンス研究所の北野宏明所長が遊びにやってきた

ところから始まります。

北野所長といえば、あのAIBOの開発や、2050年に人間のワールドカップ優勝チームにロボッ

トのチームで勝利するという壮大な目標を掲げた「ロボカップ」の発案者でもあります。

その北野所長に勧められたのが、深層学習でした。人工知能というものに昔から興味があり、と

きどき見よう見まねでプログラムを書いては、あまり性能が上がらないことに苛
いらだ

立って投げ出すと

いうことを繰り返していた筆者にしてみれば、当初、北野所長の言っていることは到底夢物語にし

か思えませんでした。

ところがいざ実際に深層学習のプログラミングに挑戦してみると、これがなんと非常に刺激的か

つ、実用性すら感じ取れるレベルまで知らず知らずのうちに進化していたことに驚きました。

特に、2012年以降は、パソコンに搭載されているグラフィックス処理用のプロセッサ（GPU）

を利用することで、比較的小規模な企業や大学の研究室、もちろん個人でもこうした深層学習に挑

戦できるということがわかり、急速なブームを呼んでいます。

筆者もすっかり深層学習の魅力にハマってしまい、毎日のようにネットで発表される新技術や新

発見に心を躍らせる日々です。

そうした深層学習の急激なブームの影響を受け、これを機会にぜひ自分も深層学習による人工知

能プログラミングに挑戦したいという人が次々と現れています。ところが、実際に深層学習をやろ

うとすると、情報があまりに多く、また錯綜しているのと、あまりにも進歩が激しいので、つい半

年前の情報と今現在の情報はまるで違う、ということが起きてしまっています。

これはもったいないので、一度じっくりとまずは落ち着いて深層学習にできること、できないこ

とを学び、同時に機械学習の基礎的な要素から、体系的に機械学習の得手不得手を学べる教科書の

ようなものが切望されるようになりました。

本書はまさしくそのようなニーズを満たすための、深層学習にどっぷりハマった筆者によるガイ

ドブックです。深層学習のプログラミングは、他のプログラミングに比べて実は特別難しいという

こともありません。むしろ簡単なくらいです。本書で紹介する最も簡単なプログラムは、わずか

11行程度です。

そして深層学習の面白いところは、そんな簡単なプログラムからでも、いろいろな可能性を感じ

取ることができるというところです。

本書では深層学習初心者向けに、環境のセットアップから実際のプログラミングまで、まずは簡

単なところから始めて、次第に複雑で高度なところまで解説していきます。
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はじめに

本書では深層学習の分野でポピュラーなChainerというフレームワークとTensorFlowという

フレームワーク、そしてそうしたフレームワークをより簡単に使うための仕組みであるDeelとい

う、3つのフレームワークを横断的に使いながら解説していきます。

深層学習の分野は進歩が激しいので、どれか1つのフレームワークを極めるよりも、複数のフ

レームワークの長所と短所を活かしながら学んでいくほうが結局は理解が早まります。

Chainerは日本企業が開発していることもあり、国内での人気が高く、ミートアップやハッカ

ソンなどのイベントも活発に開催されています。一方、TensorFlowはGoogleが開発していると

いうことで全世界で人気があり、一般的な理論はだいたいTensorFlowで探せば実装が見つかり

ますので、新しい技術がどのようなものか理解するのにTensorFlowを知っておくことは有利で

す。

他にも深層学習の世界にはさまざまなフレームワークがありますが、現在はとりあえずこの2つ

が国内では主流になっています。進歩の激しい世界ですから、もっと新しいフレームワークも出て

くるかもしれませんが、まずはこの2つを押さえておけば間違いないでしょう。

さあそういうわけで、いざ、深層学習の世界に飛び込んでいきましょう。

2016年8月　

清水　亮　
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第 1 章 深層学習超入門

1.1 11行で書ける深層学習AIプログラム

本章では入門として最も簡単なプログラムから紹介します。人工知能、しかも深層学習（ディー

プラーニング）のプログラムというといかにも難しそうという印象を受けると思いますが、実際に

は非常に短く書くこともできます。

リスト1.1▶tiny.py

  1: from deel import *

  2: from deel.network import *   

  3: from deel.commands import * 

  4:

  5: deel = Deel()          フレームワークの初期化 
  6:

  7: CNN = Alexnet()        画像認識用の畳込みニューラルネットワークを作る 
  8:

  9: CNN.Input("deel.png")  画像を入力 
 10: CNN.classify()         画像を認識（分類） 
 11: ShowLabels()           認識結果を表示 

どうでしょうか。非常に短く、簡潔で、全く知らない人でも何が起きているのかなんとなく理解

できそうな気がしませんか？

これはDeelという深層学習プログラミング用の高レベル言語によるプログラムです。言語と言

いましたが、実際にはPythonで書かれたフレームワークです。

まずはこれを例にとりながら理解を深めていきましょう。

1.2 環境のセットアップ

プログラミングに入る前に、大事なことをする必要があります。環境のセットアップです。

実は深層学習プログラミングで一番面倒なのはこれです。とにかく頭が痛くなることは間違いな

しです。

まずは簡単なところから始めましょう。

フレームワークのインポート
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1.2　環境のセットアップ

1
1.2.1　深層学習のためのマシン構成
深層学習のためのマシン構成は重要な問題です。基本的に、ほとんどの深層学習用フレームワー

クはUnix系OSで動作することを前提に設計されています。Windowsは使い勝手が違いすぎる

ので、この手のフレームワークからは対応を敬遠される傾向にあります。

おすすめは、入門用としてはMac、本格的な深層学習を視野に入れるなら、Ubuntuをインス

トールしたPCを用意するべきです。まず手元にMacがあるならMacで入門して、本格的な学習

を始めたくなったら深層学習専用のUbuntu PCを購入するのでもいいでしょう。

自作マシンを作る場合は、いくつかのことに注意が必要です。各パーツごとに注意点を挙げてい

きます。

●	 CPU：できるだけコアが多くて速いもの
	 GPUが性能の肝だと思われがちな深層学習ですが、実はCPUも非常に重要です。というのも、フ

レームワークによっては、GPUとの相性があり、あるニューラルネットワークは得意でも、別の
ネットワークはほとんどCPU任せ、というケースもあるのです。本格的にやるならば、できるだ
け高性能なCPUを所有するに越したことはありません。

●	 OS：Mac	OS	XまたはUbuntu
	 前述のように、多くの深層学習用フレームワークがUnix系OSを前提としているので、Mac	OS	

XかUbuntuがおすすめです。

●	 メモリ：32GB～ 512GB（128GB程度を推奨）
	 深層学習は膨大なメモリを必要とします。32GBではすぐに一杯になってしまう可能性があり、で

きれば64GB、本格的にやるなら128GBはあると嬉しいでしょう。ただしメモリをたくさん積も
うとするとかなりコストがかかってしまいます。

●	 ハードディスク：2TB以上を推奨
	 ハードディスクを意外と消費するのが深層学習の面白い（？）ところです。学習過程のニューラル

ネットワークは一世代あたり数百MBに達します。また、大量の学習データも保存しなければなら
ないため、ハードディスクはいくらあってもありすぎるということはありません。できるだけ速い
ものを速い構成で揃えたいところです。

●	 SSD：240GBくらいでもOK
	 ハードディスクよりもかなり高速なSSDですが、全てのデータをSSDとやりとりしようとすると

壊れやすくなってしまいますので、基本的にデータはHDDに書き出すようにします。従って、
SSDの容量はOSが丸ごと全部入って、最低限のフレームワークを全部入れても半分以上余るくら
いで大丈夫です。
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第 2 章 Chainerで機械学習を基礎から学ぼう 

第2章では、実際にChainerを使って機械学習をしてみましょう。

2.1 最も簡単なニューラルネットワーク

最も簡単なニューラルネットワークを図2.1に示します。

	 図2.1▶入力を2倍にして出力するニューラルネットワーク

1 2Model

これは、1という入力があったとき、2といった出力を返します。つまり、入力信号をそのまん

ま2倍にして出力するという単純なモデルです。

これを学習するプログラムを書いてみましょう。

プログラムリストを以下に示します。

リスト2.1▶simpleModel.py

  1: #!/usr/bin/env python

  2: # coding:utf-8

  3:

  4: import numpy as np

  5: import chainer.functions as F

  6: import chainer.links as L

  7: from chainer import Variable, optimizers

  8:

  9: #モデル定義
 10: model = L.Linear(1,1)

 11: optimizer = optimizers.SGD()

 12: optimizer.setup(model)

 13:

 14: #学習させる回数
 15: times = 50

 16:

 17: #入力ベクトル
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2.1　最も簡単なニューラルネットワーク

2

 18: x = Variable(np.array([[1]], dtype=np.float32))

 19:

 20: #正解ベクトル
 21: t = Variable(np.array([[2]], dtype=np.float32))

 22:

 23: #学習ループ
 24: for i in range(0,times):

 25:     #勾配を初期化
 26:     optimizer.zero_grads()

 27:

 28:     #ここでモデルに予測させている
 29:     y = model(x)

 30:

 31:     #モデルが出した答えを表示
 32:     print(y.data)

 33:

 34:     #損失を計算する
 35:     loss = F.mean_squared_error(y, t)

 36:

 37:     #逆伝播する
 38:     loss.backward()

 39:

 40:     #optimizerを更新する
 41:     optimizer.update()

ではコードを見ていきましょう。最初にimport文でChainerのクラスをいくつか取り込んでい

ます。

  4: import numpy as np

  5: import chainer.functions as F

  6: import chainer.links as L

  7: from chainer import Variable, optimizers

numpyは数値演算用のライブラリで、numpyは長いのでnpという省略形を使うと宣言しています。

さらに、chainer.functionsをFという省略形で、chainer.linksをLという省略形で、それから

chainerのVariable, optimizersをインポートしています。

このプログラムで使うクラスがここのimport文で網羅されているので、Chainerの基本的な概

念について説明します。

まず、Chainerで扱う全てのデータはVariableクラスのオブジェクトに格納されます。また、

Variableクラスに格納されるデータは、必ずミニバッチの形をとります。
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第 3 章 リカレントニューラルネットワークのプログラミング

第3章では単なるフィードフォワード（順伝播）ではない、リカレントニューラルネットワーク

について学びます。実際にリカレントニューラルネットワークの代表的な実装であるLSTM（Long 

Short Term Memory）を使ってみて、何ができるか見極めてみましょう

3.1 入力するたびに答えが変わる
ニューラルネットワーク

畳込みニューラルネットワークはものすごいインパクトを与えました。なにしろ人間よりも正確

に素早く画像を分類することができるのですから。しかしこれは、どこまでいっても静的なネット

ワークです。

畳込みニューラルネットワークまでのニューラルネットワークは、全て、 を満たす関数
を学習するに過ぎませんでした。 がビット列だろうが、画像だろうが、同じ を与えれば常に答

えは同じ になります。

しかしこれは強力な武器になったとはいえ、私達が普通に「人工知能」と聞いてイメージするも

のとはかけ離れています。私達の知っている「知能」は、同じ入力に対して常に同じ答えを返した

りしないからです。

私達は経験し、経験から学び、また、経験から次の答えを導き出します。単なる関数を超えた、

経験を持った人工知能はどうすれば実現可能なのでしょうか。

それに挑むのがリカレントニューラルネットワーク（RNN、Recurrent neural network）と呼

ばれる一連の研究です。

	 図3.1▶リカレントニューラルネットワーク

入力層

内部記憶層 内部記憶層

ニューロン

中間層

出力層

入
力

出
力…

…

…
…
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3.1　入力するたびに答えが変わるニューラルネットワーク 

3

なぜ第2章までに学んだニューラルネットワークが関数のように機能していたかといえば、

ニューラルネットワークが順伝播と逆伝播という2方向の情報の流れしか意識していなかったから

です。

リカレントニューラルネットワークは、ニューラルネットワークの層を一方通行ではなく一部循

環させ、内部状態を持たせることで、同じ質問に時と場合によって違う答えを出すニューラルネッ

トワークです。

リカレントニューラルネットワークの中でも、いまのところ最も扱いやすいのはLSTM（Long 

Short Term Memory）という方式です。

	 図3.2▶LSTM（Long	Short	Term	Memory）

Output
GateInput

Gate

Forget
Gate

LSTMは、層の中に内部状態を持たせ、必要に応じて逆伝播を行うことで学習を行う仕組みで

す。LSTMはあまりに汎用的なので、ChainerでもTensorFlowでも専用の命令が用意されてい

るほどです。

LSTMの面白いのは、連続した入力を与えてやると、その入力の次に来そうな入力を予測するこ

とです。本当にただそれだけの単純なことで驚くほどの効果的な学習ができます。

たとえば「日本経済新」まで入力したら、次に来る文字は「聞」と予測するのです。これがLSTM

のざっくりした動きです。
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第 4 章 TensorFlowを学ぼう

本章ではGoogleの開発した深層学習フレームワークであるTensorFlowを学びます。

4.1 分散計算に適した本格的なフレームワーク
「TensorFlow」

TensorFlowはGoogleが2015年に発表し、あっという間に世界の話題をさらいました。なぜ

TensorFlowに注目が集まったかというと、やはり深層学習の分野では頭一つ抜きん出ている

Googleという会社が、ついに社内でしか使っていなかった深層学習フレームワークをオープン

ソースで公開した、ということに尽きます。

Chainerに比べるとTensorFlowの人気は不動のもので、既に無数のサンプルがTensorFlow

向けに作られています。また、Googleが大規模な分散学習に対応したDistributed TensorFlow

を発表したことでさらに注目を集めました。TensorFlowの特徴を簡単にまとめると以下のように

なります。

● 深層学習の最先端企業であるGoogleが開発

● 全ての要素をテンソルとして扱う

● 数式を定義することでテンソルの流れ（フロー）を定義

● セッションという単位で計算リソースを割り振れる

● GPUとCPUで異なるビルドを使用（Chainerに比べるとやや面倒くさい）

● セッション単位で処理を分割できるため、分散しやすい

	 図4.1▶テンソルフロー
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4.2　TensorFlowのインストール

4

Chainerに 比 べ る と 計 算 式 が む き 出 し な ぶ ん、 煩 雑 に 感 じ て し ま い ま す が、 そ れ で も

TensorFlowの持つ、強力な分散学習機能と圧倒的な学習速度は魅力です。

ではさっそく使ってみましょう。

4.2 TensorFlowのインストール

TensorFlowのインストールはChainerに比べるとちょっと面倒です。まず、CPUだけで実験

するか、GPUを使って本格的に学習するかによってインストールするパッケージそのものが異な

ります。

また、あまりにも新しいバージョンだとサンプルプログラムが一部動かなかったりします。この

あたり、Googleがなぜ放置しているのか疑問ですが、本書ではやや古いバージョンですがとりあ

えず安定して動いている0.6.0のインストールで説明します。

TensorFlowの場合、GPUを使うかCPUを使うかでインストール方法が異なります。

CPUを使う場合はこんな感じでインストールします。

$ sudo pip install --upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/ ｭ

tensorflow-0.6.0-cp27-none-linux_x86_64.whl í

GPUを使う場合はこうです。

$ sudo pip install --upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/ ｭ

tensorflow-0.6.0-cp27-none-linux_x86_64.whl í

ちなみにこれはPython2.7で使うときの設定です。cp27はCPython2.7という意味なのでしょ

う。TensorFlowの欠点は、とにかくGPUメモリをドカ食いすることです。さすが世界一の富豪

企業であるGoogleが開発しただけあって、起動した瞬間からあればあるだけのGPUメモリ

（VRAM）をガンガン食います。他のアプリのことなどお構いなしです。そういうわけで、

TensorFlowを使うと他のプログラムが動かせなくなります。どうも釈然としないものを感じなく

もありません。Chainerの質実剛健さにむしろ惹かれる気さえします。
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第 5 章 深層強化学習　Deep Q Learning 

深層学習と強化学習を組み合わせた深層強化学習は、今最も注目されている分野のひとつです。

囲碁のチャンピオンと言われたイ・セドル9段を下したGoogleの人工知能、AlphaGoも深層強

化学習の成果のひとつです。

本章では誰でも簡単に試せる、ドワンゴ人工知能研究所のLIS（Life in Silico）を例にとりなが

ら、深層強化学習を体験してみましょう。

5.1 強化学習とは？

まず、強化学習とはなんでしょうか。神経科学では、ヒトを含む哺乳類など高等生物は、強化学

習を行っているという定説があります。強化学習とは、平たく言えば「経験から学ぶ」ということ

です。

たとえば、ハツカネズミの実験の話をしましょう。ハツカネズミにバスケットゴールへとボール

を入れさせる実験です。

まず、ボールを触ったときに限って、エサをあげるようにします。するとハツカネズミはボール

を触るとエサがもらえることを学習します。

次に、ボールを持ったまま、小さなバスケットゴールの前に来たらエサをあげるようにします。

ボールを持たずにバスケットゴールの前に来てもエサはあげません。

すると、ハツカネズミはボールを持ってバスケットゴールの前に来るようになります。ハツカネ

ズミがボールを投げたりするのは無理なので、ハツカネズミとゴールの間にスロープを作ってあげ

ます。

そしてハツカネズミがゴールにボールを入れたときにエサをあげるようにします。

すると、最終的にはハツカネズミは自発的にボールをゴールに入れ始めます。

これが強化学習の基本的な原理です。エサのようなプラスの報酬を与えるかわりに、電気ショッ

クのようなマイナスの報酬を与える場合もあります。

ハツカネズミの例は非常に単純ですが、人間なら誰しも似たようなことに心あたりがあるのでは

ないでしょうか。

たとえば、好きな女の子に、こっぴどく振られてしまって、二度と女の子なんか好きにならな

い、と思ったりします。これはマイナスの報酬の強化学習です。失恋してしばらくの間は、恋愛な

んてしたくなくなるでしょう。

反対に、仕事を頑張って給料や職位が上がったり、ボーナスがもらえたりしたら、やる気が出て

もっと仕事を頑張ろうと思いますよね？ これは文字どおりプラスの報酬の強化学習です。

プラスの報酬の場合、同じことをすればもっといいものがもらえる、という方向に強化され、マ

イナスの報酬の場合、同じことを繰り返さないような方向に強化される。これが強化学習の醍醐味
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5.2　DQNとは？

5

です。

強化学習では、プラスの報酬とマイナスの報酬、どちらか一方だけ使う場合もあれば、両方使う

場合もあります。

人工知能の強化学習の場合は、エージェントと呼ばれる存在を想定して、自律判断するエージェ

ントと、報酬を決定する環境との相互作用で学習していきます。

	 図5.1▶バスケットボールをするネズミ（https://www.youtube.com/watch?v=8nuI2RrJTfA）

5.2 DQNとは？

DQN……ドキュン、と読んでしまいそうですが、普通は「ディーキューエヌ」と読みます。

DQNはDeep Q-Networkの略です。直訳すると、深いQネットワークです。ではQネットワー

クとは何か？

Qネットワークは、Q学習と呼ばれる強化学習手法を実現するためのニューラルネットワークで

す。Q学習とは、ある環境 が与えられたとき、行動 を選択する価値を決定する関数 を学
習する方法です。

初期状態では、当然ランダムで始まるわけですが、学習を繰り返すことによって正しい行動を選

択できるよう強化学習していくわけです。
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第 6 章 深層学習のこれから

本書では、ChainerとTensorFlowという、2つのフレームワークを通して深層学習について

学んできました。ところで、本書を執筆している間にも、次々と新技術や新手法が提案されていま

す。とても勉強して実装を紹介するのは間に合いません。それほどの勢いで研究が進んでいるので

す。そこで最終章では、実装はひとまずおいておいて、深層学習がこれからどう発展していくの

か、技術者の視点から考えてみたいと思います。

6.1 名画のタッチを真似する人工知能

上手な絵が描きたいけど、絵心が全くなくて……という人も少なくないのではないでしょうか。

写真の便利なところは、シャッターを押すだけでどんなに絵心がなくてもちゃんとした記録が残

せるところです。

特に最近のスマートフォンに搭載されたカメラは高性能だし、高度な手ぶれ補正や、連射した中

で一番いい写真を自動的に選んでくれるなんていう機能もあります。

しかし、写真ではちょっと生々しすぎる、絵の持つ曖昧さというか、雰囲気がどうしても表現し

たい、ということも少なくありません。

少し前に写真を水彩画風に加工するアプリが流行しましたが、深層学習を使えば同じようなこと

がもっと簡単にできます。

	 図6.1▶スタイル転写によるムンク風の写真（カラー口絵参照）
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6.1　名画のタッチを真似する人工知能

6

図6.1は、写真として入力した画像をムンク風にした絵です。

スタイル転写と呼ばれるこの応用法は、単純な仕掛けながら面白い特徴をいくつも持っています。

簡単に試したいだけならばdeepart.ioというサービスが便利です。

	 図6.2▶http://deepart.io

ス タ イ ル 転 写 のChainerで の 実 装 例 と し てchainer-gogh（https://github.com/mattya/

chainer-gogh）があります。

詳しくは実装者の解説（https://research.preferred.jp/2015/09/chainer-gogh/）を読んで

いただければいいのですが、実装のポイントのひとつは、スタイル行列の作成です。

このプログラムでは、入力として2枚の画像を必要とします。変換したい画像（コンテンツ画像）

と、スタイルのもとになる画像（スタイル画像）です。


