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●これまでのご経歴を教えてください．

大学で通信工学の修士課程を修了した後，1984年に日

本電信電話公社横須賀電気通信研究所に入所しました．画

像処理や画像認識の研究，開発の研究室に配属されました

が，グループのテーマが実用化の真最中で，かつ，新人で

したので会議の議事録を書いたり他の拠点に磁気テープを

運んだりする研究以外の仕事も多くこなしていました．少

しの自由時間に専門書や論文で専門知識を学び，このころ，

「もっと研究がしたい」というハングリー精神が芽生えたと

思います．

その１年後に民営化になりました．「日本電信電話公社」

という表記のついた膨大な数の備品類等に新しいNTTとい

う名称のシールを貼り替える作業に忙殺された日々もあり，

机の下に潜り込んでシールを貼っていて女性社員を驚かせ

て怒られたことも民営化の懐かしい思い出です．そして

R&Dの改革があり，1987年にNTTヒューマンインタ

フェース研究所の設立とともに同研究所に異動になり，コ

ンピュータビジョンの基礎研究を行い，線図形からの画像

理解というテーマに取り組み，統計的学習理論に興味を持

つようになりました．

それから1991年に京阪奈にあるNTTコミュニケーショ

ン科学研究所（現NTTコミュニケーション科学基礎研究所）

の設立とともに同研究所に移り，統計的機械学習の基礎研

究を開始しました（図1）．そして，米国Purdue大学での

海外研修や英国UCLでの短期滞在研究など，この10年間は

非常に研究に没頭できた充実した生活を送っていたように

思います．2010年からはNTTコミュニケーション科学基

礎研究所の所長として約3年間務め，2013年4月に上席特

別研究員になり，同時に新しく設立された機械学習・デー

タ科学センタ（MLC: Machine Learning and Data

Science Center）の代表を拝命しました．同センタは今

年4月にバーチャルな組織として発足し，7月に正式な組

織として立ち上がったものです．上長からも「機械学習と

ビッグデータを結びつけ，NTTにおけるビッグデータ関

連の研究開発への大いなる貢献に期待している」との言葉

をいただき，その重責を実感しています．

上 田 修 功
機械学習・データ科学センタ代表（上席特別研究員）
NTTコミュニケーション科学基礎研究所

研究所横断的な新規センタのリーダとして
ビッグデータの革新的な実用化に挑む
ますます注目を集めるビッグデータ．でもどのように実社会に役立ってい

るのかまだ実感がわかないのも事実．今，ビッグデータ分析の幅広い実用化

を目指して，NTTは大きな一歩を踏み出しています．機械学習研究の第一線

で活躍中の上田修功上席特別研究員にこれまでの研究の軌跡と，ご自身が代

表を務める機械学習・データ科学センタについてお話を伺いました．

図１　機械学習技術とは 
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統計的学習理論に早くから興味を持ち
機械学習の専門家に
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●機械学習とはどのようなものですか．

機械学習は，1970年ごろに人工知能の一研究分野とし

て生まれ，1980年代にはその一技術としてニューラル

ネットワークが大ブームになり，ニューラルネットワーク

はさまざまな応用分野で用いられていました．数年後に

ブームが去り，その反動か，機械学習は，学習理論という

やや地味な数理的な研究として進化していきました．

学習方法には大きく「教師あり」と「教師なし」の2つが

あります．教師あり学習とは，例えば子どもが帽子とボー

ルを見分けるときに，母親が教師となって「これは帽子，

あれはボール」と見分け方を教える学習に相当し，手書き

文字認識などのパターン認識技術に用いられています．教

師なし学習とは，子どもが帽子とボールの共通点や違いを

自分で見て判断する学習で，データ分析の基本処理である

クラスタリング（類似したデータによるグループ化）は教

師なし学習といえます．最近では，SNSでどのような

コミュニティがあるか，ECサイトでどういう購買層がある

かなどさまざまなクラスタ分析が行われています．

機械学習と従前のデータ分析との違いは何か？　例えば

気象を予測する際に，大気の様子がどのように変化して，

こういった雲が形成されて，ということから答えを導くの

はサイエンスですよね．機械学習においてはそうではなく

て，地元の漁師さんが「こういう形の雲が現れると明日は

雨」というような知見を多くの観測から得るのが機械学習

といえます．

根本には原理を使うこともあるのですが，観測データの

背後にあるデータが生まれるメカニズムのモデルを立てて

そのモデルに基づいて将来を予測します．そのモデルは必

ずしも真実である必要はありません．サイエンスが導き出

す理論が必ず真実でなければならないのとは対照的です．

例えば，人間の購買行動をモデル化する際，人間そのも

ののモデル化となると，多分100年かかっても解き明かせ

ないでしょう．それよりも，どのようなタイプの人がどの

ような状況でどのような物を購入したかという観測情報か

ら，人が現実的にどういう行動を取っているのかを分析す

るほうが手っ取り早いわけです．つまりデータ主導という

考え方です．

そういう点で，機械学習におけるモデル化はサービスサ

イエンス（サービスという目的のための科学）といえ，多

種多様な現実データを扱うビッグデータに適しています．

この点が，機械学習技術がビッグデータ分析において有用

視される理由だと思います（図２）．機械学習はさまざまな

研究アプローチがありますが，私自身は，確率モデルを土

台とする統計的機械学習アプローチで研究をしています

（図３）．確率モデルを用いることにより，曖昧な情報も取

り扱うことができ，かつ，確率的に将来の予測が可能とな

り，ビッグデータからの意思決定などに有用な技術と考え

ています．

機械学習はビッグデータ時代以前から研究がなされてい

たわけで，実際，機械学習技術は，さまざまな分野で実用

化されており，例えば機械翻訳でも機械学習技術が用いら

れています．また，NTTドコモの「しゃべってコンシェル」

などの音声認識やポータルサイトの推薦システムなどにも

機械学習技術が要素技術として利用されています．つまり，

機械学習技術は情報処理システムにおける汎用要素技術

といえるでしょう．

人間行動の分析から新たな価値を生み
出すのに機械学習は最適のツール

図２　ビッグデータ時代での機械学習技術の有用性 
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図３　確率モデルに基づく統計的機械学習 
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●機械学習・データ科学センタについてお聞かせください．

現在，「ビッグデータ」というある意味でのバズワードが

世の中をにぎわせていますが，ビッグデータから革新的な

サービスを創出するためのNTT研究所における研究開発拠

点としてこのセンタが開設されました．今まで複数の研究

所に分散していた関連分野の研究者を集めた横断的な組織

です．ビッグデータにもデータ収集・管理，セキュリティ

などさまざまな切り口がありますが，MLCではビッグデー

タの分析という観点で研究開発を進めています．そのため

には，機械学習だけでは不十分で，大規模かつ多様なデー

タを効率的に処理するために，一例としてNTT研究所とベ

ンチャー企業（PFI）が共同で開発した並列分散計算環境

Jubatus（ユバタス）と機械学習技術を融合させて研究開

発を進めていきます（図４）．

私たちのミッションは2つあります．１つは，NTTグ

ループ内外で保有されているビッグデータについてどのよ

うな分析をすれば価値創造につながるかをグループ企業と

一緒に考え，技術コンサルやさらにはその実現に必要な新

技術の開発を行うことです．もう１つは，革新的な汎用

データ分析技術をビッグデータという文脈で創出すること

です．2つのミッションは独立ではなく，相互依存関係にあ

ります．2番目のミッションにおいても，単に学会発表して

終わりというのではなく，現実問題に活用して評価しない

と意味がないと思っています．ビッグデータ時代ではフィール

ドでの評価がより一層重要です．

MLCには現在約20名の研究者が在籍し，決して大人数

ではないですが，NTTグループ企業と今後連携を広げてい

くという意味では実質的にはより大きな組織として活動す

ることになると思います．

●「オープンハウス２０１３」でも同センタは注目を浴びた

そうですが．

6月に開かれた「NTTコミュニケーション科学基礎研究

所 オープンハウス2013」では，MLCの設立目的について

の質問を記者の方からいただきました．また，機械学習が

具体的に近々にどういう分析に使われるのかという点にも

ご注目いただきました．具体的な事例としては，例えば，

NTT研究企画部門の医療プロデューサと連携し，NTT社員

の健康診断データの分析を手掛けています．この分析の出

口として，社員の健康促進，疾病予防に役立てていければ

と考えています．

MLCの特長についても記者の方々から質問がありました

が，前述したとおり，MLCはNTT研究所が得意とする，機

械学習技術，並列分散計算技術，データベース技術，さら

に，CRMやセキュリティ応用技術の技術分野の研究者から

成ります．まさに異分野連携によるビッグデータ分析が

我々MLCの強みです．

図４　機械学習・データ科学センタ（MLC） 
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今春に新設されたセンタの代表に就任
Jubatusと機械学習を融合させた新世
界へ
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●今後の展望をお聞かせください．

ビッグデータ分析の難しい点は，そこから何が生まれる

のかが未知であるということです．例えば，新デバイスの

研究の場合，事前にそのデバイスの仕様が目標値として定

められ，それを実現させれば良いわけですが，ビッグデー

タ分析では，そもそも何をしたいのかという基本的な分析

シナリオ自身も自分たちでつくっていかなくてはなりませ

ん．防災などの社会的課題に貢献できるシナリオになって

いるかどうかが大事です．要素技術だけをいくら磨いても，

そういう革新的なシナリオ感は生まれません．お客さまや

社会とのチャネルが豊富なグループ企業などとよく議論し

て，価値ある重要課題解決に貢献したいですね．

これまでは機械学習の研究者は黒子のような存在として

比較的自由にやってきました．それが今，ビッグデータ時

代になり，急に脚光を浴びて表舞台に立つことになりまし

た．研究者としては追い風ではありますが，その分「何が

できたの？」と成果を問われることになります．真に有用

な成果が出ないと，ビッグデータは単なるブームで終わっ

てしまうでしょう．私たちは今の流れを追い風にして，積

極的に技術を磨き社会貢献を目指す必要があります．

私自身，これまで機械学習の基礎研究に従事し，ビッグ

データを扱ってきたわけではなく，その点では素人同然か

もしれませんが，このビッグデータ時代に，技術をどのよ

うに社会展開させるかをMLCの重要な課題として取り組ん

でいきたいと考えています．

●休日の過ごし方やご趣味を教えてください．

研究者というのは，研究に関することが頭から離れず，

明確に平日と休日を区別できない職業かもしれません．

ビッグデータから新価値を創出するには，価値創出のため

のシナリオが重要と言いましたが，これには想像力が必要

です．専門書では想像力はつかないので，多方面に興味を

持って価値観などを広げたいと思い，さまざまな本を読む

ようにしています．これは趣味といえるのかどうかは微妙

ですね．

私の趣味はゴルフです．実際のコースでプレーするのは

月１回程度ですが，ゴルフ理論については結構書籍やネッ

トで研究しています．学生時代はテニスをしていたのです

が，父や兄の影響もあってゴルフに興味を持つようになり

ました．付き合い程度に楽しんでいたのが，7～8年前から

どうせやるならうまくなろうと本格的に始めるようになり

ました．

ゴルフをしていると「我慢も大事」ということが実感で

きます．始めて間もないころはミスショットすると自棄に

なったりしていましたが，最近は仮に１ホールで失敗して

も，その後挽回できるようになってきました．これは実践

での修練の賜物で，ゴルフ理論だけでは限界があることを

実感しました．それに先ほど，研究者は常に研究のことが

頭から離れないと言いましたが，ゴルフをしているときだ

けは不思議と研究のことを考えない自分がいるのです．ス

トレス解消に良いことだと思いますね．

●若い研究者の方々へのアドバイスをお願いします．

ビッグデータ分析には，シナリオ作成のために想像力が

重要で，さまざまな素養を身につけておく必要があると言

いましたが，それには年相応というものがあって，若い人

がいろいろ手を出して玉虫色になるのもどうなのかなと．

若いときは成果や，それが何に役立つのかはあまり意識せ

ずに，自分の研究分野で「とがる」ことが重要だと思いま

す．今の時代は研究も難しい状況にあって，大学もファン

ドを取らないといけないため，若い人も研究の社会的価値

をうまく主張できないといけませんね．でも，研究が表層

的になると結局は大成しません．若いときには時間と体力

に恵まれており，脳みそもピークのときにどれだけ鍛え上

げておけるかが大事ではないでしょうか．「そんな研究は役

に立たない」という批判にめげずに立ち向かえるのかが勝

負です．もちろん社会のつながりとのバランス感覚は必要

なのですが，「極めてやる」との意気込みを持って一生懸命

に，相当量の基礎を蓄えないと，アイデアだけではすぐに

限界が来てしまいます．「基礎を鍛える」というのは基礎研

究をしている若者へのメッセージですが，応用や開発など

に携わる若者にもそれぞれに「とがり方」があるだろうと

思います．

若くして玉虫色になるな！
自分の研究分野で「とがる」ことが重要

「ビッグデータを一時のブームで終わら
せない」社会的課題を見据えたシナリオ
を練る

一番の趣味はゴルフ
研究のことが頭を離れるひと時


