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研究者の公募をきっかけに「日本人初」を連発．
厳しさも成果につなげていった

●�現在手掛けている研究についてお聞かせください．
一言で言うと，機械学習技術の研究をしています．最近

ではより広い意味で用いられるようになってきたAI（人工
知能）について，当初は機械学習を中心にコアとなる理論
の研究から始め，それをビッグデータやIoT（Internet of 
Things）等と関連付けながら応用，実用化に発展させて
いく，といったことを20数年間行っています．

機械学習技術は，例えば，猫の写真を見たときに，これ
は猫だと認識できるように見分け方を教える学習に相当す
る文字認識をはじめとしたパターン認識技術や，猫とその
ほかのモノの共通点や違いを自ら判断する学習に相当する
データ分析の基本処理であるクラスタリング等の技術で
す．現在の情報社会にちなんで言うと，パターン認識のみ
ならず，より一般的には，データの背後にある潜在情報を
抽出するための技術といえます．特に私の専門である統計
的学習では，確率モデルとしてデータの生成過程をモデル
化して観測データからモデルを学習し，このモデルを介し
て潜在情報を抽出します（図1）．
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統計的機械学習では，観測データの背後にあるデータ生成過程を潜在変数を
含む確率モデルを仮定し，観測データから確率モデルを学習することにより，
モデルのパラメータおよび潜在変数を学習（推定）する．潜在変数を介して，
観測データから隠れた情報を抽出する．

図 1 　統計的機械学習技術
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ビッグデータ分析で人 ・ モノ ・ 情報の流れの
近未来予測を実現．プロデュース力で差をつけろ

平成28年版総務省情報通信白書によると，ICTの積極的な利活用によ
り，日本の経済成長は加速し，その中核となるのはAI（人工知能）を活
用したIoT（Internet of Things）であり，ビッグデータの収集 ・ 活用が
キーとなると記されています．こうした展望を受け，機械学習の研究に期
待が高まっています．日本のみならず世界初の分析や技術を続々と発表す
るNTTコミュニケーション科学基礎研究所上田修功フェローに，研究活
動における重要な視点と研究者としての姿勢を伺いました．
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現在は，NTTの機械学習 ・ データ科学センタの代表と
して，corevo®と称されるNTTのAI技術のうち，機械学習
技術を現実世界の中で活かしていけるよう研究 ・ 開発を進
めています．具体的には，不測の事態によって引き起こさ
れる混雑を環境知能と呼ばれる技術で予測をし，リアルタ
イムで先行的に情報を提供することで，人や交通の流れを
スムーズにさせることができ，例えば迅速な避難誘導を可
能とするような研究 ・ 開発です．ここで応用されている技
術は，時空間多次元集合データ分析というもので，特に，
不測の事態に対応できる誘導技術はまだ世界でも実用化さ
れていない技術ですのでチャレンジングな研究テーマでも
あります．そして人流 ・ 交通流に代表される時空間データ
を対象とした分析技術を時空間多次元集合データ分析と命
名し研究開発を行っています（図 2 ）．

従来の技術では，混雑等の事象が「いつ ・ どこで発生す
るか」といった時間と空間までを特定した近未来予測は困
難でした．私たちが開発をめざす「時空間多次元集合デー
タ分析技術」では，過去の一定期間のビッグデータから，
数時間程度先に起こる事象の発生時期（時間）と場所（空

間）を近未来予測します．加えて，IoT時代が本格化する
中で，大量の各種センサなどから得られる情報を，リアル
タイムに観測 ・ 分析 ・ 予測 ・ 情報提供（誘導）を反復する
ことで最適化を行い，混雑そのものの回避や，イベントの
際の通信量制御，混雑度に応じた交通制御，ショッピング
モール，空港等での来客誘導等に役立てることをめざして
います．
●どのようなきっかけでこうした研究テーマを手掛けるよ
うになられたのですか．
きっかけは，今からさかのぼること20数年前のNTT研

究所内での研究者公募です．当時，AIのブームの影響もあ
り，NTTコミュニケーション科学研究所（当時は「基礎」
という冠がついていない時代です）の公募(人工知能研究)
に応募しました．京阪奈に初めてNTTの基礎研究所を設
立することになり，若い研究者を全研究所に求めたので
す．当時の私はコンピュータビジョンの基礎研究で線図形
からの画像解析というテーマに取り組んでいましたが，統
計的学習理論に興味を持っていました．当時取り組んでい
た画像処理の研究は，画をきれいにするとか図の輪郭を
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データ分析には現状分析もしくは予測という軸と，単一データもしくは複数（多次元）データという軸で
整理できる．従来のデータ分析は主に，単一データでの現状分析および予測であった．IoT時代では，
多種多様なセンサから時々刻々情報が得られる．時空間多次元集合データ分析とは，こうした時間と空間
に紐付いた多次元時空間データから新価値を創出するための技術である．すなわち，“いつ，どこで，何が
どうなる？”を多次元ビッグデータから推定することで新価値創出をめざす．

図 2 　時空間多次元集合データ分析
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はっきりさせる「処理」に焦点を当てていました．しかし，
本当に知りたいのは，画の形ではなくその対象物が何であ
るかという「理解」でした．そこで，それを実現するため
に，もっと理論的なことができる機械学習という分野へ移
ろうと決意して研究企画を携えて志願しました．

機械学習は1970年ごろにAIの１つの分野として誕生
し，1980年代にはその技術の１つとしてニューラルネッ
トワークが大ブームになり，さまざまな応用分野で用いら
れていたのですが，数年後にはブームが去ってしまったの
です．その反動からか，その後，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きました．そし
て，私が基礎研究所で研究をするようになり，2年後に転
機が訪れます．手掛けてきたベクトル量子化の研究が賞に
結びついたことで，そのご褒美ということもあり，海外研
修へのパスを手にしました．

そして，新たな研究テーマを立ち上げ，難関とされてい
る機械学習のトップ会議NIPSにチャレンジし，日本人と
して初めて論文が採択され，研究成果を発表する機会を得
ました（図 ₃ ）．これも当時の所長が「お前たちのグルー
プはわけの分からない，あまり役に立たないことをやって
いるな」の言葉を返上しようと奮起した結果です．

その後，NIPSでの論文をきっかけに，ニューラルネッ
トワークの世界的な権威であるジェフリー ・ ヒントン先生
からトロント大学へ来ないかと声をかけていただき，ひと
月ほど滞在することになったのです．

ヒントン先生は「統計や数学はあまり好きではない」と
いった話はしてくれますが，期待に反し，直接，研究指導
をしてくれるわけではありませんでした．しかし，結果は
出さないといけないと思い，私は夢中になって取り組みま
した．この１カ月で成果が出なければ，先生とのつながり
も終わることを覚悟しなければならないほどの危機感を
持っていました．何としてでも成果を上げようと寝食忘れ
て研究に励み，そのときの成果が再度NIPSに採録される
研究のタネになりました．　

当時はそれ自体何の役に立つのか分からなかったのです
が，その成果をヒントン先生に再度評価していただき，ヒ
ントン先生が新たに立ち上げた英国UCLの研究所に呼ん
でいただき，最初のビジターと言ってひやかされたのを思
い出します．

その後，さらに研究を発展させて音声認識の分野で音声
認識のモデルを効率化 ・ 単純化する技術に着手しました．
この研究は，当研究所の音声認識の研究者との共同研究で
すが，その成果は関係各方面から評価していただき，さま
ざまな賞をいただいたのですが，その中心となるのは基礎
理論研究でした．そして，今考えてみれば，若いころにやっ
てきた理論系の研究の蓄積が現在の研究の礎となっている
のだと実感します．当時のリーダーの反骨精神，当時の所
長の厳しい言葉，チャレンジさせてくれたグループリー
ダー，NTTコミュニケーション科学基礎研究所の存在や
ヒントン先生が与えてくれた環境が今の私につながってい
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尤度関数に対するEM法（従来法）と確定的アニーリングEM（DAEM）法の比較．EM法では初期値の近傍
の局所最適値に収束している（最左図）が，DAEM法では，温度パラメータ（β）に依存する負の自由エネルギー
の最小化問題として定式化され，温度変化とともに尤度関数の大域的最適値（最右図）に収束している．

図 ₃ 　NIPS論文概要
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ます．

どんなテーマを持つかプロデュース力がカギ．
着実に出会いをかたちに変えていく喜びを満喫

●優れた先達との出会いや難関国際会議においての発表の
裏には，そんなドラマがあったのですね．
こうした経験を経て，それまでの狭い範囲の研究から活

動はどんどんと広がっていきました．1990年代後半に機
械学習を投入しようという動きもあり，NTTレゾナント
のポータルサイトgooにおいてニュース記事の分類などに
私が開発したテキストの多重トピック分類技術が実用化さ
れました．そして，2005年あたりにデータ工学の権威，
喜連川優先生と出会い，先生の研究のサブテーマリーダー
というかたちで内閣府の最先端研究開発支援プログラム

（FIRST）に携わることになりました（図 ₄ ）．
この研究プログラムは日本の全研究分野から30人の研

究者が選ばれます．唯一，情報工学分野で選出されたのが

喜連川先生でした．メインテーマは超高速なデータベース
で，それを実現できたとしたらどのような分野に応用でき
るかというサブテーマを任せていただいたのです．機械学
習の研究分担者10人余りとともに，私が主となって取り
組んだのが医療分野におけるビッグデータ解析です．九州
大学病院の先生とともに看護師の行動を自動認識し，その
活動が患者にどのような影響を与えるかの分析に挑みま
した．

看護師の行動を自動認識するのは非常に難しいものでし
た．走るというようなおおざっぱな動作の認識は簡単にで
きるのですが，問診や採血といった比較的静かな動作を，
日常の看護業務に差し支えない範囲で，看護師に装着され
た数個の加速度センサからの自動認識という制約でしたの
で，従前の機械学習技術を適用しても実用に供する精度が
出ず，病院の先生方から「機械学習とはこの程度のもので
すか？！」という声も聞こえてきました．そして，この状
況では論文にはならないと分担の先生も次々と本研究から
離れていきました．しかし，私はこの研究の責任者でもあ
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FIRSTにおいて，物理世界で収集されたビッグデータを最高速データベースにより処理し，高度な機械学習技術により分析し，社
会サービスとして社会にフィードバックするサイバーフィジカルシステムのプロトタイプを保健医療，経済，農業分野で実現．
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図 ₄ 　FIRSTの概要
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りましたので，しつこく１年半かけて本テーマに取り組
み，メタ学習という新しい技術をつくり，高精度な自動認
識手法を完成させました．さらに，900万にも及ぶ看護
師行動のデータを分析し，看護師の介入が患者の入退院に
どういう影響を及ぼすかを分析し，世界初のビッグデータ
解析として，ICTによる保健医療の新たな道を拓いたと，
FIRSTの最終評価においても高い評価をいただきました．

また，最近では宇宙物理関連の研究にも携わっています．
本研究では，ハワイ島のマウナケア山頂のすばる望遠鏡を
用いて，100億光年彼方の超新星までの距離を推定，分
析し，宇宙の膨張の歴史を構築するのですが，彼らの抱え
ていた「超新星かどうかを瞬時に，かつ自動的に判別して
データを収集したい」という期待に，機械学習の技術を使っ
て貢献しました．

さらなる超新星のタイプ分類は，まさに現在取り組んで
いるところですが，本共同研究の依頼元である東大IPMU
が，こうした機械学習技術との連携による新たな研究アプ
ローチが高く評価され，天文学史に残る数々の貴重な観測
データを提供しているハッブル宇宙望遠鏡での観測時間を
日本の研究機関として初めて獲得し，データを得ることが
できたということで，感謝されました．

広角な視野を持つすばる望遠鏡と，高精度なねらいをつ
けることができるハッブル望遠鏡を組み合わせて使うこと
ができるようになり，世界をリードできる研究が可能に
なったと大変喜んでいただけました．
●まさに前人未到の地を歩いてこられたのですね．

そんな大げさなことではなくて，運やめぐり合わせが良
いのだと思います．ただ，テーマ，切り口をどうやって見
出し，研究や分析に挑むか，発掘するかという点で功を奏
したといえます．そのためにはどんな人に出会い，何を共
に研究するかといった点をはじめとして，これまでを振り
返って思うことは，簡単に諦めるのではなくて，努力し実
績を残すことで，また新しい機会を生み出しているように
思います．

例えば，喜連川先生に看護師の行動分析を手掛けるチャ
ンスをいただいたように，いただいた貴重な機会を無為に
せず，成果を上げられなければ次の機会はないという危機
感を持っていました．メタ学習の際もギブアップせず，約
２年間泥臭く地道に取り組みました． 

ワクワク感を忘れず一心不乱に論文を読みまくろう． 
地道な努力は未来を拓く

●若い研究者の皆様にメッセージをお願いします．
若い研究者の皆さんには自分の打ち立てたテーマについ

て一心不乱に突き進んでほしいです．誰かの一言や社会の
風潮などさまざまな影響があって心が揺らぐことがあると
思いますが，そこはぶれないでしっかりと自分を貫いてほ
しいと思います．辛口のコメントにひるんでやる気を失っ
たり，逃げないでほしいのです．ただし，責任を感じて常
に張りつめているのではなく，メリハリを持って臨んでほ
しいと思います．ここぞというときは寝食忘れて取り組む
けれど，息を抜くときがあってもいいのです．

基礎研究の場合，極端にいうと，1000のうち，1当た
るかどうかという確率ですから，途方もなく時間がかかり
根気のいることですが，これに耐えられるかどうかがカギ
となります．付け焼き刃な論文は，簡単に書き上げられて
もそれは大きな意義や成果にはつながりません．私も皆さ
んと同様に難関をめざして取り組み続け一喜一憂してきま
した．初めてNIPSにチャレンジし，論文採録通知のメー
ルを受信したときは，心の中で大声で叫びたくなるような
喜びを感じたことは忘れることができません．皆さんにも
こういうワクワク感を忘れないでほしいです． 
●それでは若いときは何に注力すべきでしょうか．

現在，私はこれまでの蓄積を活かして応用的な研究に取
り組んでいますが，これができるのも若いときにしっかり
と基礎技術を培ってきたことが極めて重要だという実感が
あります．基礎は研究全般においても，研究者個人にとっ
ても，大切な存在だと私は考えています．例えば，最近話
題の「AlphaGo」に使われているのは約30年前に考案さ
れた強化学習という技術です．当時はこの技術が囲碁プロ
グラムに使われるとは誰も考えなかったでしょうが，実
際，この技術がなければAlphaGoの実現もなかったわけ
です．時間のたっぷりある若い研究者の皆さんにはこうし
た礎を築くことに挑んでほしいです．蓄積がなければ新し
いものは見えてきません．
●比較的研究に没頭できる時間の多い若いころの蓄積が大
事なのですね．
また，論文は人脈ネットワークづくりにも役立ちます．

私は若いころ論文を通すことをモチベーションにして研究
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していましたが，今はどちらかというと世の中にインパク
トを与えることに直接つながるような研究に挑んでいま
す．ここで実感するのは，やはり連携できる優秀なパート
ナーとの出会いです．優れたパートナーから自身の研究に
興味を持ってもらうにはやはりしっかりと論文を書いて目
立つことが重要です．昔に比べて，現在は論文を検索しや
すい環境がありますから所内の評価よりも外部の評価を得
やすい状況にあります．

そして，新しいアイデアを生み出すためには，さまざま
な研究者と議論をすることも大切です．研究者もそれぞれ
自分の課題を抱えていますから，お互いのためになる議論
というよりは，こんな問題を抱えているといった，お互い
の悩み事を打ち明けるような議論で，これが自身の研究の
ヒントにつながることもあります．こうした本音を聞くた
めには信頼関係を築く必要があるため，異分野連携の際
は，自ら相手のもとへ足繁く通うことにしています．私自
身は要素技術屋です．トンカチやのこぎりといった道具屋
ですよ．価値ある道具となるためには，あらかじめ，どん
な家を建てたら良いかという構想をその道の専門家と議論
しておくことが大切です．先輩後輩などと序列にこだわる
ことなく，新しいことを教えていただくためにどんどん関
係を築きましょう．

研究に必要なのはWhat，論文で大切なのはHow． 
超一流はWhatにこだわる

●最後に機械学習の今後の課題，そしてご自身の展望を教
えてください．
若い研究者の育成はとても大事です．若い優秀な研究者

は非常によく勉強していますから，研究そのものを指導す
るというよりは，その研究分野をどう広げるか，そして活
躍する環境の提供に励みたいと常々思っています．彼らが
伸び伸びと能力を発揮できる場をつくっていきたいです．
かつて機械学習は敬遠される存在でしたが，AIが一般化し
てきた今では追い風が吹いています．しかし，このブーム
もいつかは去りますから，そのときに若い研究者が自分の
研究を継続できるような環境を整えていきたいと考えてい
ます．これはシニア研究者の使命です．

また，さまざまな領域において，研究者が抱えている課
題を解決することに貢献していきたいです．今の私くらい
の年代になると論文を書くよりも具体的な貢献をすること

に価値を感じます．先ほどお話した環境知能，時空間予測
は技術開発にとどまらず，実証実験，さらには実運用まで
実現させたいですね．こうしたインフラ研究は一社独占と
いうわけにはいかず，関係各社と連携を図り，調整をしな
がら着実に進めていく必要があります．言葉で言うと簡単
ですが，実は難しいことです．誰かが自身の利益を追求す
ると連携は壊れますから，協調，競合の適度のバランス感
覚を持つ必要があります．論文執筆だけが研究者の仕事で
はありません．相手の立場に立って物事を考え，連携によ
り，より良い技術を実現することも，経験を積んだ研究者，
研究リーダーに求められていると思います．

論文はもちろんHowが重要ですが，経験を積んだ研究
者の活動において大切なのはWhatです．専門家が興味を
持つのはHowですが，世の中にインパクトを与えるのは
What．その見つけたものが何であるか，何の役に立つの
かを明快に説明できたらその研究は超一流です．実は，私
がそれに気付いたのはつい最近なのです．要素技術屋はお
うおうにしてHowのみに興味がある人種ですので．さら
には，Howの多少の違いはほとんど価値がありません．
また，何にでも使えるといった特徴のないものほど，中途
半端な満足度しか与えられないものです．繰り返します
が，WhatというResultが生み出せなければその研究は世
の中へインパクトを与えられないでしょう．

Uber，ポケモンGO，AlphaGoといった世の中を席巻
しているものはすべて既存の技術の組み合わせであって新
しい技術による貢献ではありません．既存技術の組み合わ
せであっても，世界チャンピオンのプロ棋士に勝てる技術
というだけでインパクト的には強烈です．サービス産業が
支配的な情報化社会では，研究者自身が自分で価値やイン
パクトをプロデュースすることできれば，研究の質は大い
に変化するでしょう．

若い研究者はこういう時代だからこそ，論文は書けても
注目されないことが起こり得るのではないかという危惧が
あります．プロデュース力に関しては若い研究者への指導
も充実させていきたいですね．繰り返しになりますが，さ
まざまな分野の研究者とコミュニケーションを図ることで
プロデュース力は磨かれていきます．


