
Deep Binary Tree
実装可能な機械動作予測システム 
統計解析ツール

 
株式会社エイシング 

～AI+Singularity(AI技術転換点)～



Deep Binary Treeとは①

機械制御発のAIプログラムです。 

機械動作を動的に予測する為に、 
軽量かつ高速。 
来るべきIoT時代の決定版。 

高精度な学習を得意とします。 

動的な学習、オンライン学習が可能
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DBTアルゴリズム概要図 船舶モデルでの実証実験

• パラメータ調整なし
• 実装可能な機械動作予測器
• 機械制御系分野の学習スピードが速い 
• 学習アルゴリズムファイル＝約４０KB 
• 獲得学習ネットワーク＝３MB～５０MB

世界初

世界最速

軽量実装

Deep Binary Treeとは②
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自動補完・自動ノイズ除去

逐次学習（オンライン学習）

オーバーシュートしない

局所解に陥らない

Deep Binary Treeとは③



Deep Learningとの比較

DLは認識を司り頭頂葉的な働きに近く、 
DBTは反射的な反応ができる小脳的な働き

DL DBT
入力数 多い 少ない

メンテナンスコスト 高い 低い
学習速度 遅い 速い

プログラムの大きさ 大きい 小さい
複雑タスクへの対応 可能 不向き

学習精度 メンテナンス次第 メンテフリーで高精度
追加学習 静的な対応 動的な対応

得意分野 画像認識・処理、音声認
識、自然言語処理

機械制御、統計解析、予測
制御



Deep Learningの得意とするところ

画像処理は非常に得意 
入力が数万～数百万でも対応
が可能 
（DBTの入力数は100まで。よって、
画像の解析には使えません） 

一度学習済みであれば、瞬時
に認識することができる。 
囲碁で名人に勝利した様に複
雑な条件や難解なタスクもこ
なす事ができます  

テスラの自動運転デモ

顔認識



DLはパラメータ調整が必要
DLは過学習問題や、局所解
問題が発生しやすく、精度を
出すためにDeep Learning
のエンジニアがより適切な学
習用のデータ選別や、パラメー
ターの調整をする事で精度を
保ちます。 

この作業に経験の深いDeep 
Learningのエンジニアの争
奪競争が始まっており、年収
は高騰中

チューニングを半自動化する為のActive Learning

DLの学習は非常におおきな計算コストがかかる 
（画像はXeonとグラフィックボードの学習速度差）



DLは動的学習が困難
NN(ニューラルネットワーク)は経験データを一
度ニューロンモデル化を行っています。 

またニューロンモデル化された際にシナプス
（ニューロン同士の繋り）の重み付けを構築し
ます。 
このプロセスに、ものすごい計算量と、時間が
かかってしまいます。 

NNでは一度ニューロンモデルが出来上がった
所に学習をさせると、忘却が発生してしまい、
過去の学習が軽視されてしまう傾向がありま
す。 
平均化した学習を行うならば、学習データを予
め結合したデータを使って学習し直さなければ
なりません

ニューロンモデル  
線の太さがシナプスの重み

①物をつかむ学習を予め行う
②缶を掴む強化学習をすると缶に
最適化されていく
③でもビンはほとんど掴め
なくなってしまう
→NNの忘却



動的学習が可能ということは

例えば電車のエアコンにAIを搭載した
とします。 
25度に室内温度を保つ設定にしたとし
ます。 

通常なら、温度計で測ってどれくらい
稼働するかのみの単純な動作になりま
す。 

温度を変えてしまう要因は様々で、 
・季節による温度変化 
・駅による乗客利用量の差異 
・日中や日没後の温度差 
・天候の変化による温度変化 
等室内の温度を変化させてしまう外因
が存在します。

AIを搭載した電車のエアコンではこの様な
外因を学習し、温度が下る前にアクション
を起こす事も可能になり、室内温度をより
適切にコントロールできます。 

設定温度に最適化も可能ですが、使用電気
量をモニタリングできれば省エネを重視し
た学習も可能です 

また天候という比較的ランダムでいつ発生
するかわからない外因も、動的学習が可能
であれば、最初の数分は外れるものの、学
習が追いつけば適応することが可能です。



AI比較

Deep Learning SVM

最近傍探索法 DBT



DBT技術概要①

図1.力学系学習木

1. ある状態の測定データd = (d1,d2)が入る 
2. 次の状態の測定データd’=(d1,d2)が入る 
3. 対象セルに遷移ベクトルの平均をとる 
4. 遷移ベクトル D=d’ - d が出来上がる

ノイズ除去機能
予測は遷移ベクトルを学習した中で
最下層のNodeのベクトルで予測を行う

①対象のDataがある時
　右図の2階層のNodeで予測する

②対象のDataがない時
　1階層の他のベクトルの平均で予測する

学習理論



DBT技術概要②
単振動振り子運動の軌道学習 

DBTは追加学習の例として１レ
コードずつ与えて学習をさせる 

学習データが少ないときは予測
データは粗いが、 

学習データが十分な量になった
際は予測データは高精度になる 

学習過程の図の通りDBTにデータ
を与えていない箇所においても、
DBTの持つ自動補完機能によって
高い精度が実現できる



ボートを使った教師付き学習
1. 船に加速度センサーや、位置センサー等のセ

ンサーを複数個搭載します 
2. このボートを10分間操船します。 
3. センサーから得たデータをDBTに学習させま

す。 
4. この船の運動方程式と同等の学習データを得

る事ができます 
5. この時点で、10ミリ秒単位のレスポンス時間

で船体の制御の8秒先まで高精度な予想ができ
ます。 

6. 仮に船体を手で押しのけても、その次の瞬間
に、新たな8秒先までの予測ができるので、突
発的な事故を回避する、船体を元の航路に戻
す事が可能になります。

学習

DBTでは、オーバーシュートしない、
学習上の精度が悪くなる要素が無い
ため十分な学習データがあれば高い
精度が保てます



船体制御の技術概要①

    

 

重力，浮力 
水面抵抗

駆動力 
（スラスター）

波力 
風力

フリーダイナミクス加速度動力系加速度 外乱

重力

外乱 
（波力，風力）

 

 

計測できる その場で推定 
する必要がある 
（要学習）

その場で推定 
する必要がある 
（要学習）

 
駆動力

浮力

水面抵抗



船体制御の技術概要②

浮かべるて動かす

DBT
相対速度 
ベクトル

相対加速度 
ベクトル

無波無動力時に生じる加速度データを学習 
（約20分ほど）

 

入出力の対応関係を学習

小型実験機

水槽
   

 



船体制御の技術概要③

予測開始点からの予測
（推定）結果

実際の運動予測開始点

     について8秒程度の予測（推定）ができた．自動操船の
制御周期は10ミリ秒程度であることから，十分な性能である．



船体制御の技術概要④

実機位置・・・モーションキャプチャーシステムにより測定値 
推定位置・・・水中カメラによる推定値

位置 速度 加速度

• 水中カメラにより，ほぼ正確に実際の位置情報が得られている 
• 船体が押されても初期位置付近へ戻ることができた



筋電センサーへの応用
筋電センサ（EMG）を用いて， 
様々な力み方における腕の筋電状態を計測

SVM DBT

学習誤差数 879 735

学習誤差率 23.8 % 19.8 %

筋電入力
小指伸筋 総指伸筋 腕撓骨筋 肘筋 上腕二頭筋 上腕三頭筋 力の入れ具合
0.2234848 0.148401 0.48292 0.428829 0.2930 0.1490 0.28321
0.394952 0.22384 0.5499200 0.420023 0.1011 0.2828 0.3432
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
学習

分類正答率
96.7%



油圧制御への応用
熟練者の機微を機械学習させ、より効率の
良い制御、無理のない動き
温度条件への柔軟性 

油圧制御は温度条件による特性の
変化にも対応が可能

パラメータ調整不要 
既存AIの内部パラメータ調整にあ
たる作業が必要ない

学習

熟練者に作業をしてもらう 操作アシストを受けることができる
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