
1轟水谷研究室 （鈴木）

人工知能AI（主にDL）と機械工学（および医療）を掛

け合わせた研究をしています．

DL 機械工学 DL 医療画像診断 脳科学 機械工学

方針

⚫ ディープラーニング（DL）や脳科学の知見を使って

機械工学（および医療）の問題をうまく解く

⚫ 機械工学の知識をもつAIエンジニア（現在はとても

希少）を輩出する
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ディープラーニング
（DL）とは
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Input

DLによる画像認識の例

中央の層 出力に近い層入力に近い層

画像

ディープラーニング（DL）とは

AIにも関与する機械学習の一技術

脳を模した複雑な関数を用いる

画像識別、音声認識、翻訳、医療、

将棋、囲碁、自動運転に適用され成功

馬
猫
犬
鳥

DLとは

人工知能機械学習

DL

DLの包含関係

脳の神経回路を模倣 神経細胞



4DLは本格的な実用期を迎えた

国際大会ILSVRCの
優勝スコアの推移

http://image-net.org/challenges/talks_2017/ILSVRC2017_overview.pdf

■DLは重要な科学技術と国際的に認められた

2012年のDLによるブレーク
スルー以降すべてDLが優勝

人の誤答
率を下回る

誤
答
率

■画像認識の誤答率

• これまでに何度もブームと停滞を繰り返し

「科学と呼べない眉唾技術」とみられることも多かった

• 一方，近年のDLの多分野での成功から

「国力を左右する重要な科学技術」という不動の評価を確立した

• 現在は，各国の産業界/学術界が競って研究開発しており

本格的な実用期を迎えた

2011年以前はDLでない技術が優勝

http://image-net.org/challenges/talks_2017/ILSVRC2017_overview.pdf


5研究背景：近年猛威を振るうDLの躍進

猫と人の特徴を持つ画像

2013年 Google

画像内の猫や人を認識するDLを発表
→「Googleの猫」として注目を集めた

Quoc V. Le, Building High-level Features Using Large 

Scale Unsupervised Learning, Proceedings of the 29 th

International Conference on Machine Learning, 2012.

2017年 スタンフォード大学
皮膚画像から皮膚がんを検出するDL

皮膚科医と同精度
→ DLの医療への適用が急加速

A. Esteva, Dermatologist-level classification of skin cancer with 

deep neural networks, Nature Letter, Vol. 0, 2017.

皮膚がん？ ほくろ？

2016年 Google

翻訳にDLの一種であるリカレントニューラルネットワークを使用
→ フレーズごとでなく、文全体を扱うことで、自然な翻訳を可能に

Yonghui Wu, Google's Neural Machine Translation System: Bridging the Gap between Human and 

Machine Translation, arXiv:1609.08144, 2016.



6ディープラーニング（DL）の何がすごいのか？

音
声
波
形

顔
写
真

振
幅

時間

推定

性別
年齢
心情
など

人間やDLは これら を概ね正しく推定できるが，他手法で

はうまくいかない．例えば「男性らしさ」は言葉や数式で表
現できるものではないことが，推定を困難にする原因．
この「理屈で表現できない特徴」をDLは抽出して推定でき
る．特徴抽出のコツをデータから自動で学ぶ点が強み．



7ディープラーニング（DL）の何がすごいのか？

判別
縦波？
横波？

従来

AI

超音波
センサ

損傷

損傷から
の超音波

超音波検査の際

受信した超音波が縦
波か横波かを判別す
る必要がある

振
幅

時間

超
音
波
波
形

波形用DLを用いて判別（ただし多数のデータ収集が必要）
知識不要，開発短期化，高精度，ノイズに強い

超音波波動方程式（物理法則＝理屈）に基づいて分析して
判別 要知識，開発長期化，低精度，ノイズに弱い

物理学的アプローチ（理屈）で太刀打ちできない
複雑な問題を，DLは人のように直観的に解くことができる
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AI研究の魅力



9AI研究の魅力：少人数でも世界を刷新できる

■一方，ものづくり業界を少人数で刷新することは難しい

⚫ 自動車
⚫ 飛行機
⚫ ロケット
⚫ ジェットエンジン
⚫ 電化製品

■短期間で世界を変えたDL(AIの一技術)のアイデア例

言語処理を刷新したWord2Vec

設計
試作

シミュレーション
実験

運用・保守

大勢による分業．

設計から運用まで
長期間（例：車のフ
ルモデルチェンジ
は約6年周期）．

単語をベクトル（数値）に変換して意味
の足し引きを可能としたことで，言語認
識や機械翻訳が高精度化された．

馬をシマウマに変換
https://arxiv.org/abs/1703.10593

GANによる本物のような画像生成

2つのDLを競わせて学習させることで
DLに画像を生成する能力を付与

線画から元画像を復元
https://arxiv.org/pdf/1611.07004.pdf

「父」－ 「男性」＋ 「女性」＝ 「母」
「王」－ 「男性」＋ 「女性」＝ 「女王」
「フランス」－「パリ」＋「東京」＝「日本」

意味の足し算，引き算の例

https://arxiv.org/abs/1703.10593
https://arxiv.org/pdf/1611.07004.pdf


10AI研究の魅力：高い汎用性

AI×農業 AI×検索技術 AI×音声認識 AI×翻訳

AI×医療診断 AI×創薬 AI×新素材 AI×自動運転

AI×構造検査 AI×構造設計 AI×数値解析 AI×ロボット

AI×金融 AI×保険 AI×経営 AI×投資

ある適用先で技術革新が起きると他に波及 AIは持続的に急成長

例えば の経験を の開発に活かせるAI×医療診断

30年後も生き残る技術は
何か？

今後もAIは進展を続ける
AIに代替される業務も増え続ける

将来的な起業，機械工学ではない分野への就職も視野に！

AI×構造検査



11AIの魅力：AI人材の需要と収入は増加の一途

⚫ AIエンジニアの年収（平均年収.jp ）

⚫ AIエンジニアの不足数は2020年に約4.8万人に（経産省 ）

30代：約780万円～
40代：約1,000万円～
50代：約1,200万円～

https://heikinnenshu.jp/it/ai_

e.html

http://www.meti.go.jp/polic

y/it_policy/jinzai/27FY/ITji

nzai_report_summary.pdf

機械系出身のAI

エンジニアは特
に希少性が高い

当研究室から
輩出したい

https://heikinnenshu.jp/it/ai_e.html
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/27FY/ITjinzai_report_summary.pdf
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当研究室における
現行のプロジェクト



13当研究室における現行のプロジェクト
①超音波波形を分析して損傷情報を抽出するDL

振
幅

時間

超
音
波
波
形

OutputInput
DL

超音波の縦波/横波分類
波源（損傷）の方向推定

超音波センサ

損傷波形用CNN+RNN

OutputInput

網
膜
画
像

眼疾患の有無
視力の推定

②網膜画像から疾患を検出するDL
http://www.ginza.mes.titech.ac.j

p/research/deep_learning_2.html

DL

複数のCNNを結合

※名古屋大学病院眼科学との共同研究

http://www.ginza.mes.titech.ac.jp/research/deep_learning_2.html
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OutputInput

ランダムな熱伝導率分布

低温

高温

熱伝導率を反映
した温度分布

③ DLによる数値解析

低

高
DL

CNN+知識の蒸留

④曲線状繊維を持つCFRPの破壊予測と最適設計

4

69 62 58

75 70 65

50

62

55 60 73 78

30 35 40 42

28 32 34 38

15 22 29 33

DL

出力入力

曲線状繊維
を持つCFRP

どのタイプの
破壊が発生する

か予測
繊維角度行列

繊維引張破壊

繊維圧縮破壊

樹脂引張破壊

樹脂圧縮破壊

1

N

2

繊維角度

※JAXA, 東京理科大学との共同研究

http://www.ginza.mes.titech.ac.j

p/research/deep_learning_1.html

当研究室における現行のプロジェクト

3Dプリンタで
製造可

http://www.ginza.mes.titech.ac.jp/research/deep_learning_1.html


15

⑥ DLによる自動車ボディの空力設計

OutputInput

設計したい部材の条件

⑤ DLによる構造の最適設計

設計領域

外力

低 高密度

剛性を最大化する
材料密度分布DL

CNN

※下図は他研究機関の成果です
https://youtu.be/U38cKk-sxyY?t=55

ボディ形状を変更すると
瞬時に流体解析結果を表示

空力設計をインタラクティブに!

機械学習で流速や圧力をリアルタイム推定

マイスターのエコノーブ車両の
空力設計への適用法を模索中

http://www.ginza.mes.titech.ac.j

p/research/deep_learning_1.html

空気抵抗係数Cd

当研究室における現行のプロジェクト

https://youtu.be/U38cKk-sxyY?t=55
http://www.ginza.mes.titech.ac.jp/research/deep_learning_1.html
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2019年度の
新研究プロジェクト

(A) GANを用いた構造の最適設計

(B) DLによる網膜画像の自動診断

(C)振動触覚提示による超音波探傷

の高精度化



17(A) GANを用いた構造の最適設計

https://www.youtube.com/w
atch?v=2a3U4oHuvlE&t=9s

Gが生成した
アニメ

キャラクター

Gが
生成した
実在しな
い人物

https://thispersond
oesnotexist.com/

Gは Dを欺くほど本物に近い画像を生成する術 を学習
Dは Gの生成画像と本物画像を区別する術 を学習

• 最新のStyleGANは，style情報（髪型，顔の造形や向き等）を数値
化して入力すると，それに基づいた人物を自動生成できる

• GANは，現在最も注目されているDLの一技術
P. 9左段で紹介した通り，GANでは2つのDLを競合学習させる

作り物?

本物?

Style情報
+ 乱数

出力入力出力入力

G
生成
画像G D

https://www.youtube.com/watch?v=2a3U4oHuvlE&t=9s
https://thispersondoesnotexist.com/
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偽物?

本物?
Style情報

出力入力出力入力

G 材料密
度分布G D

材料密度分布を画像と
みなせばGANを適用可

• Style情報を変化させれば，生成される密度分布も変化する
→ 毎回トポロジー最適化を実行しなくても最適密度分布を取得可

低 高密度

設計領域

境界条件，外力，
どの方向の剛性を
最大化したいか等

外力

Gが生成した偽物の
材料密度分布か？

トポロジー最適化法
が生成した本物の
材料密度分布か？

を判定

• StyleGANを含め，GAN技術の適用対象は画像ばかり
→ StyleGANを機械工学に活かす方法を世に示せば画期的
→ P. 15の「⑤ DLによる構造の最適設計」にStyleGANを導入する

(A) GANを用いた構造の最適設計



19(B) DLによる網膜画像の自動診断

• 網膜画像として主にOCT画像
を用いる

• 下記の技術を組み合わせ，
高精度の疾患検知を目指す

✓ Gla（緑内障）
✓ Out（網膜外層異常）
✓ Erm（網膜前膜）
✓ PED（網膜色素上皮剥離）

SLO画像

OCT画像

神経線維層の
厚さ分布

京都大学，CKプロジェクト，眼底光イメージング 本山の山本眼科，名古屋市千種区

眼球の構造
中心窩，Wikipedia

• 名古屋大学病院眼科学との共同研究
• 8000人分の網膜画像を学習し，下記疾患を自動診断するCNN

（DLの一種）を構築する

✓ 最新鋭のCNN

✓ Autoencoder (VAE)

✓ 画像オーグメンテーション
✓ Mix-upなどの正則化技術

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ioPVo53hAhWyxYsBHVi3Cz0QjRx6BAgBEAU&url=http://ckpj.t.kyoto-u.ac.jp/group/oct.htm&psig=AOvVaw2BTfPM0ma7oeq40h67WVGY&ust=1553602811998663
http://y-ganka.jp/902/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%BF%83%E7%AA%A9
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• 本研究はDLを用いない．脳科学寄りの研究
• 現行の超音波検査では，受信波形やそれを2次元画像化した結果
を人が見て診断する → 人は視覚を通して超音波を見る

溶接部超音波送信子 受信子

視覚では検出困
難の欠陥も存在

断面図

波形を
画像化

超音波波形

全画像とも「Olympus, Introduction to phased array ultrasonic technology applications」より引用

(C) 振動触覚提示による超音波探傷の高精度化
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■概要

32個のモータで振動提示

感覚代行の例： 振動触覚を介して音声を認識するVEST

マイクで拾った音声を振動パターンに変
えて着用者に提示．

着用者は，振動パターンと単語の対応関
係を徐々に理解できるようになる．
聴覚を触覚で代行する感覚代行の一種．

• 本研究では，受信した超音波波形を振動に変えて指先に与える
→ 繊細な指先なら，わずかな欠陥も鋭敏に検出できるのでは？

(C) 振動触覚提示による超音波探傷の高精度化

■動画:

■NeoSensoryのホームページ:

https://www.ted.com/talks/david_eagleman_can_w

e_create_new_senses_for_humans?language=ja

https://neosensory.com/vest/

音声波形

画像: depositephotos

振動パター
ンに変換

音声を認識

②波形を模した振動
パターンを指先に提示

①センサで超音波を受信

振動

https://neosensory.com/vest/
https://neosensory.com/vest/
https://jp.depositphotos.com/34663355/stock-photo-calibration-standard-probe-of-ultrasonic.html
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本研究を通して
身につくスキルと
必要な資質



23本研究を通して身につくスキルと必要な資質

■コーディング（現時点での知識は不問）
P.13–15の研究担当学生はみな在学中
なので院生から直接指導可能．
データ処理: Python, MATLAB

DL: Keras, TensorFlow

FEM: ANSYS

■応用数学の知識
線形代数，確率統計学，最適化手法，数値解析
→ 手作業（実験やものつくり）より数学が好きな人に向く

■最先端のDLの知識（GAN, CNN, RNN, HTM）
DL技術の進展は目覚ましく，情報収集が欠かせない
→ 日常的に最新の英語論文を読む必要がある
→ 年間100本の英語論文を読む人は必ず成功する



24本研究を通して身につくスキルと必要な資質

■英語論文の執筆

成果が出たら，学生が筆頭著者となって英語論文（以下，投稿論
文）を執筆することを推奨しています．→ 今年度は5名が執筆．
「奨学金の返還免除申請」や「研究者としてのキャリア構築」のた
めに投稿論文は非常に重要です．卒論と異なり，専門家の厳しい
審査をパスしなければ海外の一流誌に投稿論文を掲載すること
はできませんが，掲載されたときのリターンは大きいといえます．
学生が筆頭著者となることを認めない研究室もあるため，事前に
確認するとよいかもしれません．

■さいごに

人は「価値を感じないもの」，「興味を持てないもの」に対して生産
的になれません．「修士を含めた3年間」を注ぐに値する研究室を
見つけ，生産的に活動することで代わりのいないエンジニアに
育ってもらえたら幸いです．そのために，見学会では気軽に何で
も質問してください．



25所有している書籍やコンピュータ

DL用のGPU付き計算機を例年2

～3台購入しています．
また数値解析用PCも多数所有し
ています．

所有コンピュータ一覧表
https://todomizulab.wixsite.com/mysite/blank-3

特に初心者向けの書籍を多数
所有しています．
学生が希望する書籍など毎年
20冊ほど買い足しています．

所有書籍一覧表
https://todomizulab.wixsite.com/mysite/blank-3

書籍 計算機

https://todomizulab.wixsite.com/mysite/blank-3
https://todomizulab.wixsite.com/mysite/blank-3

