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達 人に学ぶ課題解決 I Exercises

動運転 の実現へ の適

自動車会社 のモビリティサービスを巡る動き

(¶ )

削毯卿Ю也テスラの画像 デ中夕収集法

2012年 、タクシー配車サービス「mytaxl」 を展開するintelligent
独ダイムラー

人工知能 (AI)の 性能 をどこまで高められるかが、自動運転の実用化 の鍵 となる。
今回 はAIの 育成 に不可欠な画像 データの収集方法について考 える。
12年 、画像認識 コンテ
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と
に
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て
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20ス ト
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ン ト大学のアブ

ムが圧勝 した。一方、米 グーグルの
人工知能 (AI)は 、猫 の概念 を学習
した。 どちらも深層学習 (デ ィー プ

ン(約 320万 km)以 上をテス ト走行
ノ

複雑 な路上の状況を正確 に視認・判

している。このテス ト走行の目的は、

実験車両で同時並行的に学習す るか

用化 には不可欠だか らだ。自動運転

公道上の画像データの収集 とそれに

らだ。70台 の学習内容 はクラウ ド上

実用イとの鍵は画像データにある。

基 づ くシミュレーシ ョン、およびそ

で統合 される。この「共同学習」の成

れ らを通 じたAIの 学習 にある。

果 として、Waymoの AIは 恐 るべ き

グーグルが開発するのはクルマ?

Waymoは 、公道を走 らせる傍 ら、

レはその ことに早 くか ら気
グーグブ

ラーニング)の 手法 であった。

米ゼネラル・モーターズ

2016年 1月 、オンデマンド自動運転配車の共同開発などを目的に、米
国でライドシェアサービスを手がけるLyftへ 5億 ドルを出資。

独フォルクス・ワーゲン

2016年 5月 、世界60カ 国でライドシェアサービスを展開するイスラエ
ルのGettに 3億 ドルを出資。

トヨタ自動車

2016年 5月 、ライドシェア&配 車サ…ビス
「Uber」 を展開する米ウーバー
ヘの出資とともに、ライドシェアに関する協業に向けたMoU(了 解覚書)
締結を発表 (た だし、日本市場は協業の対象エリアから除外)。

学習が短期 間で可能なのは、70台 の

断できるAIの 育成が、自動運転の実

Appsに 出資 (2014年 に完全子会社化)。 2016年 7月 、英国のHailoを
吸収合併し、mytaxiは 欧州1位 のタクシー配車サービスに成長。

独 BMW

米フォード。モーター

2016年 5月 、サンフランシスコでカープール (通 動時の相乗り)ア プリ
「Scoop」 を手がけるScoop Technologiesへ 出資。
2016年 9月 、子会社のFord Smart Mobimyが 、サンフランシスコで
通動用ライドシェアサービスを展開するCha画 otを 買収。

※近年、自動車各社 は、カーシェアリングヘ も相次 ぎ進出している八 ここではカーシェアリングは除いている。
出所 :各 社の リリース記事等から日本総合研究所作成

速度で進化す る。

1000台 の コンピュー タを使 って、
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AutoPilotで 走行中の ドライバーが、
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トがあった。
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できる。それは、AIを 育 てるデータ

DARPA Grand Challenge 2005

DARPA Urban Challenge 2007

台(2009〜 )
Self Dttving Car Projectを 開夕

ラウ ドに蓄積 されるデータを用 いて

法斜 守の どちらを優先すべ きなの

を探す側にすれば、宝の山に等 しい。

米国国防高等研究計画局主催 の口
ボットカーのレースで、砂漠のコース
を5台 が完走。優勝 したスタンフォー
ド大学のみが「機械学習」のアプロ
ーチを採用。

市衝地 を槙 したコースで、6台 が完
た し、自動走行の実現 を印象 づけ
た。優勝は力…ネギーメロン大学と
GMの チーム。2位 は、スタンフォー
ド大とVWの チーム。

2007年 、米スタンフォード大の自動運転の研究を率

AutoPilotを 進化 させようとしてい

か。人は、経験豊富 な人に教 えを請

実 は、自動運転の開発 に注力す る

る点 にある。このシステムを同社は、

うて、自らの判断能力 やスキル を高

欧米の自動車 メーカーは一様 に、モ

めるが、テス ラのアプ ローチには、

ビリティサー ビスヘの進出にも熱心

そのような契機がない。

だ。表向 きの理 由はそれ ぞれだが、

・スラン氏を招き準備開始。2009年 、
いたセバスチャン
米カーネギーメロン大の自動運転の研究を率 いたク
・アームソン氏を招き、プロジェクト開始。
リス
▼
第1世 代の自動運転車を公開 (2011)
プリウスを改造した自動運転車と共に、プロジェクトの
成果を公表。ネバダ州、フロリダ州、カリフォルニア州
で公道走行が認められ、2012年 から公道走行を開始。

のエポック(20帝 2年 )
「ディープラーニング」
LSVRC 2012(画 像認識 コンテスト)
加 トロント大学のヒントン教授らのニ
ューラルネットワーク
「 Supervision」
が 35%の 精度 で物体 を認識 し、圧
勝 した (前 年優 勝 チ ームの 精度 は
1 75%)。

Googie's Cat(AIに よる自己学習)
グーグルが、大規模 ニューラル ネッ
トワークにYouTubeの 動画群 を見
せ続 けた結果、猫 の顔 を自己学習
し、認識できるようになつたと発表。

▼
〉

オリジナルの無人運転車Googie Carを 公開 (2014)
グーグルが独自に開発したハ ンドルのないGoogie
Carを 公開すると共に、公道走行の総延長が100万
マイルを超えたことを発表。
出所 :各 種資料から日本総合研究所作成
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集 には、モ ビ リティサー ビスのプラ

に相当)を 進化 させて完全 自動運転

人工知能技術 の進化 と米グーグルの自動運転の関係
「機械学習」のエボック(2005年 )

テスラは販売 したクルマか ら収集

AIは 進化す る。

「フリー トラーニング」と呼ボ。
レSの 累積販売台数 は、2016
モデノ
年末 で15万 台超。既 に30万 台以上の
レ3も 含 め、今
予約が入 っているモデウ

ll頁

ウーバーが持つデータの価値は?

AIの 育成 に必要なデータの収集 とい
う狙 い も背景 にはあるはずだ と筆者

後 はすべ てのテスラ車がAutoPilot

テ ス ラによるアプ ロー チの限界

を搭載 してい くとい う。近 い将来 に

は、玉石混交のデータセ ットを使 う

は、数十万台規模 のデータが 日々ク

ことにある。な らば、良質なデータ

井上 岳 ― ￨ね kekazu NOUE

ラク ドに蓄積 される こ とになる。そ

だけが集 まって くる仕組 みにすれば
ヽ
―のデータ収
いこ
。優 良な ドライタヾ

日本総合研究所創発戦略センターシエアマネジャー。
「コミュニティ×地方
官尻双方の「水先案内人」として、
倉J生 ×自動遍転」を切り口に、持続可能な社会に向け
たプロジェクトの立ち上tザ や場づくりに従事

のデータを食べ ることで、テスラの

は硯んでいる。

201704日 経 ビッグデータ

も
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出典：『日経ビッグデータ』2017年4月号
日経BP社の許可を得て掲載。無断転載・複製を禁じます。

