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Abstract—Since the architecture of deep learning has
many parameters such as weights, bias, and its structure,
we may be faced with a problem that the learning
technology can not be implemented in a real world. The
general deep learning method takes a long time calculation.
Therefore, a new technology for the simplification of
architecture is required. The trained simplified network
should reach the higher classification capability under
the optimal structure. In this paper, we investigate the
Distillation technology proposed by Hinton using AIC to
evaluate the trained network architecture and its accuracy
of classification.

I. はじめに
近年，画像識別や物体検知，画像生成など分野にお

いて，巨大なニューラルネットワークモデルを学習に
使用した深層学習がその精度の高さから注目を集めて
いる．特定のデータセットにおいては，ネットワーク
の画像識別能力が人間と同程度の能力を学習すること
ができることが示されている [1]．しかしながら，そ
のようなデータセットを学習するために使用されるモ
デルは，多くの場合が膨大なパラメタを持つモデルを
使用して学習が行われる．そのような巨大なモデルを
現実的な問題に使用する際はネットワーク設計や長時
間の学習が必要であるため，現実的に利用するために
は，構造を簡易化した学習方法や学習したモデルの構
造を簡易化する手法が必要である．
構造を簡易化した学習方法については様々な研究が

行われている．例えば，全結合層のパラメタ数を減少
させる研究 [2]や，カーネル法を畳み込みニューラル
ネットワークに取り入れ構造を簡易化する研究 [3]など
がある．学習したモデルの構造を簡易化する手法につ
いては，学習した巨大なネットワークにより出力され
る信号を教師信号とした，より小さなネットワークを
学習するDistillation技術と呼ばれる手法がある [4]．本
研究では，Distllation技術に注目をする．構造を簡易化

した学習が行える手法 [2], [3]と比較して，Distillation

技術は巨大なモデルに存在する知識を移すことができ
るため，知識獲得に利用する際により良い学習が行え
ると考えられる．
学習したモデルは，精度の面とパラメタ数の面で総

合的な評価を行う．学習したモデルを評価するために，
様々な情報量規準が提案されている [5], [6], [7]．しか
しながら，深層学習により構築されたネットワークが
多くのパラメタを持つため，比較的に少ない階層で構
築されたネットワークに対して提案された情報量基準
がこのまま適用できるとは言い難い．本論文では，多
くのパラメタを持つモデルに対して，既存の情報量規
準の利用方法について検討する．

II節では，Distillation技術について説明を行う．III

節では，深層学習により構築された学習モデルに対す
る情報量規準の利用方法について検討する．IV節で
は．Distillation技術を使用した検証実験を行い，実験
に対する考察を行い，V節で本論文をまとめる．

II. DISTILLATION

DistillationはHintonらによって提案される手法であ
り，巨大なモデル (cumbersome model)を小さなモデ
ル (single model)に圧縮する手法である．文献 [4]にお
いて，巨大なネットワークが学習した知識の中には，
Dark Knowledgeと呼ばれるタスクに直接関係のない
知識が含まれており，それらの知識を削除することで，
モデルを小さなモデルにすることが可能であることが
示されている．

Distillation 技術を使用した学習では，入力データ
(input data) に対する教師データとして，巨大なネッ
トワークの出力 (probability distribution)と正解ラベル
を 1-of-n 表現したベクトル (1-of-n vector) の 2 種類
を使用する (図 1)．巨大なネットワークの出力を soft

targetと呼び，1-of-n表現したベクトルを hard targetと
呼ぶ．小さなモデルの出力 (probability distribution)と



図 1. distillation model

soft targetの交差エントロピーと，小さなモデルの出
力 (probability distribution)と hard targetの交差エント
ロピーの 2種類の値を重み付けした和を損失関数とし
て使用する．

Distillation技術を使用する場合，式 (1)によって表現
される温度を取り入れた softmax関数を使用して，ネッ
トワークの出力から確率分布を計算する．ここで，zi
は i番目の出力ユニットの出力であり，qiは入力デー
タが i番目のクラスに属する確率である．T は温度で
あり，この値が高いほどよりなめらかな確率分布を出
力することができる．
図 2は Distillationg技術の学習手順を示している．

qi =
exp(zi/T )∑
j exp(zj/T )

(1)

Step 1: 訓練データを使用して cumbersome model

を学習
Step 2: transfer setを使用して cumbersome model

の出力 (soft target)を計算
Step 3: transfer setに対する正解ラベルを 1-of-n表

現 (hard target)に変換
Step 4: transfer setを使用して single modelの出力

を計算
Step 5: soft targetとhard targetのそれぞれに対する

single modelの出力との交差エントロピー
を計算

Step 6: 2つの交差エントロピーの重み付けした和
が最小になるように勾配を更新

図 2. Distillation技術の学習手順

III. 評価法の考察
学習後のモデルは構造面の複雑さと正答率を総合的

に評価する必要があり，様々な情報量規準が研究され
ている．この節では，最初に，情報量規準の１つであ
る Akaike Information Criterion(AIC)[8]についての導
出を行う．次に，AICの利用条件について考え，深層
学習で使用されるような多くのパラメタを持つネット
ワークに対しての適用について考察を行う．

A. AICの導出 [5]

1) 平均対数尤度の導出: データx = (x1, x2, . . . , xn)
を確率変数X = (X1, X2, . . . , Xn)の実現値とする．Xi

は互いに独立であり，真の分布 f(·|θ∗)に従うものと
する．ここで，θ = (θ1, θ2, . . . , θK)であり，‘*’は真の
パラメタであることを示している．パラメタ θを持つ
モデルの対数尤度は式 (2)で表すことができ，式 (2)を
最大化するパラメタを最尤推定量 θ̂で表す．

l(θ) =

n∑
i=1

log f(xi|θ) (2)

ZをXiと同じ分布に従い，X とは独立な確率変数
とした場合，分布 f(·|θ)の平均対数尤度は式 (3)で表
すことができる．平均対数尤度が高いほど分布 f(·|θ)
の分布 f(·|θ∗)に対する近似が良いと言える．

Ez{log f(Z|θ)} =

∫
f(z|θ∗)log f(z|θ)dz (3)

2) 推定誤差: 最尤モデルの平均対数尤度の n倍を
式 (4)によって定義し，式 (5)によって真のパラメタ θ∗

の周辺でテイラー展開を行う．

l∗(θ̂) = nEz{log f(Z|θ̂)} (4)

l∗(θ̂) = l∗(θ∗) + n(θ̂ − θ∗)Ez

[
∂ f(Z|θ)

∂θ

]
θ∗

(5)

+
n

2
(θ̂ − θ∗)Ez

[
∂2 f(Z|θ)

∂2θ

]
θ∗

(θ̂ − θ∗)T

ここで，f(·|θ)は θ = θ∗で真の分布となるため，式
(5)の第 2項は 0となり，式 (6)と定義することで，式
(5)は式 (7)となる．

J∗ = −Ez

[
∂2 f(Z|θ)

∂2θ

]
θ∗

(6)

l∗(θ̂) = l∗(θ∗)− 1

2

√
n(θ̂ − θ∗)J∗

√
n(θ̂ − θ∗)T (7)

J∗ は Fisher情報行列として知られる行列と一致す
る．Fisher情報行列の基本性質として，n → ∞の場合
に式 (8)が成り立つ．

√
n(θ̂ − θ∗) → N(0, J−1

∗ ) (8)



正規分布とカイ２乗分布の関係から，式 (7)の第 2

項を 2倍したものが近似的にパラメタ K のカイ２乗
分布に従うことが導かれ，nが大きい場合に近似的に
式 (9)が導かれる．

Ex{l∗(θ̂)} = l∗(θ∗)− K

2
(9)

3) 真のモデルの尤度と最尤モデルの尤度間の誤差:
式 (2) を θ̂ の周辺でテイラー展開を行い，式 (10) を
得る．

l(θ) = l(θ̂) + n(θ − θ̂)

[
∂l

∂θ

]
ˆθ

(10)

+
n

2
(θ − θ̂)

[
∂2l

∂θ2

]
ˆθ
(θ − θ̂)T

大数の法則から n → ∞の場合，式 (11)となる．

1

n

[
∂2l

∂θ2

]
ˆθ

→ 1

n

[
∂2l

∂θ2

]
θ∗

(11)

=
1

n

n∑
i=1

[
∂2

∂θ2 log f(xi|θ)
]
θ∗

→ Ez

[
∂2

∂θ2 log f(Z|θ)
]
θ∗

= −J∗

l(θ)が θ = θ̂で最大値を取るため，式 (10)は式 (12)

となる．

l(θ) = l(θ̂)− 1

2

√
n(θ − θ̂)J∗

√
n(θ − θ̂)T (12)

この式の θを θ∗で置き換え，期待値を取ることで，式
(13)となる．

Ex{l(θ∗)} = Ex{l(θ̂)− K

2
} (13)

Xiの独立性の仮定から，式 (14)となる．

l∗(θ∗) ≡ nEz{log f(Z|θ∗)} (14)

= Ez{
n∑

i=1

log f(Xi|θ∗)}

= Ex{l(θ∗)}

式 (9)と式 (13)，式 (14)より式 (15)が成り立つ．これ
より，期待平均対数尤度Ex{l∗(θ̂)}の普遍推定量は式
(16)となり，この推定量を一般的に AICと呼ぶ．

Ex{l∗(θ̂)} = Ex{l(θ̂)} −K (15)

l(θ̂)−K (16)

B. AICの利用についての考察
III-A節から，AICを利用するにあたり，3つの条件

を満たす必要があると考える．
まず 1つ目は，仮定より，モデルが真の分布を表現

できなければならないことである．しかしながら，実
際のモデル作成において，真の分布を認知することは
殆どの場合，困難である．このような問題に対して，
Network Information Criterion(NIC)[6]が提案されてい
る．NICでは，学習に使用した分布から学習したパラ
メタは真の分布のパラメタ周辺にゆらいでおり，その
ようなゆらぎを考慮した情報量規準が示されている．

2つ目は，式 (12)より，θ̂が求まらなければならな
いことである．θ̂が求まらない場合，式 (10)の第 2項
が 0とならず，AICを導出できない．確率的勾配降下
法などを使用して，最適解を求めなければならない問
題では厳密な θ̂を求めることは困難な場合がある．こ
のような問題に対しては，Neural Network Information

Criterion(NNIC)[7]が提案されている．NNICは学習し
たパラメタ θ+に対する期待平均対数尤度Ex{l∗(θ+)}
の普遍推定量を情報量規準として使用している．

3つ目は，Fisher情報行列の基本性質を使用して式
(8)を導出できなければならないことである．この性
質を使用するためには，パラメタ数はデータ数 nに対
して通常 2

√
n(高々n/2)までである必要がある [5]．深

層学習において使用されるモデルは，多くのパラメタ
を持ち，パラメタ数はデータ数とは比べ物にならない
ほど大きくなる．この条件により，AICを深層学習に
おいて使用されるモデルに適用するのは好ましいとは
言えない．加えて，NICやNNICの場合，パラメタに
対する損失関数のヘッセ行列や，そのヘッセ行列の逆
関数を求める必要があるため，現実的な問題には適用
が難しいと考えられる．

IV. 実験
この節では，3つの実験を行い，結果をまとめる．1

つ目の実験は，大きなネットワークのMNISTに対す
る正答率の検証実験である．Disitillation技術では，学
習に大きなネットワークを使用するため，大きなネッ
トワークに対してMNISTを使用した学習を行う．2つ
目の実験は，Distillation技術を使用した学習実験であ
る．実際に，Distilaltion技術を使用して小さなネット
ワークの学習を行い，学習後のネットワークと通常の
手法で学習した小さなネットワークの正答率を導出し，
比較する．これにより，Disitillation技術の有効性を検
証する．3つ目の実験は，ネットワークの尤度導出実
験である．Distillation技術を使用して学習した小さな
ネットワークと，通常の手法を使用して学習したネッ
トワークのテストデータに対する尤度を導出する．こ
れより，それぞれのネットワークを尤度とパラメタ数
について比較する．
この論文で行った実験は，すべてMNIST[10] を使

用して実験を行う．MNISTとは，0から 9までの手書
き文字のデータセットであり，各データは 28× 28バ



表 I
正答率 (%)

最小値 平均 最大値 分散
最大正答率 (訓練) 99.75 99.77 99.78 1.1429× 10−4

最終的な正答率 (訓練) 99.71 99.73 99.75 2.1224× 10−4

最大正答率 (テスト) 98.74 98.95 99.15 1.4971× 10−2

最終的な正答率 (テスト) 98.70 98.88 99.03 1.1000× 10−2

イトの画像データと，その画像が示す数字を表すラベ
ルデータで構成される．また，このデータセットは訓
練画像 6万枚とテスト画像 1万枚に分けられている．
今回の実験では，訓練データ画像とテスト画像を合わ
せて，7等分し，訓練データセットと画像データセッ
トを 7組作成し，実験を行った．実験結果として，そ
れらの最小値，平均，最大値，分散を示す．
実験は OS が Fedora23，プロセッサが Intel(R)

Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz，メモリが 16GB，
GPUが GEFORCE GTX1060 6GBの環境を使用して
行った．

A. 大きなネットワークの学習実験
MNISTに対して，大きなネットワークを使用した

学習を行い，正答率を導出する．大きなネットワーク
の構造は，文献 [9]を参考にし，入力層，2層の隠れ
層，出力層で構成される 4層ネットワークとする．2

層の隠れ層は，それぞれ 1, 200個の隠れユニットを持
つ層とする．また，各層は全結合層であり，活性化関
数として ReLU(Rectified Linear Unit)関数 [11]を使用
する．学習は，0.9の固定モーメントとサイズ 100のミ
ニバッチ，0.01の学習率を使用して行い，学習率は 1
epochが終了するごとに 0.998を掛けて減衰させる．学
習は 1, 000 epoch行う．また，各層に dropoutを使用し
た学習を行う．dropoutとは，Hintonら [9]によって提
案される手法であり，一定の確率でユニット出力を 0
にする手法である．つまり，dropoutでは，ネットワー
クを学習する際に，隠れニューロンのいくつかを無効
にして学習を行い，次のパラメタ更新においては別の
隠れニューロンを無効にして学習を行うといった学習
法を繰り返す．これによって，学習時のネットワーク
の自由度を強制的に小さくすることで，汎化能力をあ
げ，結果的に過学習を防ぐ方法になっている．この手
法を適用することで，ネットワークを重み共有した正
則化の効果があることが述べられている．大きなネッ
トワークの入力層に確率 0.3の dropoutを使用し，隠
れ層に確率 0.5の dropoutを使用する．
実験結果として，大きなネットワークの訓練データ

とテストデータに対する正答率を示す (表 I)．最大正答
率とは，1, 000 epochの学習の中でネットワークが示
した最も高い正答率を示しており，最終的な正答率と
は，学習が終了した時のネットワークの正答率である．
同じサイズのネットワークをMNISTのデータセッ

トに対して学習した場合，文献 [4]ではテストデータ
に対して 99.26%の精度を学習しており，文献 [9]では
テストデータに対して約 98.90%の精度を学習してい

表 II
最大正答率 (%)

最小値 平均 最大値 分散
小さなネットワーク (訓練) 100.00 100.00 100.00 0.00
小さなネットワーク* (訓練) 99.96 99.99 100.00 1.5510× 10−4

小さなネットワーク (テスト) 97.66 98.14 98.33 5.3196× 10−2

小さなネットワーク* (テスト) 98.44 98.72 98.87 1.9355× 10−2

表 III
最終的な正答率 (%)

最小値 平均 最大値 分散
小さなネットワーク (訓練) 100.00 100.00 100.00 0.00
小さなネットワーク*(訓練) 99.96 99.99 99.99 1.1020× 10−4

小さなネットワーク (テスト) 97.62 98.12 98.33 5.8310× 10−2

小さなネットワーク*(テスト) 98.44 98.69 98.83 1.5241× 10−2

る．表 Iより，使用したネットワークのテストデータ
に対する正答率は平均 98.95%，最大 99.15%の精度の
ネットワークを学習しており，Distillation技術を用い
るために十分な精度を学習していると考える．正則化
項を導入しているため，訓練データに対しては 100%
の分類性能に達しなかったと考える．分散の値も小さ
く，データセットの内容を変えても同じような学習が
できると考えられる．

B. Distillation技術を使用した学習実験
この節では，Distilaltion技術を使用して小さなネッ

トワークを学習し，学習後のネットワークと通常の手
法で学習した小さなネットワークの正答率を導出し，比
較する．小さなネットワークの構造は文献 [9]を参考に
した．小さなネットワークは大きなネットワークの各
層の隠れユニット数を減少させたネットワークである．
隠れユニット数以外，小さなネットワークと大きなネッ
トワークは同じ構造である．大きなネットワークは各
隠れ層が 1, 200個の隠れユニットを持っていたが，小
さなネットワークの各隠れ層は 800個の隠れユニット
で構成される．また，大きなネットワークの学習の際
には，dropoutを使用したが，この実験には dropoutを
使用しない．学習は 1, 000 epoch行う．Distillation技
術を使用した学習には，IV-A節において学習したネッ
トワークを使用する．各データセットに対して最大正
答率を示したネットワークをDistillation技術に使用さ
れる教師データとして使用し，対応するデータセット
を使用して学習を行う．
実験結果として，訓練データとテストデータに対す

る最大正答率 (表 II)と最終的な正答率 (表 III)を示す．
‘*’は Distillation技術を使用して学習したネットワー
クを示している．
表 II，表 IIIより，文献 [9]で述べられるように大きな

ネットワークの出力を学習に使用することで，小さな
ネットワークを単体で学習するよりも，テストデータ
に対して良い精度でネットワークを学習することがで
きる．通常の手法で学習したネットワークは訓練デー
タに対する 100.00%の正答率を示しており，これは学
習に正則化項が含まれていないため起きた結果である



表 IV
対数尤度の比較

最小値 平均 最大値 分散
小さなネットワーク −2029.1236 −1627.2890 −1490.3258 3.0797× 104

小さなネットワーク* −1256.4949 −977.4678 −800.1565 1.8569× 104

大きなネットワーク −1085.4377 −861.7423 −684.8017 1.4018× 104

表 V
パラメタ数

パラメタ数
小さなネットワーク 1276.810× 103

小さなネットワーク* 1276.810× 103

大きなネットワーク 2395.210× 103

と考えられる．逆に，Distillaiton技術を使用して学習
したネットワークは，大きなネットワークの信号が小
さいネットワークを学習する際に正則化項として機能
したため，正答率が 100.00%に達しなかったと考えら
れる．実験より，Distillation技術を使用して学習する
ことで，同じ構造のネットワークでもテストデータに
対して約 0.5%以上の正答率の向上が見られ，さらに，
分散の値も小さく，データセットの内容を変えても同
じような結果を期待できる．

C. ネットワークの尤度導出実験
この節では，Distillation技術を使用して学習した小

さなネットワークのテストデータに対する対数尤度を
導出し，ネットワークを尤度とパラメタ数について比
較する．対数尤度は 7種類の各データセットに対して
一番良い精度を示したネットワークについて求める．
ニューラルネットワークの対数尤度は式 (17)のように
表すことができる．

l = log

N∏
n=1

M∏
m=1

(znm)t
n
m(1− znm)(1−tnm) (17)

=

N∑
n=1

M∑
m=1

log(znm)t
n
m +

N∑
n=1

M∑
m=1

log(1− znm)(1−tnm)

ここで，N は訓練データの数であり，M はニューラル
ネットワークの出力層のユニット数である．znmは訓練
データ nに対する出力層のm番目のユニットの出力
を示しており，正規化された値である．tnmは訓練デー
タ nに対する出力層のm番目のユニットに対する教
師データを示している．ここで，n番目の訓練データ
に対する教師データ tnは，1-of-n表現したベクトルで
ある．
実験結果として，学習したネットワーク対する対数

尤度 (表 IV)とパラメタ数 (表 V)を示す．
表 IVより，Distillation技術を使用して学習したネッ

トワークは，通常の手法で学習した小さなネットワー
クの対数尤度より良くなっていることが分かる．表V

より，小さなネットワークのパラメタ数は大きなネッ
トワークと比較して約半分になっている．パラメタ数
を約半分にすることができ，ネットワークの精度とし

ても高い精度を学習することのできるDistilation技術
は有用な技術であることが分かる．また，式 (16)を適
用した場合，表 IVと表Vより，式 (16)のパラメタ数
の項が大きなることが理解できる．これより，III-B節
で述べるように，多くのパラメタを持つネットワーク
に対して AICを利用するのは好ましくないことが分
かる．

V. まとめ
本論文では，多くのパラメタを持つモデルに対する

情報量規準の利用についての考察を行い，Distillation

技術を使用した検証実験を行った．実験結果より，Dis-

tillation技術を使用することで，パラメタ数を大きく
減少させることができ，かつ，高い精度のモデルを学
習することのできることを示した．今後の課題として，
多くのパラメタを持つモデルに対しても，使用するこ
とのできる情報量規準を導出することを考えている．
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