用語集
機械学習用語
これらの用語を理解して、機械学習についての知識をさらに深めましょう。

基本的な用語
人間の知的行動を模倣する機械の能力。
人工知能
Study
these(IA)
terms and add “machine
learning expert” to your list of accomplishments.

The Basics:
応用AI（縦型AIまたは特
株取引や広告のパーソナライゼーションなど、特定のニーズのためのスマートシ
Artificial
Intelligence (AI): The capability
of a machine to imitate intelligent human behavior.
化型AIとも呼ばれる）

ステム。

Applied AI (sometimes referred to as Vertical AI or Narrow AI): “Smart” systems that address a specific need,
like trading stocks, or personalizing ads.
汎用AI（強いAI：Strong AI、または

人間の代わりに作業を処理できるシステムまたは装置。

完全なAI：Full AIとも呼ばれる）

General AI (also known as Strong AI or Full AI): Systems or devices which can handle any task that a human
being can.

機械学習

(ML)

明示的なプログラミングなしにコンピュータが自動学習できるようにする人

Machine Learning (ML): A subset of工知能技術の1分野。
artificial intelligence that enables computers to learn without explicit
programming.
Geeking Out:
押さえておきたい用語
次のステップ
Big Data: Extremely large information assets that require cost-effective,
innovative forms of data processing
to enhance insights into trends and behaviors, precise decision making, and process automation.

Deep
Learning: A subset
of ML that is inspired by the structure of the human
brain and uses artificial neural
コスト効率が高く、革新的な手法に
イメージの上に重ねる、あるいは周
ビッグ
拡張現実
networks to process
data similar to the way neurons do in our
brains. It involves
feeding massive amounts of
よるデータ処理を目的に利用される
囲の環境と一体化させたデジタル情
データ
(RA)
大規模な情報資産。トレンドや行動
data through the neural
network to “train” the system to accurately
classify報（写真や音声など）のこと。
the data.
に関する洞察をはじめ、的確な意思

Natural Language 決定やプロセス自動化の強化に利用
Processing (NLP): A field focused on programming computers to process and understand
human language. Itされる。
enables computers to carry out tasks such as translation, sentiment analysis, and speech
recognition.
コンピュータが生成した3次元イメ
仮想現実
(RV)

ージのシミュレーションや、特殊

Next Level:
な電子機器を使用して人がインタ
ラクションできる環境のこと。
Augmented
Reality
(AR):
Digital
information
(like
pictures
and/or
sound)
overlaid
on top of an image or
人間の言語を処理・理解するための
自然言語処理
プログラミングにフォーカスした開
integrated
with
an
environment.
（NLP）
発分野。これによりコンピュータ

は、翻訳、感情分析、音声認識など
Virtual Reality (VR):
The computer-generated simulation of a three-dimensional image or environment that
can be interactedが可能になる。
with in a seemingly real or physical way by a person using special electronic equipment.

Google関連の用語

Google-related:
Google Brain: Google’s deep learning artificial intelligence research project.
Waymo: Google’s self-driving
car project.
人口のニューラルネットワークを使

Google
Brain

人工知能のプログラミング技法
であるディープラーニングの開
発を行うGoogleのプロジェクト。

ディープ
用して、人間の脳内で神経細胞が振
ラーニング
Project
Magenta: Google’s
research project focused on using machine learning to create art and music.
る舞うのと同様の方法でデータを処
Googleによる自動運転車の開発プロ
理する機械学習の1分野。ニューラ
Waymo
ルネットワークを通じて大量のデー
タを送り込み、システムを「訓練」
することによって、データの正確な
分類が可能に。

ジェクト。

Magenta
プロジェ
クト

機械学習を使用したアートや音楽
の創作を試みるGoogleの研究プロ
ジェクト。

さらに詳しい情報は、CriteoのEブック「マーケターのための機械学習ガイド」をお読みください。

