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株式会社Preferred Infrastructure  (PFI) 

 

 設立：2006年 

– 検索・機械学習のソフトウェア研究開発 

– 自然言語処理系のビジネス 
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IoT時代に向けた新しいコンピュータを創造する 
あらゆるモノに知能をもたせ、分散知能を実現する 

 



Preferred Networks, Inc.  (PFN) 

 

 設立：2014年3月 

 場所：本郷（東京都文京区）、San Jose（CA, USA) 

 取締役：西川徹、岡野原大輔、長谷川順一 

 ミッション： 

IoT時代に向けた新しいコンピュータを創造する 

あらゆるモノに知能をもたせ、分散知能を実現する 

 

IoT事業にフォーカスするため、                                                             

株式会社Preferred Infrastructure（2006年3月創業）よりスピン

オフした                 
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PFN Management 
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西川 徹 岡野原 大輔 

代表取締役社長兼最高経営責任者 
• 東京大学在学中にPFIを設立 
• IPSJ Software Japan Award 

2013 受賞 
• IPA未踏ソフトウェア創造事業 
• ICPC/ACM Programming Contest

世界大会19位 
• PFI代表取締役社長 最高経営責任者

を兼務 
 

大田 伸行 

最高執行責任者 
•バイオテックのスタートアップ(A-Cube)に
て代表取締役、Chief Science Officerとして
企業経営に従事  
•Ph.D. (Yale University) 

長谷川 順一 

最高戦略責任者 
•SONY”PlayStation3”分散OS 
•システムアーキテクト 
•PFI最高戦略責任者を兼務 

取締役副社長 
•東京大学学長賞受賞 
•未踏ソフト創造事業 スーパークリエータ認
定（3タイトル） 
•NLP若手の会シンポジウム（YANS) 最優秀
発表賞（第1回, 第2回） 
•言語処理年次大会優秀発表賞（2009, 
2010 ） 
•東京大学総長賞 受賞 
•情報理工学博士 
•PFI取締役副社長を兼務 
 
 
 
 
 

久保田 展行 

最高技術責任者 
•エンタープライズ向け検
索エンジンのアーキテクト 
•Maintainer of OSS 
(msgpack-c/c++) 
 

比戸 将平 

最高研究責任者 
•日本IBM東京基礎研究所
にてデータマイニング、機
械学習の研究開発に従事 
•IPA未踏ユース スーパー
クリエータ認定（2002) 
 

Justin Clayton 

最高業務責任者 
• バイオテック、教育、

メディアなど多様な分
野でマネジメント経験
を積む 

• スタンフォード大学に
てAdvanced Studies 
Prize受賞 
 



PFNが解決すべき課題とその方法 
 



IoT時代の到来で発生する課題 

 膨大なデータがエッジ側で生成されるようになる 

– 例：映像はカメラ1台で年間100TB、タービンセンサ、ポイントクラウド 
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1. データの「量」の爆発 

 これらのデータはクラウドに送るのはコスト的に困難である 

– データの価値密度が低く、コストに見合わない 
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2. データの「種類」の爆発 

IoT後 
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PFNの目指す解決策 
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Unify & Generalize 

Sensing , Organize, Analyze, Action 

• Security 
• Privacy 
• Heterogeneity 
• Distributed Intelligence 

 



オンラインとオフラインを「リアルタイム」でつなぐ 
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モノとオンラインが 
リアルタイムに「協調」する  



PFNのコアとなる技術 



1. Edge-Heavy Computing 

 ネットワークのエッジ（縁）上で処理をすることが重要となる 

 クラウドの中央集権型の処理から、エッジ側での協調処理へと向かう 
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Automatic & Real-Time 

2. Distributed Intelligence 
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3. 機械学習 (Machine Learning) 
  

 機械自体が学習し、認識、識別、判断、予測、行動をするようになる 

 膨大なデータを与えることで人並に学習することができるようになる 

 未知の現象への対応、導入コストの低減、人を超える判断 
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 これまでの機械学習は分野毎に専門家による特徴抽出がされていた 

 特徴抽出すらも学習により獲得し、生のデータから直接認識できるようにする 

 人を超えるような認識、識別、判断、予測を実現する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ai.stanford.edu/~ang/papers/icml09-ConvolutionalDeepBeliefNetworks.pdf 

 

 

4. 深層学習（Deep Learning） 
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5. 映像解析  

 映像は今後のユニバーサルセンサである 

 非常に多くの情報を集めることができる（人の情報源の8割は視覚） 

 映像解析で培った技術により複数の時系列データを処理することができる 

≪Youtubeよりデモ閲覧可能≫ 

–https://www.youtube.com/watch?v=blMaZPEA5rA 
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手の上げ下げ動作の認識 
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手法 エラー
率 

既存手法：線型分類器（AROW） 
（弊社オフィスデータセットのみ） 19% 

ディープラーニング 
（弊社オフィスデータセットのみ使
用） 

8% 

事前学習+ ディープラーニング 
（無関係なベンチマークデータを追
加） 

2% 

• ディープラーニングを用いてをエラー率の減少を達成 
• ドメイン外の大量画像データを用いた事前学習を行うことで、よりロ

バストな特徴抽出が可能になり、エラー率の更なる低減を達成 

Yes No 



5. 映像解析 / 機能と画像認識制度の向上 
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2. 人物推定 

1. 属性分類 

3. 地図上での位置推定 

 Deep Learningによって精度に向上が見られた 

 より多くの学習データによって精度向上が見込まれる 

 新しい属性も追加開発中 

hat 
hat 

no-hat 

*fppi means false positives per image. 

Date 

Error of Each Tag  

Raising Hands Gender Hat 

Feb. 2014 19% - - 

May. 2014 2% 10% 3% 

Date Error @ 0.1 fppi* 

Feb. 2014 40% 

May. 2014 19% 

 より多くの学習データによって精度向上が見込まれる 

 他の位置推定手法より高精度な推定を実現 

 Wifiの強度、地磁気の計測に基づく手法 

 複数カメラの使用により、更なる改善が見込まれる 



5. 映像解析 /  映像認識精度向上にDeep Learningを活用するためのツールの開発 

 

20 

Hawk    

効率的なアノテーションで、膨大なビデオデータによる学習プロセスを管理するプラットフォーム 

Recognizer Inspection Tool 

Deep Learningによって得られる認識のメカニズムを理解するためのツール 

ビジュアライザ機能が認識する特徴（または認識されない特徴）を明確に示す 

認識のメカニズムを可視化することにより、Deep Learning の複雑な同調点を見つけるのが簡単に 

Deep Learningの専門知識がなくとも、認識精度の向上にDeep Learningを活用できるように 

 認識精度の向上には、アノテーションされたビデオデータ

のクオリティーと量が必要 

 そのため、ビデオデータやアノテーション、学習結果を管

理するプラットフォームを開発 

 効果的なアノテーションを実現するためのUIも装備 

 Hawkが実現する事 

– クラウドソーシングで、自動化されたアノテーション 

– 学習プロセスと認識結果の管理 



5. Visual Recognition 

Use-cases 

• Purpose 

• Annotate people’s appearance and behaviors 

• Detect anomalies and make search index 

• Application  

• Alarm for crimes and suspicious behaviors 

• Help investigating criminals on the run 

• Search and locate suspects by characteristics 

• Advantage 

• No need to monitoring by human eye 

• Instant search by characteristics tags 

• No need to check all videos for massive hours 

 

• Purpose 

• Annotate customers’ appearance and behaviors 

• Estimate their profile and intention in detail 

• Application  

• Detect unseen demands to serve 

• Analyze POS data with detailed categorization 

• Optimize items, layout and shopping process 

• Advantage 

• More precise and dynamic than analyzing only 

POS and membership information 

(1) Surveillance (2) In-store behavior analysis 



6. Jubatus 
 

 分散、リアルタイム、深い解析の３つを同時に実現するフレームワーク 

 2011年よりNTTとPFIで共同研究開発 

 OSSとして公開し国内外で多くの利用実績 

 緩いモデルの共有というユニークな機能を元に実現 
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Jubatus supports Scalable Parallel Machine Learning 

“Loose Model Sharing” 

Each node updates its 

model incrementally by 

learning from raw data 

Nodes only exchange 

differences between 

models in each node 
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 マーケットを探る為、各分野のトップ企業と映像解析製品の研究開発を目指す 

– 大手企業との共同プロジェクトをベースとした研究開発 

 

業種別ソリューションロードマップ 
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ターゲット市場 
 : 本格的にビジネスを開始 

・小売業 
（広告主として） 

・自動車 
・安全／防犯 
・ネットワークセキュリティ 
・製造業 ・公共交通機関 

・交通機関  

・ヘルスケア 

各業種にフォーカスした
映像解析プロダクト 

 Edge-Heavyな 

 デジタルマーケティング 

 ソリューションを提供する製品 

  1. Virtual Loyalty Program 

  2. In-Store Ad Targeting  

自動協調な監視と 
リスクの予測を行う製品 

個人と周辺環境の 
関係性を理解する製品 

機械学習によって 
解決すべき課題 

 非会員かつオフラインな顧客の 
 情報の不足 

限られた容量と 
複雑な状況における 
人物モニタリングの精度 

人間が解けないレベルの 
複雑な事象や問題 

技術的な課題 

 プライバシー保護 
 ネットワークと演算時間 
 バンド幅 

精度向上 多様な環境への応用 

FY2020  FY2014 
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