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DNC とは 
DeepMind による3本目の Nature 論文4
–  “Hybrid computing using a neural network 

with dynamic external memory” [Graves et al., 
Nature, 2016]4

Neural Turing Machine (2014) の改良版 4
– NTM については後述4

推論、グラフ構造の情報からの学習の性能が劇
的に向上した 



Background 1/2 
近年の Deep Leaning は、4
　感覚情報処理 (sensory processing)4
　系列学習 (sequence learning)4
　強化学習 (reinforcement learning)4
において優秀な成績をおさめてきた 



Background 2/2 
コンピューターの処理は一般的に、計算 
(processor) とデータ (RAM) を分離している4
– これによって大規模なデータの保持や、同じ計算
を異なるデータに適用する（変数という仕組み）
ことが可能になっている4

しかし、ニューラルネットにおいてはこれらが
混在しており、この部分を改良できそう4
– 今のニューラルネットにおいて内部に保持されて
いるデータ（内部状態）を外部に持っていくこと
はできないか？4



何が内部状態なのか？ 
Recurrent なニューラルネットワーク (RNN, 
LSTM) において、以前の状態と現在の入力が
出力を計算する4

それ以外のニューラルネットにおいても、学習
に使用するデータの読み書きの仕方にあまり工
夫がない4
– 内部状態：「以前のデータをどう計算に使用する
か」とも言える（？）4

x(t +1) = x(t)+ i(t)



DNC System Overview 



DNC System Overview 
External memory matrix + neural network4
– 論文ではLSTM4
– External memory matrixとそれへのアクセス
の仕方がニューラルネットの内部状態に相当し、
外部入力とともにニューラルネットへ入力され
る4

従来のニューラルネットとは、メモリが「選
択的に読み書き」される点で異なる4



Neural Turing Machine との違い 
Neural Turing Machine の解説（わかりやすい）：4
–  http://distill.pub/2016/augmented-rnns/#neural-

turing-machines4

メモリアクセスの方法の改善4
–  NTM では content-based attention と location-

based attention4
•  問題1. メモリブロックが重複したり干渉しあったりする可能
性がある4

•  問題2. メモリ領域の再利用ができず、長い系列の問題が苦手4
•  問題3. 書き込む順番でなく場所なので、書き込み場所に跳躍
があった場合に対応できない4

–  DNCでは content lookup, temporal link, allocation4



メモリの構造 
•  メモリ行列 M = N x W4

–  N行のWベクトル4
–  N行のAttentionに相当する重みの分布4
–  それぞれの場所がどのくらい読み書きされるかを示す4

•  read vector4
–  wによって重み付けされたメモリMの和4

•  erase vector, write vector4
–   wによって重み付けされた計算4

•  これらの計算ユニットのことをheadと呼ぶ4
–  細かい数式は最後で追います4

r = M[i, :]wr[i]
i=1

N

∑

M[i, j]←M[i, j](1−ww[i]e[ j])+ww[i]v[ j]



メモリの読み書きの仕方 
1. Content lookup4

–  associative recall / 似ている情報を読み込む4
–  “key vector”を読み込み、類似度計算4

2. Temporal links4
–  sequential recall / 書き込まれた時系列が近いものを読み込む4
–  “書き込まれた順”を記録した行列L (N x N)4

3. allocation4
–  write head with unused locations / 使われていないものから
消去して新しいデータを書き込む4

–  define “usage” of each location, and unused location is 
delivered to the write head 



Synthetic QA experiment 
データセット：facebook bAbI4

ex. “John is in the playground. John picked up 
the football.” Q: Where is the football? 



Synthetic QA タスク 
一応、SoTAではないっぽい？4
– こっちの方が性能がいいよ！みたいな声も4

•  Gated graph sequence neural networks [Li, Zemel, 
Brockschmidt & Tarlow, 2016]4

•  Dynamic Neural Turing Machine with Soft and Hard 
Addressing Schemes [Gulcehre, Chandar, Cho, Bengio, 2016]4

•  https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/575hlx/
research_new_nature_paper_by_deepmind_hybrid/4

“Unlike previous results on this dataset, 
the inputs to our model were single word 
tokens without any preprocessing or 
sentence-level features.”4



Graph experiment 
自然言語は非明示的なグラフ構造のデータ
とも言える [要出典]4

グラフを明示的に入力する4
– curriculum learning [Bengio et al. ACM, 2009; 

Zaremba, 2014]4
• ランダムに生成したグラフデータでトレーニング4
• クエリはtraversal, shortest path, inference の

3種類 



テストでは、ロンドンの地下鉄の路線図と家系図を使用4
–  “with no retraining” on this dataset4
–  結果 l

https://www.youtube.com/watch?v=B9U8sI7TcMY4
–  Accuracy…LSTM 37%, 2000k training examples with 

searched hyper parameters; DNC 98.8%, 1000k 
examples. 



Block puzzle experiment 
•  Logical planning task としてテスト4
•  ブロックを動かしてゴールの形を作る4

•  ゴールの表現の仕方4

6 below 2    4 left of 1                  6 right of 3   etc…4



これまでは教師あり学習だったが、強化学習とし
てやってみた4
– これもcurriculum learning4

4
大量のデータを提示された後でも、１回目の行動
からきちんとゴールへの行動ができた4
– 計画（？）4
– もちろん比較手法 (LSTM) より良い 



考察とまとめと感想 
•  DNC について、グラフ構造を持つデータに
対する学習が可能であること、systematic 
にメモリを使用できることを示した4

•  すべてのタスクが512 location以下のメモリ
でなされた4

•  推論が必要とされるような他のタスクにも応
用可能だろう4
– （彼らがすでにしているだろう） 



考察とまとめと感想 
•  直感的にはわかりやすい（だからNature）4

•  それをやって上手くいってしまうのが恐ろし
い（だからNature）4

•  chainer 実装（正しいか調べていない）、
tensorflow 実装計画（NTMからの派生プロ
ジェクト）などがある4

•  何か間違いがあれば教えてください 



以下、数式部分 
アルゴリズムを追います 



変数の定義 



[0, 1]に射影 4

[1, ∞) に射影 4

正規化4

メモリの場所に関して4
正規化された確率分布4

コサイン類似度4

i番目のデータ
とkの類似度4

ニューラルネットへの入力4
[外部入力; 内部入力]4

書き4

読み4



それぞれの場所の4
freeにされにくさvector4

使われているかのvector4
1…書き込まれたばかり / 0…使われていない4
場所が使われた=freeにされにくく、4
すでに使用されているか直前に書き込まれた場所 

最も使われていない4
場所を一番上に4 新しく書き込む場所の4

vector4
usageが1なら書き込まない 

書き込み用のベクトルを準備4
key vectorに似ているものを書
く 

write gate[0, 1]で4
内挿しながら4
書き込みの重みを計算 

メモリを更新（消去・書き込み） 



場所jのどのくらい後に4
iに書き込みがあったか 4
各要素は[0, 1]でサイズはNxN4
1なら直後4

各要素=場所4
それぞれの場所がどのくらい最後に書き込まれたか4

書き込まれた順4
書き込まれた逆順4 kに似ているメモリの4

場所の分布4

読み込む重み[1]+[2]+[3] = 14
[1]…[3]の逆順を読む 4
[2]...kに似たものを読む4
[3]…書き込まれた順に近いもの4

lを読む4
ニューラルネットへの入力となる4


