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ブロックチェーンによるセキュアな分散処理を実現する 

ニューラルネットワークの実装 
 

城島翔太†1 金子晃介†2 西田裕輝†1 

中山和也†3 堤優亮†4 櫻井幸一†5 

 

概要：近年，ネットワークに接続されるデバイス(Internet of Things)の数が増加している．また，IoT デバイスの使わ

れていない計算資源も多量に存在する．我々はこれらの未使用の計算資源を用いて，ネットワークを通して有用な計
算を行うことで，計算資源の有効活用を目的とする． 

本稿では，ブロックチェーン技術を利用したプラットフォームである Ehereum を用いて，セキュアな分散処理を行

うニューラルネットワークの実装内容を説明する．本実験では，ブロックチェーン技術を用いて計算パラメータを共
有する事で，正しく分散処理を行えているか異常を検知できるシステムを作成し，その結果を確認した． 
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Implementation for Neural Network Executed 

 in Secure Distributed Processing using Blockchain 
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Abstract: Nowadays, the number of devices that connect network (Internet of Things) is increasing. Also, there 

are many calculation resources that are not used in IoT devices. We aim at effective using of calculation resources 

by using unused calculation resources via network. 

 This paper provides an implementation for neural network executed in secure parallel distributed processing 

running on Ethereum which is a platform using Blockchain technology. The experiment in this research shows the 

result that the system can securely execute distributed processing by sharing the parameters for the calculation by 

using Blochchain technology.  
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1. はじめに   

近年，インターネット技術やセンサーテクノロジーの発

達によりインターネットに接続されているデバイス

(Internet of Things, IoT デバイス )が増加している． IHS 

Technology の調査によると，2015 年の時点で IoT デバイス

の数は約 154 億個存在しており，2020 年には 307 億個に，

2025 年には 754 億個にのぼると見積もられている[1]．通常

のデバイスと異なり，IoT デバイスは情報収集を行うセン

サー，情報の処理を行うプロセッサ，情報をやり取りする

通信機能を有している．これらの機能を利用するアプリケ

ーションのニーズに応えられるように，携帯電話システム，
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広域エリアをカバーする衛星通信，狭域ではあるが超高速

な無線通信技術など様々な環境で IoT デバイスを活用する

ための通信手段がある[2]．サーバや端末に情報を送信する

ためにネットワークに参加している IoT デバイスは情報の

処理を行うが，常に 100%の計算力を使用しているわけで

はない．例えば，自動運転を行う AI を搭載している自動

車と通信を行うサーバは，交通量の多い状況にも対応でき

る計算容量を持つように設計されるため，交通量の少ない

時間帯は計算容量に余裕ができる．また，使用頻度の少な

いデバイスや，デバイスの計算力をほとんど使わない環境

も存在する．本稿は，これら少量の計算力が余っているデ

バイス間でネットワークを通じて安全に分散処理を行うこ

とにより，余った計算資源で有用な計算を行うことを目的

としている． 

IoT デバイスとの活躍が期待されている計算に，ニュー

ラルネットワーク(NN)などのデバイスの情報を用いて機

械学習を行う計算がある[12]．機械学習を用いることでコ

ンピュータに物事の判断や予測を行わせることができるよ

うになる．例えば，NN の予測精度向上のためには予測に

必要な入力値と，その入力に対する正しい結果が必要とな
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るが，IoT デバイスはその情報の検知・収集に適している．

また，機械学習とデバイスを組み合わせた例として，通行

人の顔を認識し，不審者の判別を行うスマートカメラや

[11]，センサーから得られるの情報や速度などの情報から

分散深層強化学習を用いて行動を制御する AI を搭載した

車が存在する[13]．機械学習の一例として、NN の予測を行

う仕組みは，NN を構成するニューロンと呼ばれる，入力

値を受けて値を次のニューロンに出力するモデル間で数値

を渡しあう計算を行うことで実現されている．NN を用い

た予測は高い精度が求められているが，その実現のために

は NN の学習を行わなければならない．学習とは NN を構

成するニューロンに対し，予測に必要な情報とその結果を

与えることで，入力を与えられたときに正しい結果が導か

れるようにニューロンが出力に与える影響を調整するもの

である．基本的に，ニューロン数が多いほど高い予測精度

が得られるが，NN の内部は機械によって自動で学習され

るためブラックボックスとなっており，どのニューロンが

強い影響力を持つか，どのニューロンがうまく学習されて

いないか，などの情報は得ることができない．また，NN

のニューロンは同じ学習データでも，学習ごとに異なる学

習結果を得る．そのため，ニューロンごとの正しさを判断

するための指標が存在せず，外部からニューロン間の値の

やりとりを確認したとしても，そのニューロンが間違った

振る舞いをしているかどうかの判断はできない．この性質

は，NN を異なるデバイス間で分散実行する際に問題とな

る． 

分散処理を行う際に，誤動作を起こすデバイスやウィル

スなどの悪意あるデバイスが混ざっていると正しい結果は

得られない．不特定多数のデバイスによる分散処理システ

ムを考えるうえで，分散処理を行って得られた結果が信頼

できるものか，誤っていないか確認する術は必要である．

また，上記の誤動作を行うデバイスを排除するために，誤

った振舞いをするデバイスを特定することも必要である．

しかしながら，NN のブラックボックスの性質のため容易

には行えない． 

本稿では，ブロックチェーンとよばれる分散型台帳技術

を用いて，NN の分散処理を行う際に誤動作によって生成

されたニューロンの値を検知し，誤動作を行うデバイスを

特定する方法の提案を行い，その方法を用いた実験の結果

を示す． 

2. ニューラルネットワーク 

2.1ニューラルネトワーク概要 

NN とは，人間の脳の仕組みを模した計算モデルである．

NN はレイヤーと呼ばれる複数のニューロンの集合体が重

なり構成されている．基本的な仕組みは，初めに予測に必

要な情報を受け取った入力レイヤーに属するニューロンが

ニューロン内で計算を行う．計算を終えたニューロンは，

次のレイヤーに属するニューロンに計算結果を渡す．計算

結果を複数ニューロンから受けた次レイヤーのニューロン

も同様な振舞いをし，予測値を出力するレイヤーに到達す

るまで繰り返す．そうして最終的に出力される値によって

予測を決定するという仕組みである．NN のレイヤーは，

入力を受け取る入力レイヤー，内部で処理を行う隠れレイ

ヤー，予測値を出力する出力レイヤーという三要素から構

成される．以下，図 1 は NN の内部を示したものである． 

 

図 1 ニューラルネットワークの内部構造 

 

また上記の仕組みで，ある特定の（j 番目）のニューロ

ンに着目したとき，そのニューロンに入力を与える複数の

ニューロンを i とする．j 番目のニューロンが出力する値を

式で表すと以下のようになる． 

 

この時 n はそのニューロンの出力を，b はバイアスとい

い通常は 1 か-1 を取る変数を表し，w は値を受け渡すニュ

ーロン間で定まる数値を表す． 

 

2.2ディープニューラルネットワーク 

 ディープニューラルネットワーク(DNN)とは，NN を構

成する隠れレイヤーとニューロン数が大きく増加した NN

を指す．ニューロンを増加させることで NN の予測精度は

向上すると予想されていたが，DNN は学習がうまくいかず，

ほとんどのニューロンが予測に対して有効に動かない問題

や，計算機の計算力不足などが課題となり活用されなかっ

た．しかし近年の計算機の発達や，うまく学習を行うアル

ゴリズムの考案により，高い予測精度を持つ DNN モデル

を学習することができるようになり活躍している[3]．しか

し，やはり計算コストがかかるので小容量デバイスでの使

用には向いていない．  

 

2.3小容量デバイスでの関連研究 

 計算力のないデバイスで機械学習による高度な予測を行

う手法として，学習モデルの圧縮や変換を行うことで予測

コストを抑える方法が存在する．例えば，ディープラーニ

ング[4]に対しての研究や，Bonsai アルゴリズムといった木

構造アルゴリズムに対して適応できる例が存在する[5]．こ

れらは高計算力のデバイスとの接続を必要とせずにローカ
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ルで予測を行うことができるメリットがあるが，モデルの

学習に高計算量デバイスを用いる必要があることや，モデ

ルの再学習をする際に，既存のモデルを改善していくバッ

クプロパゲーションなどは用いることができず，1 から高

計算力デバイスで作成しなければならないデメリットも存

在する． 

 

3. ブロックチェーン 

3.1ブロックチェーン概要 

 ブロックチェーンとは，Bitcoin の根幹を支える技術であ

る[6]．ブロックチェーンは，ユーザ同士の取引情報をブロ

ックに残し，その連結ブロックをブロックチェーン参加者

で共有する技術である．連結されたブロックは誰でも取得

できるため，全取引情報を第三者が確認できる．そのため，

新しく生成されるブロックに含まれる取引情報が矛盾して

いるかどうか第三者の公平な立場から確認することができ

る．ブロックチェーン参加者であればブロックの生成する

ことができるが，参加者間で同等の情報を共有する必要が

あるため，ブロックは単連結である．そのためブロックを

生成・連結する際にどのブロックを連結して共有するか決

定する必要がある．どのブロックを共有するか，選択肢が

ただ一つに限定されない場合，ブロックが枝分かれしてユ

ーザ間で同じ情報の共有ができずに台帳としての機能を果

たせない．このように複数の判断候補がある状況において

ユーザ間で決定を共有できない問題をビザンチン将軍問題

という．このビザンチン将軍問題を解決できる P2P ネット

ワークシステムは正常に稼働する必要条件を満たしている

といわれる[7]．そのため，ブロックチェーンはブロック確

定のためにコンセンサスアルゴリズムを採用している．コ

ンセンサスアルゴリズムとは，ある条件を満たしたユーザ

の生成したブロックを採用するアルゴリズムである．例え

ば，ビットコインが採用しているプルーフオブワーク

(Proof of Work, PoW)では，計算力の高いノードがブロック

生成しやすい仕組みとなっている．他のコンセンサスアル

ゴリズムとして，Ethereum が採用しようとしている

PoS(Proof of Stake, PoS)やノード間で多数決をとる Practical 

Byzantine Fault Tolelance(PBFT)[8]などが存在する．また，

生成されるブロックは連結される前ブロックの情報のハッ

シュを含んでいるため，悪意ある参加者が途中のブロック

情報を書き換えた場合，その次のブロックに含まれるハッ

シュの値も変わるため，容易に書き換えが行えない特徴を

持つ．上記の理由により，ブロックチェーンでは情報の改

ざんに対して耐性を持ち，競合せずに情報の共有を行うこ

とができる． 

 

3.2Ethereum 

 今回の実装に使用するブロックチェーン技術を利用した

プラットフォーム Ethereum は PoW 使用しているが、将来

的に PoS コンセンサスアルゴリズムの採用を試みている

[9]．PoS は PoW を改善するために考案されたアルゴリズ

ムであり，PoS は PoW と比べてブロック生成の時間が約

15 秒と，生成感覚が短いという利点を持つ．また，PoW の

ブロック生成権は計算量に依存するのに対し，PoS のブロ

ック生成は仮想通貨の所有数が影響する．PoW に有効な攻

撃として 51%attack が存在する．51%attack とは，コンセン

サスアルゴリズムでブロック生成権を得るための条件の全

体の 51%以上を特定のグループが有すことで生成権を得て

そのシステムから公平性を欠く攻撃である．例えば広く知

られている例として PoW を採用している Bitcoin では，

Bitcoin のブロックチェーンネットワークに参加するノー

ドの計算力の 51%以上を特定のグループが有する場合に成

立する．この攻撃への対策として，51%以上を意図的に確

保することが難しいものにする方法や，51%以上保有され

た売位に攻撃者に得が生じないようにすることで攻撃の動

機をなくすシステムを構築する，などが存在する[10]．つ

まり，悪意ある参加者がブロック生成権を得ようとするな

らば，Ethereum の仮想通貨の全体の 51%以上を保有するこ

とでこの攻撃が成り立つ．しかし，悪意ある参加者が攻撃

を成功させると，システムの信頼性が下がり，悪意ある参

加者の保有する仮想通貨 51%以上の価値を下げることにな

る．よって，51%attack を行うことで攻撃者にとってデメリ

ットが生じる．この仕組みが 51%attack への耐性となって

いる． 

 

3.3スマートコントラクト 

 Ethereum の特徴として，スマートコントラクトという機

能がある．スマートコントラクトとは，Ethereum 独自のプ

ログラミング言語 solidity を用いて作成したプログラムコ

ードを共有，実行管理出来る機能である．コントラクトコ

ードというコードをブロックチェーンで共有することで，

コントラクトアカウントと呼ばれるスマートコントラクト

実行用アカウントを通してコード宛てに取引情報を送信す

ることで，ブロックチェーン参加者はそのコードを実行す

ることが可能である． 

 

4. 実験 

4.1実装内容 

今回の実験で実装した内容は以下の通りである．まず，

pythonでNNの設計を行った．今回実験で使用したNNは，

入力レイヤーに属するニューロン数 4，隠れレイヤー6，出

力レイヤー3 となっている．また，ブロックチェーン技術

のプラットフォームである EthereumでNNに使用する値を

共有するために，Ethereum を扱うプログラミング言語，

solidity を用いて設計を行った．最後に，NN で Ethereum を
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通して共有するニューロンのパラメータを取得し，その結

果を確認する Check 関数を solidity で作成し，Python 上か

ら実行できるよう設計した． 

 

4.2動作順序 

 今回実装した内容で，どのように動作してニューロンの

異常を検知できるか具体的に説明する． 

 

1. NN の計算を行う際に，1 ニューロンを 1 デバイスと

して分散処理を行う． 

2. NN の計算途中で異常行動をしているかチェックし

たいデバイス(監査対象デバイス)を選択する． 

3. 監査対象デバイスは solidityを通じてNNの計算に用

いた値とその計算結果を Ethereum 上で共有する． 

4. また，監査対象デバイスに入力を提供したデバイス

と，選択されたデバイスから計算結果を受け取ったデ

バイスも，どの値を送信もしくは受信したか Ethereum

上で値を共有する． 

5. これら三種類のデバイスで共有された値に関して，

監査対象にデバイスが提供した入力値と監査対象デバ

イスが計算に用いた入力に相違がないか，その入力で

同様な結果が得られるか，そうして得られた結果は送

信先デバイスに正しく送信されているか，を確認する

ことで異常動作を行っているか判定する． 

6. 異常検知を行うデバイスを監査ノードと呼び，

Ethereum 上の値を一定時間ごとに自動取得し，

Ethereum 上に確認に必要な値が揃ったら，それらの値

を使用して 5 の条件を満たしているか確認する．監査

ノードは不特定多数の参加者を想定している． 

上記の仕組みを簡単に図であらわしたものを以下図 2 に示

す． 

 

図 2 提案システムの様子 

 

また，動作順序の 5，6 の異常ニューロンの確認動作の様子

に関して下図 3 に示す．左の濃い青いニューロンが監査の

対象であり，その前後のニューロンは監査対象に入力を渡

すニューロンと，監査対象の出力を受けるニューロンであ

る．監査対象ニューロンが正常な動作を行っているか確認

するために，各ニューロンから監査対象に送る，もしくは

送られた値をブロックチェーン上で共有する．入力，出力，

バイアス，重さを共有することで，第三者は監査対象と同

じ計算をすることができる．ブロックチェーン参加者であ

る監査ノードがこの計算を行い，監査対象と結果が同じに

なるか，共有された値に矛盾は無いか検証をしている様子

が下図 3 である． 

 

 

図 3 対象デバイスの監査 

 

4.3実験内容 

実験では，意図的にデバイス上でニューロンに異常行動

を起こし，その異常を監査ノードで検知することができる

か，また異常が起きていない状況で誤検知することがない

か確認した．今回は，一台の PC 上で仮想的に NN の計算

を行い，並列で監査ノードによる監査を行う環境下で実験

を行った．下図 4 に実験の環境を示す． 

 

図 4 実験環境 

4.4実験結果 

 まず初めに，誤作動するニューロンを含まない正常な

NNに対し異常検知を行った．下図 5に NNの実行画面を，

下図 6 に監査ノードの結果画面を示す．通常 NN の実行画

面では文字の出力を行わないが，今回は計算の可視化のた

めにブロックチェーンで共有する監査対象ニューロンが受

け取る値や計算結果を表示させている． 

 

図 5 NN の実行画面 
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図 6 正常動作を行う NN の監査結果 

 

監査を行うプログラムは，ブロックチェーンから情報を定

期的に取得し，必要な情報が揃ったら正常か異常かを判定

し，再び情報取得に戻るという動作を行っている．必要な

情報が揃っていない場合は”Preparation for check…”の表示

をするだけで，一定時間後に再び情報を取得する．もしそ

の時必要な情報が揃っていた場合，”Preparation complete”

の表示の後に，ブロックチェーンで共有された値を用いて

監査対象と同等の計算を行い，その結果に矛盾がないか確

認する．矛盾がない場合は<Value checked，success!>と，矛

盾が生じた場合には<Value checked， failed…>と表示され

る．上図のように，正常動作を行うニューロンに対して正

常であると判定していることがわかる． 

次に，異常動作を行うニューロンに対し監査を行った結果

を下図 7 に示す．このニューロンは計算結果に関わらず，

ランダムに値を送信する動作を行うよう設計した．

 

図 7 異常動作を行う NN の検知結果 

上図より，異常動作に対しても正しく判定で来ていること

がわかる．よって，NN のニューロンが異常動作を行って

いるかどうか正しく判定できている結果が得られた． 

 

5. まとめと今後の課題 

 今回はネットワークに接続された小容量デバイスの計算

容量を用いて分散で NN の計算を行うために，異常動作を

行うデバイスが含まれていないか確認する方法の実装と実

験を行った．実験では，正常動作を行うニューロンと異常

動作を行うニューロンに対しこの方法を適応し，正しく判

定できるか確認した．結果はどちらも正しく判定すること

ができることがわかった．今後の課題として，ブロックを

生成する時間がより短い，もしくはブロックを生成せずに

合意形成が行える PBFT などのコンセンサスアルゴリズム

で実装できないか試み，実機で NN の分散処理とその監査

を長時間行っても正しく判定できるか，実際の使用にも耐

えうるか信頼性の確認などの課題が考えられる．また，高

度な予測が行える DNN にも適応できるか試み，改善を行

う。 
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