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Abstract: Reservoir computing is a computational framework, which was derived from recurrent

neural networks. The advantages of reservoir computing models include the high-speed learning

ability compared with deep learning models and the amenability to physical implementations with

a variety of substrates. Therefore, reservoir computing has recently attracted much interests from

interdisciplinary fields. In this talk, I will explain the fundamentals of reservoir computing and

then introduce recent advances in physical reservoirs.

1 はじめに

人工ニューラルネットワークモデルにはさまざまな種
類がある．タスクの種類に応じて，適切な人工ニューラ
ルネットワークの構造や学習アルゴリズムが使い分けら
れている．時系列データの機械学習に対しては，フィー
ドバック結合をもつリカレントニューラルネットワー
クがよく用いられてきた．リカレントニューラルネッ
トワークの基本的な学習アルゴリズムは 1980年代に提
案されたが，当初は実用上の問題点があった [1, 2]．そ
の後，改良を経て，現在ではその発展的モデルである
Long Short Term Memory (LSTM)[3]が時系列情報処
理に広く応用されている．LSTMの学習には深層学習
アルゴリズムが用いられるので，学習コストの高さが
現実的な応用において問題になる場合がある．例えば，
センサー等で取得されるデータストリームに合わせて
実時間でモデル更新を行う必要がある場合などである．
こうした例では高速学習を実現する機械学習モデルが
求められる．
リザバーコンピューティングは，高速機械学習を可能

とする計算方式の一つであり，そのモデルはリザバー
部とリードアウト部から構成される [4]．こうした計算
方式は，エコーステートネットワーク [5]やリキッドス
テートマシン [6]をはじめとする複数のモデルが独立に
提案されたことを契機として，統一的に認識されるよ
うになった．リザバー部は，時系列入力を高次元特徴
ベクトル空間へ写像する．リードアウト部では，その
変換された高次元信号に線形回帰モデルなどのシンプ
ルなアルゴリズムを適用する．学習はリードアウト部
でのワンショットの計算のみで済むため，深層学習の
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ような勾配法に基づく逐次更新計算よりも高速に行う
ことができる．また，局所最適解への収束という問題
も回避することができる．このように，学習時間の面
できわめて大きなメリットをもつリザバーコンピュー
ティングの応用は近年急速に拡がってきている [7]．

2 物理リザバーコンピューティング

リザバーコンピューティングシステムのハードウエ
ア実装に向けた研究にも大きな注目が集まってきてい
る [8]．従来のニューラルネットワークハードウエアで
は，すべての結合重みを調整する仕組みを実装する必
要があった．これに対してリザバーコンピューティング
ハードウエアでは，リザバー部は固定されるため，そ
のような仕組みを実装しなくて済む．また，リザバー
部のリカレントニューラルネットワークの役割を他の
物理現象で代替するという発想が生まれてきた．物理
系をリザバーとして用いるモデルを物理リザバーコン
ピューティング（Physical reservoir computing）と呼
ぶ（図 1）．
物理リザバーは，さまざまな基質，材料，デバイスを

用いて実現できる可能性がある．その候補は，電子系，
光系，磁性系，機械系，材料系，生物系，量子系など多
岐に渡る [8]．物理リザバーは構造面から以下の 3つの
種類に分類できる．1つ目は，従来のリカレントニュー
ラルネットワークのように，非線形素子のネットワー
クを利用するものである．素子数を増加させれば大規
模化は可能であるが，リカレント結合の実装はより困
難になる可能性がある．2つ目は，単一非線形素子と遅
延フィードバックループを用いた時間遅れ系を利用す
るものである．実装はネットワークタイプより容易と
思われるが，遅延ループの小型化や時間解像度の設定
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図 1: (a) リカレントニューラルネットワークを用いたリザバーコンピューティングモデル．(b) 物理システム・デ
バイスを用いた物理リザバーコンピューティングモデル．文献 [8]の Fig. 1を一部改変．

などが課題となる．3つ目は，連続媒体上の波動現象
を利用するものである．空間的自由度が高いので多様
な入出力関係を実現できると期待されるが [9, 10, 11]，
良い計算性能につながる設計指針が明確でないという
課題がある．
物理リザバーの研究の一つの目的は，神経模倣コン

ピューティングの一種であると位置づけて，将来の人
工知能デバイスの開発に役立てることである．こうし
た工学応用に向けては，低消費電力性や拡張性を高め
るための技術開発が求められる．また，別の目的は，自
然現象を利用した新規計算原理の創成に役立てること
である．これまで計算資源と見なされていたかった媒
質を利用することで，計算の概念自体が拡がる可能性
も期待できる．この方向では，生物系や材料系（特に
有機物）を用いた物理リザバー研究の進展が大いに期
待される．脳科学との接点においても，新たな計算モ
デル構築への洞察を得られる可能性がある．

3 むすび

物理リザバーコンピューティングの研究は、まだ始
まったばかりで課題も多い．既存の物理リザバーに関
しては，計算性能を高めるための工夫や，省エネルギー
化，小型化，拡張性の向上などが精力的に研究されて
いる．一方，新しい媒体を用いた物理リザバーの提案も
次々に出てくるだろう．物理リザバーコンピューティン
グが Natual computing, Unconventional computing,

Emerging computational device などの分野の活性化
につながることを期待する。
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