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Abstract: Computing with waves, in particular with slow waves, has a potential to innovate

future AI systems by naturally computing weighted sums through native wave processes of scat-

tering and superposition for brain-like energy efficiency and integration. It can exploit parallel

computing capability of waves similar to quantum computing without suffering from constraints

associated with cloning, reversibility, and measurement. In this talk, we will summarize resent

research status and discuss future directions.

1 はじめに

波動計算という言葉はあまり耳慣れないかもしれな
い。ただ、波動と計算の出会いは、古くはパラメトロン
計算機までさかのぼると考えられる。近年、波動計算
は、それが脳の物理計算モデルの本質ではないかとい
う仮定のもと、将来のAIシステムを構成する上での計
算原理の候補として、ビリヤード計算などの計算当た
りのエネルギー効率の良い自然計算の、高密度で現実
的な実現手段として研究されている。本発表では、こ
れまでの研究を振り返り、今後の方向性を議論したい。

2 提案方法

波動計算という切り口で脳の計算モデルやその脳型
計算機としての工学的な有用性を検討するにあたって、
２つの視点があげられる。ひとつはミクロな波動とし
てのスパイク列、もう一つはマクロな波動としての脳
波である。後者も大変興味深い分野であるが（例えば、
Placecellの話が 2014年ノーベル生理学医学賞を受賞
したことは記憶に新しい）、今回は、主に前者のスパイ
ク列を扱う。また、脳の計算モデルの波動の観点での
扱いは、生化学的な反応過程を無視することではない。
例えば、シナプスでの生化学的過程は、波動信号を必
要に応じてターミネーションさせ方向選択性を持たせ
て伝送するための下位メカニズムと見なされる。また、
DNAのように、はるかに長い時定数で主に構造を制御
する対象は別物として扱う。
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ニューラルネットワーク処理を今のCMOSベースの
古典計算機から波動計算をベースにした自然計算機に
置き換える利点として、weighted sumが波動の散乱と
重ね合わせでより効率的に計算できることがあげられ
る [1]。特に、遅延情報を含んだ連続時間での定式化

Outi(t) =

∫ ∑
j

Wij(t
′)Inj(t− t′)dt′ + bi

が特徴で、Spiking Neural Network（SNN)を時間情報
により忠実に処理することが可能になる。また、自由空
間か否かの違いはあるにせよ、ニューロン間のチャネル
モデルと無線通信のチャネルモデルとの間には、信号
の伝送速度に応じてエネルギー効率と集積度がスケー
ルする相似性と、伝搬遅延や干渉といった無線通信で
は除去されるべき副作用がむしろ計算資源に転化され
る興味深い差異が存在する [2]。遅延を伴ったweighted

sumの計算は、LSTMのようにニューロンでの一時的
記憶で遅延させるのではなく、ニューロン間のシナプ
ス結合パラメータとして、重みとともに伝送遅延とし
て取り込む形になる。このようなニューロン間の遅延
の重要性は古くは Hopfieldらにも指摘されおり、波動
計算の枠組みで自然な形で定式化が可能になる。
SNNは、深層学習で実績のある最急降下法等の微分

を伴った学習アルゴリズム前提で、rate codingの枠組
みで議論されることが多い。しかしながら、情報理論
的な観点からは、例えば、binary codingと比較して、
指数関数的に情報符号化効率は低下してしまうことも
あり、深層学習に準じたアプローチだけでは、そもそも
スパイク列で扱うことの工学的な意義に疑問を持つ向
きも少なくない。スパイク列の対数コーディング [3, 1]

は、rate codingの符号化効率を同期フレーミングなし
で binary codingに匹敵させる点、また、確率計算に



おける積計算を log likelihoodのように和計算に変換す
る点で検討に値するだろう。これは、視聴覚入力信号
強度が dBで表されることとも整合する。
実装の観点からは、波動計算は、ビリヤード計算な

どの非散逸物理過程に基づく自然計算を、完全な可逆
性は回避しつつ (むしろ閾値以下の弱い信号は、ReLU

よろしく散逸させることが期待される）、より安定して
高密度に実装する手段であると考えられる。波動（特
に古典波動）は、物質の移動をともなわずに情報・エ
ネルギーを移動させる現象だからである。また、この
ような波動の視点を計算機に持ち込むことは、こじつ
けとの叱咤も覚悟の上で、磁気記録等で用いられてい
る、Partial Responce Maximum Likelihood (PRML)

に実学上の成功例が見いだされる。PRML方式では、
記憶密度の向上のため、媒体の周波数特性を考慮の上、
空間的に静的な波動として情報を”記憶”させる。そ
れに対して、波動計算では、時空間上での動的な波動
として”計算”を行わせる。脳と典型的な同期式計算
機を比較した場合、グローバルクロック（脳波）と信
号（スパイク列）の時定数関係の逆転も興味深い。
情報を伝達する信号が波動的か否かは、必ずしも信

号を伝送する媒体の選択によらない。例えば、電気信
号においても、その信号が扱う周波数帯域 f での波長
λと伝送線路の長さ Lの関係により決まる。

L vs. λ = v/f

信号の周波数領域は、計算機のスループットに直接関
係するので、自由に変更できるものではない。従って、
波動的な性質をより際立たせるには、信号の伝送速度
vを落とすことが重要になる [1]。これは、これまでの
計算機の設計指針からは一見ナンセンスに思われるが、
スパイク列の信号速度は 1-10m/sでパルス幅は 1ms程
度であるので、脳は既に遅い波動の利点をエネルギー
効率並びに集積度の観点で活用していると考えられる。
また、波動は、アナログと必ずしも同義ではない。波
動は基本的には分布定数回路での非散逸物理過程であ
るのに対して、アナログ処理の多くは、集中定数回路
での散逸物理過程であるからである。
筆者は、波動計算の考え方を、古典波動と量子波動

の両方の観点から捉えなおし、脳の計算の本質は、量
子型計算（Quantum-Inspired Computing)ではないか
という検討も行っている。指数関数的に広大な Tensor

積空間やその中でのエンタングルメントが本質的な量
子情報処理における量子計算の優位性は疑いようもな
いが、重ね合わせによる並列計算の利点であれば、必
ずしも量子波動に限った話ではない。一方、もともと
のアルゴリズムならびにデータが古典情報処理の範疇
であるものは（特に AI情報処理では、アルゴリズム
は大概非可逆で、大量のあいまいさや乱雑さも伴った
データを扱う）、量子機械学習などの枠組みで考える

より、古典波動をベースに考えたほうが、複製不可定
理、可逆計算、測定等の量子計算に固有の制約から解
き放つ利点があるとも考えられる。また、物理的な観
点でも、復元力をベースにした古典波動のコヒーレン
スは、電波や水面波に代表されるように常温下でもマ
クロな時間で保持され、現状の計算機の同軸ケーブル
上などでも比較的保たれているので、実装をスケール
させる観点で有利である。従って、この二つの計算の
枠組みは、必ずしも競合するものではなく、むしろ相
補的なものとして捉えられる。また、先に述べた対数
コーディングは、量子波動のTensor積空間での確率情
報ならびに計算を古典波動の Cartesian積空間のそれ
として捉えなおす点でも有用であろう。

3 むすび

波動計算の研究をAI・自然計算の両面から概観した。
今後の課題としては、スパイク列を波動の形で扱う工
学的な意義をより明確にするべく、柔軟で高効率の学
習アルゴリズムの確立が最重要であると考えられる。
実装の容易さを優先した制約のある学習アルゴリズム
では、今の深層学習のレベルに匹敵するような性能を
汎用的に実現することは容易ではない。と同時に、実
装方式の具体的な検討も欠かせない。また、ミクロな
スパイク列とマクロな脳波を融合させたより上位のレ
ベルでの波動計算の枠組みも興味深い。本分野のより
大きな枠組みでの研究の進展が望まれる。
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