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リザバーコンピューティングに適した
力学系の特性と構造
On the Characteristics and Structures of Dynamical Systems Suitable for Reservoir Computing

犬伏正信 吉村和之

リザバーコンピューティング（RC）の数理的側面について解説する．RCは共通入力信号同期と呼ばれる同期現象を用
いた機械学習技術である．本稿では，まず共通入力信号同期とその指標である条件付リヤプノフ指数を説明し，RC に利
用可能な力学系（物理現象）のクラスを明確化する．次に，RC の計算性能に関して知られている二つの特性（i）「edge
of chaos」と（ii）「短期記憶と非線形変換のトレードオフ関係」を解説する．特性（ii）に基づき，RC に適した力学系構
造が提案されている．混合リザバーと呼ばれるその力学系構造を導入し，数値実験結果を紹介する．
キーワード：共通入力信号同期，条件付リヤプノフ指数，混合リザバー

1．は じ め に

近年の機械学習技術の発展により，音声認識等の情報
処理精度は飛躍的に向上している．またハードウェアの
面では，量子計算機に代表されるように新たな計算原理
に基づく革新的な計算機の実現が求められている．リザ
バーコンピューティング（Reservoir Computing，以下
RC と略記）は物理実装に適した機械学習技術であ
り(1)，レーザ系，量子系，ソフトマテリアル等に生じる
物理現象を用いたハードウェア実装が近年活発に研究さ
れている．物理現象の特性をうまく RCに活用すること
で，高速性・省エネルギー性等を達成する革新的な“計
算機”が実現可能であると期待されている．（本小特集
の他の解説記事を参照．）
RC の実装に用いる物理現象は，力学系(2)として数理

モデル化され解析が行われているが，理論的には不明な
点が多い．例えば「与えられたタスクに対して，力学系

がどのような特性や構造を持てば精度の良い情報処理を
することが可能なのか？」という素朴で基本的な問いで
さえほとんど未解明である．現状は様々な物理現象が手
探りの状態で使われているが，この基本的な問いが理論
的に明らかになれば，RC の設計指針を得ることができ
る．本稿では RCに適した力学系の特性と構造に焦点を
絞り，数理的な観点から RCに用いる力学系の基礎とこ
れまでの研究結果を概説する．
RC は脳科学に端を発し，現在では多種多様な物理現

象を用いた実装実験が活発に行われている．理論的には
計算機科学，非線形科学，理論神経科学，統計物理学
（平均場・ランダム行列理論等）が絡み合う学際的な研
究対象である．本稿ではその魅力の数理的側面を紹介し
たい．

2．RCの数理的基礎

まず抽象的ではあるが RCの数理的枠組みの一般論を
述べ，その後具体例を用いて説明する．まず，一次元の
入出力信号の組 D={s(k), (k)}

が与えられていると
しよう（教師データと呼ばれる）．RC の目標は，教師
データ Dを用いて入力 sと出力 の対応関係を学習し，
入力 s(k)(k>K)に応じて出力 (k)の近似値 (k)を得
ることである．例えば，入力信号の 1ステップ先を予測
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したい場合（時系列予測問題）は (k)=s(k+1)であ
る．RC は，入出力層と，リザバーと呼ばれる入力信号
系列 {s(k)}に駆動される力学系（図 1(a)における R）
から構成される．リザバーは数理的には N次元力学系

で記述される（簡単のため離散時間 k=0, 1, 2, ⋯を仮
定）：

r (k)=F (r (k−1), s(k)) (1)

ここで，r (k)∈R
 は時刻 k における状態ベクトル，

F : R×RR
 である．物理実装を想定すると，F は

物理法則によって定まる状態の時間発展を表す．入力信
号 s(k)に応じて，Fに従い各状態変数 {r(k)}

が時間
発展する．
先述の近似値 (k)を得るために，リザバーの状態に
線形の重み付けをして‘観測’する：

(k) :=∑



wr(k). (2)

この観測値 (k)が，教師データの出力 (k)を近似する
((k)≃(k))ように，出力重み {w}



を決定する．教
師データ Dによる重み {w}



の決定を学習と呼ぶ．RC
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■ 用 語 解 説
Lorenz 方程式 熱対流運動の簡単化された常微分方程
式 モ デ ル ： =−σ+σ, =r−−z, z=−bz+.
σ , r , b∈Rはパラメータ．カオスが現れる単純な連続力学系
であり，RC のタスクとして時系列予測（例：入力 (t)，出
力 (t+τ)(τ>0)）や状態推定（例：入力 (t)，出力 z(t)）
が行われている(12), (22)．
スペクトル半径 行列 J∈R

 のスペクトル半径は
ρ :=max μ（{μ}



は行列 Jの固有値）．入力信号がない場
合，ESN モデルの原点 r=0は不動点（定常解）になり，そ
の線形安定性は結合行列 Jのスペクトル半径が決定する．一
方，入力信号がある場合，同期状態の安定性はリヤプノフ指
数が決定する．ESN モデルのように結合行列がランダム行
列の場合，固有値の分布は円則に従う．（文献(3)の Figure
1(c)参照．）

■

図 1 RCの概念図と実装例 (a)RC の構成．赤色の丸が入力，青色の点線で囲った部分（ネットワーク）がリザバー，緑色の丸が出力
を表す．(b)ESN モデル（RC の具体例）の構成．リザバーとしてランダムな結合重みを持つリカレントニューラルネットワークを用い
る．(c)ベクトル ，の概念図．(d)RC の実装例．Lorenz 方程式の変数 (k)を入力としたときの（Lorenz 方程式の）変数 (k)の推定
問題．上から順に変数 ，変数  及び ESN モデルを用いて推定した ，リザバー力学系の変数 r(i=1, ⋯, 5)の時系列．(e)軌道の射影
（(d)の時系列と同一のデータ）．



の重要な特徴は，出力重みの学習のみで情報処理を行え
る点である（すなわち式(1)の右辺 Fは固定）．一般の
物理法則では時間発展則の細かな制御が難しいが，RC
はその必要がない枠組みになっているため，RC は物理
実装に適していると言える．
学習には最小二乗法を用いる．出力層の重み {w}を

決定するために教師データ D を用いる．特に =

((1), ⋯, (K))と置く．また，出力層の重み w=

(w, ⋯, w), Φ=r(k)（計画行列と呼ばれる）と置け
ば，出力の式(2)は =Φwとなる．二乗誤差 E(w)=

−（⋅は lノルム）が最小となる条件 ∂iE(w)

=0(i=1, ⋯, N )から，

w=(ΦΦ)Φ (3)

を得る．これは通常の最小二乗法と全く同じ表式である
が，Φは r(k)=r(s(k), s(k−1), ⋯)のように過去の入
力信号の履歴（系列）に依存することが大きな違いであ
る．時系列予測や音声認識では，信号の履歴が情報処理
において重要である．一方，学習コスト面では，ΦΦ

は N×N 行列なので，ノード数サイズの行列の逆行列
を一度計算するだけで学習が完了する．RC は学習コス
トが低く，履歴を伴う情報処理に適した機械学習法と言
える．

2.1 リザバー力学系の条件：共通入力信号同期
RC に利用可能な力学系 F（物理現象）は「同じ入力

信号 {s(k)}

に対しては同じ出力 {(k)}

を得られる」
という性質を有する必要がある．逆にこの性質を持たな
い力学系を RCに用いると，同じタスク（問題）に対し
ても，タスクの実行ごとにリザバー力学系の状態に依存
し得られる答えが違うことになる．音声認識タスクの場
合，同じ音声入力でも毎回得られる認識結果が違うと明
らかに使い物にならない．
この性質を定式化するために，二つの異なる初期状態

r (0), r (0)を考える．これらの状態は，共通の入力信号
s(k)によって式(1)の Fに従い時間発展する．時間発
展後の二つの状態が，初期状態によらずに同一状態に収
束する場合，この現象は共通入力信号同期と呼ばれる；
r (k)−r (k)0(k∞)．共通入力信号同期する力学系
であれば，（初期の過渡期を除いて）入力信号に対して
同一の出力 (k)を返す．このような入力に対する出力
の再現性は Echo State Property(4)やコンシステン
シー(5)とも呼ばれ，この性質を持つ力学系は原理的に
RCに用いることができる．
特殊な力学系のみではなく，様々な力学系が上述の性

質を有する．例えば安定固定点を持つ力学系 r (k)=

Ar (k−1)+s(k)(A<1)が挙げられる．更に，極限周
期軌道（リミットサイクル）を有する力学系(6)や 1 自由

度時間遅延力学系(7)に関しても，白色雑音入力信号につ
いて同期することが示されている．更に有色雑音入力信
号についても，リミットサイクルを有する力学系やカオ
ス力学系，1 自由度時間遅延力学系に関して同期するこ
とが示されている(8)．多くの散逸力学系が安定固定点ま
たはリミットサイクルを持つことを考えると，多様な物
理系がリザバー力学系として情報処理のリソースになる
ことが分かる．
ある力学系が共通入力信号同期するか否かは，（条件
付）リヤプノフ指数 λ と呼ばれる指標で判定され
る(6), (7), (9), (10)．これは力学系の状態 r (k)に対する無限
小摂動 δr (k)の指数的増大／減少率によって定義され
る：

λ :=lim


1
T lnδr (T ) (4)

こ こ で δr (k)は 変 分 方 程 式 δr (k)=DF (r (k−1),

s(k))δr (k−1)によって時間発展する．DF は F のヤコ
ビ行列を表す．式(4)は δr (k) ∝ exp(λk)を意味し，
λ<0のとき同期現象が生じる．このことは（幾つかの
仮定の下で）ランダム力学系理論により数学的にも厳密
に示されている(11)．すなわち負のリヤプノフ指数を持
つ力学系はRCに用いることができる．

2.2 具体例：Echo State Network モデル
Echo State Network（ESN）と呼ばれるモデルでは，
リザバーにリカレントニューラルネットワーク（RNN）
を用いる（図 1(b)）．時刻 k(=1, 2, ⋯)におけるネット
ワークの i(=1, 2, ⋯, N )番目のノードの変数 r(k)は下
記の方程式で時間発展する：

r(k)=ϕ∑



Jr(k−1)+vs(k) (5)

ここで ϕ[⋅]は活性化関数と呼ばれ，ϕ[u]=tanh uがよ
く用いられる（∈Rはパラメータ）．v, Jはノード間
の結合重みであり，ESN モデルでは乱数によってあら
かじめ決定し固定する（学習しない）．学習するのは先
述のとおり出力層の重み {w}のみである．具体例とし
て，Lorenz 方程式(用語)の変数 (k)が与えられたときに
同時刻の Lorenz 方程式の変数 (k)を推定するタス
ク(12)を，ESN モデルで実装した例を図 1(d)，(e)に示
す．出力層の重み {w}の学習だけでうまく状態推定が
できていることが分かる．

2.3 RCの幾何的解釈
幾何的に見ると，先述の =Φw=∑ wr=Pはベク

トル ∈R
を N次元部分空間 V=Span{r, ⋯, r}に射
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影し近似していることが分かる（P : R→V．通常，学
習データはノード数より多いので K>N を仮定(注1)）．
ここで r=(r(1), ⋯, r(K)), P=Φ(ΦΦ)Φと置いた．
共通入力同期を示すリザバー力学系では，（過渡状態

を無視すれば）状態ベクトル rは入力信号 s=

(s(1), s(2), ⋯, s(K))のみで決まる：r=r(s)（部分空
間 Vも同様 V=V (s)）．RC（特に ESN）の解釈として
は，J, vがランダムであることから入力信号 sに対す
る応答がノードごとに異なり，ベクトル r(i=1, ⋯, N )

の線形独立性の‘度合い’を高めていると考えられる
（図 1(c)）．逆に極端な場合として J, vが iや jによら
ない定数の場合は rが全てのノードで同一となり，V

は一次元となり明らかに近似の精度は悪くなる．
従来の RNN では J, vも学習するが，これは基底ベ
クトル rを教師データ D により調整してより“良い”
部分空間 V' (D)を作っていることに対応する．J, vを
学習する場合は学習コストが非常に高いため，（学習が
容易な RCに比べると）ノード数を大きくとることが難
しい．従来の RNN が“低次元ながら良い”部分空間
V' (D)でベクトル を近似するのに対し，RC は“ラン
ダムに生成した高次元”部分空間 V (s)にベクトル を
射影する方法であると理解できる．

3．RCに適した力学系特性

RC の力学系特性として知られている二つの経験則
「edge of chaos」と「短期記憶と非線形変換のトレード
オフ関係」を紹介する．

3.1 RCの経験則 1 : edge of chaos
リヤプノフ指数は単にリザバー力学系の条件としてだ

けでなく，情報処理精度の意味で“良い”リザバー力学
系の特徴付けとしても有用である．これまで多くの研究
によって数値的・実験的に支持されている経験則は
edge of chaos と呼ばれる(13), (14)．通常，力学系のパラ
メータを変化させると同期状態 (λ<0)から非同期状態
（λ>0，いわゆるカオス）に転移する．例えば，ESN の
例では結合行列 Jのスペクトル半径(用語)を増大させる
とこの転移が見られる．edge of chaos とは転移点直前
（λ<0かつ λ≃0）において，RC は情報処理性能が最も
高くなるという経験則である．
図 2(a)は ESN モデルを用いて関数近似タスク

(k)=sin(s(k−1))を解いた結果である．上図の縦軸は

規格化された平均二乗誤差（NMSE），横軸は ESNモデ
ルのパラメータ ．下図は対応する条件付リヤプノフ指
数．NMSE が最小となる =0.7ではリヤプノフ指数は
λ≃−0.36となる．リヤプノフ指数がゼロに近い負値で
情報処理性能が高くなるという上記の経験則に合致して
いる．ESNモデルやタスクの詳細は文献(3)参照．
図 2(b)には異なる初期条件からの時間発展の様子を
示した．λ<0（上の二つの図）では同期現象が見られ，
λ>0（下の二つの図）では見られないことが確認でき
る．転移点直前では，リヤプノフ指数の定義からも分か
るように同期状態への収束が遅くなる．このことはリザ
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図 2 RCの経験則 edge of chaos (a)上図：関数近似タスクに
関する規格化された平均二乗誤差（NMSE）．100 ノードの ESN
モデルを用いた．横軸は ESNのパラメータ ，縦軸はNMSE．モ
デルの詳細は文献(3)参照．下図：条件付リヤプノフ指数．同期
─非同期（カオス）転移点は =1.25．横軸は上図と同一．(b)三
つの異なる初期条件から共通入力に駆動される力学系（ESN モデ
ル）で時間発展させた（初期条件の違いを除いて他は同一）．上か
ら順に =1.=1.0, 1.2, 1.3, 1.5．

(注 1) 学習データが十分にある状況では，K≫N を想定するのが自然
である．このような場合に，ベクトル ∈R

をランダムに生成した N
次元部分空間 Vへ射影し，良い近似を得ることは不可能であると思われ
る．ところが，このような状況でも RC は良い近似を与える．この理由
を考察するには，RC が得意とするタスクの構造（(k)は遠い過去の入
力信号 s(k−τ)(τ≫1)には依存しない）や RC の入力に対する応答特性
も考慮に入れる必要があるだろう．



バーの短期記憶の容量，いわゆる記憶容量(注2)の増大を
示唆する．（この点についての議論は文献(3)．）実際，
平均場理論を用いることで，ネットワークの記憶容量が
edge of chaos において最大となることが示されてい
る(15)．

3.2 RC の経験則 2：短期記憶と非線形変換のトレー
ドオフ関係

前節では入力信号に対するリザバー力学系の短期記憶
について触れたが，一般的な情報処理には入力信号の非
線形変換も重要である．本節ではリザバー力学系のこれ
ら二つの機能，すなわち入力信号に関する短期記憶と非
線形変換に着目する．それらの間には以下に述べるト
レードオフが存在することが経験的に知られている．
まず，入力信号に関する短期記憶について述べる．リ

ザバー力学系（前出の写像 F）が線形に近いほど，入
力信号に対する記憶容量が増大する．逆に言えば，リザ
バー力学系の非線形性は記憶容量を低減することが知ら
れている(16)～(18)．
次に，入力信号の非線形変換について述べる．記憶容

量のみを考えると線形のリザバー力学系を使うのがよい
が，明らかに線形のリザバー力学系では入力信号の非線
形変換はできない．RC の利点の一つは，入力信号を高
次元空間に非線形写像し，線形分離不可能問題のような
タスクをうまく処理することにある．したがって，リザ
バー力学系の非線形性は一般のタスクには必要不可欠で
ある．
リザバー力学系の非線形性を強めると，入力信号の非

線形変換を表現できるようになる一方，記憶容量は低下
する．逆に，非線形性を弱めると，記憶容量は増加する
が，非線形変換の近似は難しくなる（表 1）．これは記
憶と非線形のトレードオフと呼ばれ，Dambre らによっ
て幾つかのリザバーに対して数値的に示されている(18)．
なぜこのようなトレードオフが起こるのか？ 特に，

非線形ダイナミクスが記憶容量を低減する力学系的機構
については，リザバーの状態に対する摂動（変分方程

式）の時間発展に基づいた説明が与えられている（詳し
くは文献(3)）．

4．RCに適した力学系構造

記憶と非線形のトレードオフを解消する最も単純な方
法は，リザバー力学系に線形なダイナミクスと非線形な
ダイナミクスを共存させることであろう(3)．
ESN モデルを例に考えてみると，線形の活性化関数

ϕ[u]=uを持つ線形ノードと，非線形の活性化関数
ϕ[u]=tanh uを持つ非線形ノードを混合させればよい
（図 3）．初期に線形／非線形ノードを配置しランダムな
重み J, vで結合して固定する．通常の ESN モデルと
同様に出力重み {w}のみを教師データから学習する．
このように線形ダイナミクスと非線形ダイナミクスが共
存したリザバーを混合リザバーと呼ぶ．非線形ノードの
数を Nとし，混合率を p=NN と定義する．
混合リザバーを用いて関数近似 (k)=sin(πνs(k−τ))

を行った数値実験結果を図 3 に示す（N=100に固定）．
RC がこの関数近似タスクを実行するには，τステップ
前の入力信号 s(k−τ)を保存し（短期記憶），sin 関数を
近似する必要がある（非線形変換）．このタスクに含ま
れるパラメータ (ν, τ)はそれぞれ入力信号の‘記憶の深
さ’と‘非線形変換の強さ’を調整する（関数近似タス
クの詳細は文献(3)）．
図 3の横軸は混合率 p，縦軸は規格化された平均二乗

誤差（NMSE，対数軸）である．ここでは一例として
ν=1.5（固定）の場合を示す．どのタスクパラメータに
おいても，混合リザバーは誤差が小さく近似精度が高い
ことが分かる．特に，τ が小さいタスクに関して p=1

付近に着目すると，少数の非線形ノードを線形ノードに
入れ替えるだけで近似精度が劇的に向上していることが
分かる（p=0付近も同様）．また，τが大きいタスクに関
しては，最適な混合率はより小さくなることが確認でき
る．より長期の記憶にはより多くの線形ノードが必要で
あると解釈でき，先述のトレードオフと整合的である．
ESN モデルと関数近似タスクの数値実験結果から，

混合リザバーが RCに適した力学系構造であることが示
唆された．果たしてこの結果は普遍的なのだろうか？
ESN モデルの場合，時系列予測問題（Santa Fe Laser
data set）や標準的なタスクである NARMA task につ
いても混合リザバーは有効であることが示されてい
る(3)．ネットワークのトポロジー依存性を調べるため
に，全結合，スパースランダム結合，リング結合の各
ネットワークを用い，混合リザバーの有効性が検証され
ている（図 3(19)）．現状の結果はいずれも，混合リザ
バーは RCに適した力学系構造であることを示唆してい
る．混合リザバー化による近似精度の著しい向上がタス
クやネットワークトポロジーによらず普遍的であること
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表 1 短期記憶と非線形変換のトレードオフの関係 行はリザ
バー力学系が線形または非線形かを，列は入力信号に関するリザ
バー力学系の“機能”を表す．

入力信号に対するリザバーの“機能”
短期記憶 非線形変換

リザバー力学系
（活性化関数 ϕ）

線形 ◯ ×
非線形 × ◯

(注 2) 短期記憶を特徴付けるため幾つかの記憶容量の定義が提案され
ているが，いずれも入力信号の過去の系列 (s(k−1), s(k−2), ⋯)が現在
のリザバーの状態 {r(k)}

からどの程度再構成できるかを定量化するも
のである．時系列予測や音声認識等のタスクでは，RC の記憶容量は重
要な指標であると考えられている．



は，ESN においては混合率 pが重要なハイパパラメー
タであり，その最適化の有効性を示している．また物理
実装においては，線形的なダイナミクスを適度に追加す
ることで，混合リザバー化による劇的な精度向上の可能
性が期待される．

5．まとめと今後の展開

本稿では RCの数理的基礎と特性，及び RCに適した
構造について概観した．この観点から理論的に重要と思
われる未解決問題として次の二つを挙げる．

（i）“良い”リザバー力学系の特徴付け
一般に RCは多くのパラメータを含むため，パラメー
タを最適化する必要がある．edge of chaos は一つの重
要な候補であるが，RC の情報処理性能がリヤプノフ指
数のみで決まることはなく，パラメータ空間の次元を一

つ下げただけと考えるのが自然である．リザバー力学系
の“良さ”を測る（タスクへの依存度が低い）普遍的指
標は存在するのだろうか？ 換言すれば，“良い”リザ
バー力学系が備えるべき本質的性質というものが存在す
るであろうか？

（ii） RCに適した力学系構造
混合リザバーはこの候補であるが，更に適した力学系

構造の探求は重要と思われる．例えば，混合 ESN にお
ける線形／非線形ノード配置は現状ランダムであるが，
その最適化が課題として挙げられる．予備的な数値実験
では，非線形ノードクラスタから線形ノードクラスタへ
の一方向結合ネットワークトポロジーが優れることが示
唆されている．混合リザバー以外の方向では，例えば
Deep ESN のような構造（ネットワークトポロジー）等
が提案されているが，広く RCに適した力学系構造を探
求していくことは重要な問題と考えられる．
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図 3 混合リザバーの効果 (ν=1.5) 横軸は混合率 p，縦軸は関数近似タスクに関する規格
化された平均二乗誤差（NMSE）．ESN モデルを用いた．(a)，(b)共に結合行列の非ゼロ要
素 J(≠0)はランダムに決定(19)．各図右のネットワークは混合リザバーの概念図．（黄色の
ノードは線形活性化関数を持つノードを表す．）



本稿では RCの数理的理解を中心に述べてきたが，最
後に RC 研究全体の今後の展開について議論する．ま
ず，今後ますます多様な物理系による RC の実装が提
案・研究されていくことが予想される．2．でも述べたよ
うに，RC はノード数が同一であれば通常の RNN に情
報処理精度の点で勝ることはない．RC の優れた点は，
（光実装等をしたときの）高速処理性能や省エネルギー
性，または巨大な自由度（ノード数）を情報処理に用い
ることができる点だろう．RNN のようなソフトコン
ピューティング（機械学習法）を分析し，物理系の特性
を生かした RC の実装を行うことが重要となる．例え
ば，Nakajima ら（2018）は RC 光実装の高速処理と，
ソフトコンピューティングの高精度処理を相補的に用い
ることを提案している(20)．
また情報通信分野にとどまらず，近年 RCは物理学分

野でも盛んに研究されている．Maryland のグループ
は，力学系状態の推定法(12)や，時空カオス系の予測(21)，
リヤプノフ指数の計算法(22)を提案している．また，こ
の提案法を応用した流体乱流の研究も行われている(23)．
これらの分野の知見が将来的に情報通信分野に“逆輸
入”されることも期待できる．
RC はまだまだ研究の途上にあるが，物理実装におけ
る高い柔軟さや簡易性が強みである．本稿で述べたよう
な理論的課題が解決されれば，物理特性を生かした RC
が社会で活躍する日が来るかもしれない．

文 献
(1) H. Jaeger and H. Haas, “Harnessing nonlinearity : predicting chaotic

systems and saving energy in wireless communication,” Science, vol.

304, no. 5667, pp. 78-80, 2004.

(2) M.W. Hirsch, S. Smale, and R.L. Devaney, Differential Equations,

Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos, Academic Press,

2012. (訳本：力学系入門─微分方程式からカオスまで─，共立
出版，2017．)

(3) M. Inubushi and K. Yoshimura, “Reservoir computing beyond

memory-nonlinearity trade-off,” Scientific Reports, vol. 7, 10199, pp.

1-10, 2017.

(4) W. Maass and H. Markram, “Real-time computing without stable

states : A new framework for neural computation based on perturba-

tions,” Neural Comput., vol. 14, no. 11, pp. 2531-2560, 2002.

(5) A. Uchida, R. McAllister, and R. Roy, “Consistency of nonlinear

system response to complex drive signals,” Phys. Rev. Lett., vol. 93,

244102, 2004.

(6) J.N. Teramae and D. Tanaka, “Robustness of the noise-induced phase

synchronization in a general class of limit cycle oscillators,” Phys. Rev.

Lett., vol. 93, no. 20, pp. 1-4, 2004.

(7) K. Yoshimura, J. Muramatsu, and P. Davis, “Conditions for common-

noise-induced synchronization in time-delay systems,” Physica D,

Nonlinear Phenomena, vol. 237, no. 23, pp. 3146-3152, 2008.

(8) K. Yoshimura, I. Valiusaityte, and P. Davis, “Synchronization induced

by common colored noise in limit cycle and chaotic systems,” Phys.

Rev. E, Stat. Nonlinear Soft Matter Phys., vol. 75, 026208, 2007.

(9) L.M. Pecora and T.L. Carroll, “Driving systems with chaotic signals,”
Phys. Rev. A, vol. 44, no. 4, pp. 2374-2383, 1991.

(10) K. Yoshimura, P. Davis, and A. Uchida, “Invariance of frequency

difference in nonresonant entrainment of detuned ...,” Prog. Theor.

Phys., vol. 120, no. 4, pp. 1-13, 2008.

(11) F. Flandoli, B. Gess, and M. Scheutzow, “Synchronization by noise,”
Probability Theory and Related Fields, vol. 168, no. 3, pp. 511-556,

2017.

(12) Z. Lu, J. Pathak, B. Hunt, M. Girvan, R. Brockett, and E. Ott,

“Reservoir observers : Model-free inference of unmeasured variables in

chaotic systems,” Chaos, vol. 27, no. 4, pp. 041102-041108, 2017.

(13) N. Bertschinger and T. Natschläger, “Real-time computation at the

edge of chaos in recurrent neural networks,” Neural Comput., vol. 16,

no. 7, pp. 1413-1436, 2004.

(14) J. Boedecker, O. Obst, J. Lizier, N. Mayer, and M. Asada, “Information

processing in echo state networks at the edge of chaos,” Theory in

Biosciences, vol. 131, no. 3, pp. 205-213, 2012.

(15) T. Toyoizumi and L.F. Abbott, “Beyond the edge of chaos :

Amplification and temporal integration by recurrent networks in the

chaotic regime,” Phys. Rev. E, Stat. Nonlinear Soft Matter Phys., vol.

84, no. 5, pp. 1-8, 2011.

(16) S. Ganguli, D. Huh, and H. Sompolinsky, “Memory traces in dynamical

systems,” Proc. the National Academy of Sciences, vol. 105, no. 48, pp.

18970-18975, 2008.

(17) T. Toyoizumi, “Nearly extensive sequential memory lifetime achieved

by coupled nonlinear neurons,” Neural Comput., vol. 24, no. 10, pp.

2678-2699, 2012.

(18) J. Dambre, D. Verstraeten, B. Schrauwen, and S. Massar, “Information

processing capacity of dynamical systems,” Scientific Reports, vol. 2,

no. 514, 2012.

(19) K. Yoshimura, M. Inubushi, Y. Ikeda, Y. Nagasawa, and T. Kogahara,

“Computation performance of mixture-unit echo state networks,” Proc.

2018 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applica-

tions, pp. 404-407, 2018.

(20) M. Nakajima, M. Inubushi, T. Goh, and T. Hashimoto, “Coherently

driven ultrafast complex-valued photonic reservoir computing,”
Conference on Lasers and Electro-Optics, OSA Technical Digest

(online), p. SM1C. 4, Optical Society of America, 2018.

(21) J. Pathak, B. Hunt, M. Girvan, Z. Lu, and E. Ott, “Model-free

prediction of large spatiotemporally chaotic systems from data : A

reservoir computing approach,” Phys. Rev. Lett., vol. 120, no. 2,

24102, 2018.

(22) J. Pathak, Z. Lu, B.R. Hunt, M. Girvan, and E. Ott, “Using machine

learning to replicate chaotic attractors and calculate Lyapunov

exponents from data,” Chaos, vol. 27, no. 12, 2017.

(23) M. Inubushi and S. Goto, “Inference of the energy dissipation rate of

turbulence by machine learning,” (in preparation).

（平成 30 年 8 月 31 日受付 平成 30 年 10 月 5 日最終受付）

犬
いぬ

伏
ぶし

正
まさ

信
のぶ
（正員）

2008 東工大・機械宇宙卒，2010，2013 京大
大学院理学研究科数学・数理解析専攻修士・博
士課程了．博士（理学）．2013～2018 日本電信
電話株式会社NTTコミュニケーション科学基
礎研究所勤務．2018 から阪大大学院基礎工学
研究科機能創成専攻非線形力学領域助教．非線
形力学系と情報科学への応用を研究．日本物理
学会，日本流体力学会各会員．

吉
よし

村
むら

和
かず

之
ゆき
（正員）

1992 京大・工・物理卒，1994 東大大学院工
学系研究科航空宇宙工学専攻修士課程了，1997
京大大学院工学研究科数理工学専攻博士課程
了．博士（工学）．1997～2016 日本電信電話株
式会社NTTコミュニケーション科学基礎研究
所勤務．2001～2002 カリフォルニア大・サン
ディエゴ校客員研究員．2016 から鳥取大学術
研究院工学系部門教授．非線形力学と情報処理
への応用，及び，非線形格子波動の研究に従
事．日本物理学会，日本応用数理学会，日本数
学会各会員．

電子情報通信学会誌 Vol. 102, No. 2, 2019120


