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Toward the realization of a next-generation information soci-
ety, information and telecommunication technologies have been 
developed by using machine-learning techniques that can pro-
vide novel and valuable information from big data detected at 
terminal devices. For such an information society, information 
processing near/at terminal devices, called “edge computing,” is 
strongly required for high performance through load distribu-
tion, but the technology is under development at present. There 
are various requirements for edge computing, such as low pow-
er consumption and small area occupation. Thus, on-chip ma-
chine-learning devices must be created. For this purpose, feasi-
ble devices are on-chip reservoir-computing devices that utilize 
physical phenomena with fading memory and nonlinearity. In 
this paper, we first introduce the background and fundamentals 
of reservoir computing and then show the concept and proper-
ties of our proposed device with spin waves. Finally, we address 
the present situation and outlook for this research field.

Key words: edge computing, on-chip machine-learning devic-
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1.　は じ め に

次世代高度情報化社会における豊かな生活の実現を目指
し，膨大なデータを用いた情報処理による新たな価値の創
出とそれらを活用するための技術開発が精力的に行われて
いる．こうした情報処理に用いられるコンピューティング
技術として，あらかじめ決められたルールに沿って処理を
行う演繹的な手法だけではなく，学習によって有用な機能
を獲得するような帰納的な手法が期待されている．機械学
習を用いた情報処理にはさまざまな種類があるが，情報ネッ
トワークのドメインによって要求仕様が異なることから，
目的に応じて適切な機械学習モデルおよびアルゴリズムの
選択と開発を行う必要がある．データセンターや車載シス
テムなどでは，高度・高精度・汎用的な情報処理の優先度が
高く，計算時間と消費電力，学習コスト，システム規模な
どはあまり問題とはされない．こうした場合には，例えば
深層学習のような高負荷だが高度な性能を発揮する情報処
理方式は有望な選択肢の一つであり，そのハードウエア実
装に向けて， complementary metal-oxide-semiconductor 
(CMOS)集積回路と膨大なメモリ，Graphics Processing 

Unit (GPU)アクセラレータ，クロックによる時分割処理な
どを利用したデバイス技術開発が急速に進展してきている．
一方，情報ネットワークのエッジにはセンサなどの多量の端
末機器があり，時系列データなどの構造化されていない膨大
なデータを取得している．それらの端末機器が常時クラウ
ドコンピューティングを利用することは，ネットワークト
ラフィックやデータセンターのサーバー負荷の増大により
情報処理能力の劣化を招く可能性があると指摘されている．
また，そもそも多くの端末機器が常に高度な情報処理を必
要としているわけではない．これらの理由から，端末機器
自体，あるいは端末機器に近いエッジドメインにおいて，
ある程度の自律的な情報処理を可能とする分散型情報処理
ネットワークシステムを構築することが求められている．
エッジドメインでは，計算の高速性，低消費電力性，小
規模性などの優先度が高く，情報処理は限定された機能と
精度を有すれば良い．また，コンピューティングの対象に
時系列データが多いことも考慮すべきである．エッジドメ
インにおける情報処理システムは研究が緒に就いたばかり
であるため指導原理は確立していないが，デバイス研究者
とアルゴリズム研究者の緊密な連携により，新たな機械学
習ハードウエア技術の開発が推進されつつある．世界的に
未開であるこの「エッジコンピューティング」において，
新規機械学習ハードウエア開発とわが国の強い技術である
端末機器を組み合わせた情報処理システムを先行して実装
すれば，電子産業の活性化につながると期待が寄せられて
いる．こうしたことから，政府主導の多数の大型プロジェ
クトが現在遂行されている．
本稿は以下のように構成される．はじめに，機械学習
ハードウエア創出のために認識すべきコンピューティング
の特徴，開発手法，物理的制約について述べる．次に，エッ
ジコンピューティング用オンチップハードウエア実装に有
望であるリザバーコンピューティングについて紹介する．
続いて，われわれの提案したスピン波機械学習デバイスの
特徴とタスク実行について概要を記載する．最後に，まと
めと今後の展望について記載する．
紙面の都合上，参考文献については最小限のものとなっ
ていることをご容赦いただきたい．詳細に関しては各文献
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を参照されたい．

2.　脳型コンピューティングの特徴と 
オンチップハードウエア実装における物理的制約

ニューラルネットワークに基づく機械学習コンピュー
ティング技術を用いた情報処理システムでは，システムが
解決する問題（ニーズ）が設定されることが常に動機とな
り，そのために必要なシステム構成，アルゴリズム，回路
（シナプス結合構造），デバイス機能 （ニューロン特性） の選
択と最適化を行う．コンピューティング機能は，データを
用いた学習（あるいは訓練）と呼ばれるプロセスによって
帰納的に獲得されるため，その動作の詳細や要素デバイス
の役割とそのシステム全体への影響が単純には理解できな
い．そうしたことから，要素デバイスの組み合わせによっ
てオンチップシステムを構成していくボトムアップの手法
では見通しが立たない．さらに，膨大なファンイン/ファン
アウトを持つデバイスの実現，各結合間に配置した膨大な
数の重みづけの実現，結合や重みに対する膨大な数の高密
度配線の実現，などの物理的な困難を解決する必要がある．
こうしたことから，集積回路応用デバイスの開発とは全く
異なる手法が求められるため，デバイス研究者はオンチップ
ハードウエア創出の道筋がわかりづらく困難を感じてきた．

3.　リザバーコンピューティング

ニューラルネットワークのオンチップハードウエア実装
に現実味のあるリザバーコンピューティング 1）, 2）と呼ばれ
る手法が近年注目を集めている．リザバーコンピューティ
ングは「エコーステートネットワーク3）」および「リキッ
ドステートマシン 4）」などの特殊なリカレントニューラル
ネットワークモデルを含む枠組みである．ここでリカレン
トとは，ニューロン間の相互結合により前時刻のニューロ
ン状態をフィードバックする仕組みを有することを意味し
ている．ニューロンのダイナミクスの中に過去の情報が埋
め込まれているため（記憶があるため），時間方向に相関
のある時系列データの情報処理が可能となる．Fig. 1に概
略図を示す．コンピューティングシステムは，入力部，リ
ザバー部，リードアウト部から構成される．リザバー部に
あるニューロン間の結合係数（重み）は固定されて学習に
よって変更をしない．これがハードウエア実装に非常に有
望な特徴である．このリザバー部は時系列入力データを高
次元特徴ベクトル空間に非線形写像する役割を果たす．こ
れにより，リードアウト部において多出力の重みづけ総和
とその活性化関数による写像という簡便なプロセスによっ
て入力データの特徴分類を行うことが可能となる．学習に
よるリードアウト部の重みの決定は，バッチ学習では線形
回帰，時系列データに対するリアルタイム学習では再帰的
最小2乗法を用いて行うことができる．したがって，シス
テム構成が単純，学習により変更する重みの数が従来より

も圧倒的に少数，学習に要する時間が非常に短くリアルタ
イム学習も可能，センサなどで取得された時系列データの
情報処理が可能，といったエッジドメインにおけるオン
チップハードウエア実装に有望な特徴を多数有する．

4.　物理現象によるリザバー部の実現

リザバーコンピューティングがオンチップハードウエア
実装の研究において注目されている最大の理由は，リザバー
部の機能を物理現象によって置き換えたコンピューティン
グの実装が多数報告されているためである 1）．Fig. 2に示す
ように，リザバー部の入力ノード（入力端子）のニューロ
ンに時系列データが入力されると，出力ノード（出力端子）
のニューロンの状態が時系列出力信号として得られる．高
次元な特徴ベクトルは多数の出力ノードにおける異なる出
力信号で実現し，入力データの非線形な写像はリザバー部
の多様な非線形応答によってなされる．要するに，一つの
時系列入力データに対して消えゆく過去の記憶（フェー
ディングメモリ）と現在の入力の両方に影響された多種多
様な非線形出力時系列信号が得られれば良い．多くの場
合，「短期メモリを持つ物理現象の過渡応答を用いる」，と
考えておけば良い．
物理現象を利用したリザバー部の多くにおいて，ニュー
ロン間の結合構造と結合係数の調整は困難である．こうし

Fig. 1　Schematic illustration of reservoir computing system.

Fig. 2　Function of reservoir part: filter nonlinearly trans-
forming input signals to high-dimensional (various) output 
signals.
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た場合はそれらが不明なまま，それらの存在すら意識せ
ず，時系列データの入力，リザバー部の状態信号の観測，
リードアウト部で出力信号の後処理，の順にコンピュー
ティングを行う．現状は，物理現象とコンピューティング
性能との関係を明らかにするために，さまざまな実験を行
い，得られた知見の体系化を行っている状況である．これ
まで報告されている例は，バケツの中の水，タコの足を模
したソフトマテリアル，テンセグリティ（構造物），メモ
リスタ，光学定盤上の光ネットワーク，スピントルクオシ
レータ，などであり，オンチップデバイスで実装されてい
る例は多くない．これらの研究では，各リザバーの物理的
基礎特性を明らかにし，線形システムでは解くことができ
ない時系列パターン認識のベンチマークタスクへの適用を
通じてリザバーコンピューティングの実証を目指すものが
多い．このほか，応用に近いタスクとして，音声認識を行
い有効性を示している報告がある．

5.　スピン波を用いた 
リザバーコンピューティングデバイスの考察

リザバーコンピューティングデバイスは多入出力リザ
バー部を持つことが望ましいため，オンチップハードウエ
ア実装ではこれらのノードには端子と配線が必要である．
リードアウト部が簡便な構造とアルゴリズムであるため，
チップ上で実現可能な構造において高いコンピューティン
グ性能と高度な情報処理を実現するためには信号の高次元
化が必要である．このため，可能な限り入出力ノード数を
増やすことを優先して，一方でリザバー内部の配線は極力
減らすことが望ましいと考えられる．したがって，連続媒
体をリザバー部のデバイスとして用いてリザバー内部の配
線をなくすことがコンピューティング能力，柔軟性，拡張性，
といった観点から有望である．近年，われわれは連続媒体
に伝播する波動を利用することに着目し，波動の伝播特性
をコンピューティングに有用である可能性を指摘した 5）．
また，2次元構造のチップデバイスでは空間的に遠距離の
端子において入力された信号間の演算が困難であるが，波
動が長距離に伝播することができればこの問題も解消する．
磁性体における磁化（スピン）は履歴に依存した分布や
動的特性といったメモリ現象を元来保持しているため，リ
ザバー部としてのポテンシャルを有している．また，抵抗
変化メモリスタ材料や相変化メモリ材料の動作原理である
原子・イオンの移動とは異なり，磁化の運動は電子系であ
ることから経年劣化の耐性と再現性が高く，ばらつきの少
ない特性が期待できるため，非常に有望であるといえる．
磁化（スピン）の動的特性の根源は，磁性体内部と外部か
らの有効磁場がスピンに作用することにより起きる歳差運
動である．強磁性体の場合，隣接スピンと平行にそろうよ
うに作用する交換力による磁場（近距離作用），すべての
二つのスピンが反平行になるように作用する双極子磁場

（近・遠距離作用），結晶磁気異方性による磁場（局所的な
作用），などが内部からの有効磁場であり，印加磁場が外
部からの有効磁場となる．特に，外部磁場が大きい場合に
はすべてのスピンがほぼ一方向に向くことで回転軸が一様
にそろった歳差運動を行う（Fig. 3(a)）．こうしたとき，
交換力による磁場が大きいため歳差運動の位相は磁性体内
部空間に対して急激には変化せず，位相がそろっている場
合を強磁性共鳴，位相変化が正弦波になって伝わる場合を
一般にスピン波と呼ぶ 6） 7）．ここではより広義に，歳差運
動の回転軸が一様にそろわない場合でもスピンの動的挙動
が空間に伝わるものをスピン波と呼ぶ．スピン波をリザ
バー部の波動として用いるには非線形現象が必要であり，
ここに工夫を要する．例えば，スピン波の非線形現象とし
て，マグノン（量子化したスピン波）の周期倍分岐やカオ
スの実験報告がある 6）～8）．その起源は，電子スピン共鳴装
置とY3Fe5O12を用いた系において平行励起配置で印加し
た入力RF正弦波のパワーを増やすとスピンの歳差運動の
仰角が大きくなりマグノンの非線形干渉が起きることであ
る．ミクロスコピックな物理の詳細は明らかとされていな
いが，Fig. 3(b)に示すようにスピンの歳差運動の仰角が大
きい場合は，スピン間に働く双極子磁場も時間によって変
化を続けることにより各スピンの歳差運動がお互いに時間
に依存した作用を及ぼし合い不安定になり，この不安定性
が非線形性に重要な役割をしていると考えられる．ここで
いう不安定なスピンの歳差運動は，倒れる寸前のコマの歳
差運動を想像すると理解しやすい．チップ上のデバイスで
入力パワーを増やすことは，エネルギー効率の観点からも
好ましくないため，印加外部磁場の大きさを減らすことで
歳差運動の仰角を大きくして不安定性を増す手段が合理的
である．これが非線形性を誘起するためのわれわれの基本
的アイデアである．

6.　スピン波リザバーコンピューティングチップデバイス
の動作原理とコンピューティング手法

6.1　リザバー部
近年，われわれはリザバー部に利用可能なスピン波を利用
したチップデバイスを提案した 9）．デバイス構造をFig. 4
に示す．下から順に，導電性基板，絶縁性磁性ガーネット薄
膜層，磁気–電気変換薄膜層，入力端子 （白色） と出力端子

Fig. 3　(a) Stable spin precessions and spin wave. (b) Un-
stable spin precessions and spin distribution.
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（灰色） からなる．最大の特徴は，入出力端子の数と配置に
関して自由度が高く多入出力が可能であることであり，情
報処理タスクによって適切に選択することも可能である．
電圧によって入力端子への信号の入力を行い，磁気–電気
変換層によって端子直下の磁性ガーネット局所にスピン波
が励起される．それらのスピン波の伝播と干渉による非線
形現象によって入力信号は変換される．出力端子直下のス
ピン波は磁気–電気変換層によって電圧の出力信号として
取り出され，それらをリードアウト部の信号として用い
る．磁性ガーネット層を用いた理由は，ダンピング定数α
が低くスピン波の長距離伝播が可能であることと，絶縁性
によって電流が流れないため多入出力と低消費電力化を実
現できることである．
多入出力を実現するためには，局所的にスピン波を励起・
検出する機構が必要であり，スピン波の分野で広く用いら
れているマイクロストリップアンテナではなく磁気–電気
変換層が必要である．われわれのデバイス中では磁気–電
気変換層の材料や機構について特定をしていない．その候
補としては，圧電材料による格子の収縮を介したガーネッ
ト材料の磁気異方性の変化，強誘電体やマルチフェロイッ
ク材料を用いて磁性ガーネット表面における電子構造を介
した磁気異方性の変化，磁歪材料による漏洩磁場変化に
よってガーネット中のスピンを歳差運動させる手法，など
いろいろ考えられるが，これらは現在研究が進行中の技術
である．ここではその点は気にせず，スピン波がリザバー
コンピューティングに利用可能であるのか，という問題に
着目したい．ここでは，入力端子直下のガーネットの磁気
異方性定数が入力信号により変化することと，出力端子直
下のスピン波が出力信号として検出されることを仮定して，
Landau–Lifshitz–Gilbert (LLG)方程式を基礎とするマイ
クロマグネティクスシミュレーションツールMumax310）

を用いてガーネット中のスピン波の挙動を調べるととも
に，それらを用いて簡単な機械学習タスクを行った．
シミュレーションに用いた磁性ガーネットの構造と局所
励起部：Exciter（入力端子）と局所検出部：Detector（出

力端子）の配置をFig. 5(a)(b)に示す．ここでガーネット
の物性値は，飽和磁化と薄膜面垂直z方向の一軸異方性は
Y3Fe5O12(111)7）やTm3Fe5O12(111)11）の実験値から可能な範
囲を用い，交換スティフネス定数はY3Fe5O12の実験値 12） 
3.7×10－12 J/mを用いた．励起部は直径250 nmの円形で
あり，1, 2の二つがy軸を対称にx軸上に配置されている．
これらの領域では，z軸に沿ったKuは入力信号としてKu

H

とKu
Lの間を変化する．他の領域では常にKu

Hとした．ガー
ネット端面領域からの反射の影響を防ぐため，外周に沿っ
て1 μm幅の領域（Fig. 5(a)，灰色の領域）ではダンピング
定数α＝1とした．これ以外のスピン波伝搬領域 （Fig. 5(a)，
白の領域）では，Y3Fe5O12の実験値と整合するα＝0.001
とした．ガーネット中の磁化は，はじめに＋z方向に一様
に向け，外部印加磁場HEXを磁束密度μ0 HEX＝(0, 1×10－4, 
0.03) T中で緩和させ初期磁化を行った．この時，若干の磁
区形成はあるものの，すべての場所で磁化の＋z成分が
99.8％であった．HEXはその後の時刻では一定値のままと
した．このHEXの大きさは，不安定なスピン波を誘起する
ことと，磁気バブル技術のモジュールでチップデバイス上
に実現できること，という二つの条件から決定した．検出
部は直径100 nmの円形であり，出力信号のスピン波はこ
の領域の平均値を用いた．シミュレーション温度はゼロK
とした．

6.2　リードアウト部
ここでは，時系列入力信号を特徴づけるパラメータX
を，リザバー部の時系列出力信号を用いて推定するタスク
を考える．リードアウト部における非線形回帰モデルによ
る出力信号の処理を以下の手法とアルゴリズムで行った．
出力信号として，三つの検出部における規格化スピンs
のx, y, z成分 (sx, sy, sz)として得られる9成分の時系列のう
ちのいくつかを用いた．時系列出力信号の包絡線を取り，
開始時刻 t0，データ長の時間TR，サンプリング時間間隔Δ＝

Fig. 4　Proposed on-chip machine-learning device with 
spin waves9）.

Fig. 5　(a) Structure of garnet film used in simulation. (b) 
Arrangement of exciters and detectors near origin of xy 
plane at z＝0. (c) Definition of input pulse. (d) Time-se-
quential input pulses13）.
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0.02 nsによってデータを取得し，定数倍のスケーリング
を行った．サンプリングの離散時刻をnで表し，t0から順
に1, 2, 3と時刻ラベルを付け，時刻 t0＋TRに対応する時
刻ラベルの最大値をNとする．これにより，以下の出力
信号の列ベクトルy(n)を得る．

y(n)＝(y1(n),…,yM(n))T∈RM×1 for n＝1, 2, …, N

ここでMは用いる成分の数であり，例えば三つの検出信
号のsxのみを用いるときはM＝3となる．重み列ベクトル

w＝(w1,…wM)T∈RM×1

を用いて，各時刻nにおいて以下を計算する．

z(n)＝f(w·y(n)).

ここで，関数 fは次のようなシグモイド関数で与えられる．

f(u)＝1/(1＋exp(－u)).

学習では以下の2乗誤差最小化の式に従い，n＝1, 2, …, N
すべてのz(n)を用いて最適な重みベクトルであるw*を計
算する．

w*＝arg minw Σn||z(n)–X||2.

ここでarg minはargument of the minimumの略であり，
例えばarg minξ g(ξ) は関数g(ξ)の最小値を与える引数ξを
表す．検証ではこのw*を用いて，未知の入力信号におけ
るXの値をz(n)の平均値zとして推定する．

z＝(1/N) Σnz(n).

学習と検証は，入力信号のXとその信号対して得られたz 

との2乗平均誤差 (RMSE)によって評価を行った．
6.3　機械学習タスクの例：パルス入力信号の一定パル
ス間隔時間Xの推定 12）

Fig. 5(c)(d)に示すKu
L＝0.5 kJ/m3，Ku

H＝5 kJ/m3の間で
変化する三角波パルスとKu

H一定値を連続的に繰り返した
入力信号を時刻 t＝0から印加して，出力信号を用いて機械
学習を行った．ここで，三角パルスの昇降時間は0.25 ns
で一定として，一定値の間隔時間Xの6条件 (X＝0.25, 0.5, 
0.75, 1.00, 1.25, 1.50 ns)を学習に用い，5条件 (X＝0.375, 
0.625, 0.875, 1.125, 1.375 ns)を検証に用いた．

Fig. 6(a)に，X＝0.5 nsの入力信号に対して t＝4 nsにお
いて取得された syの空間分布を示す．表示範囲はz＝0に
おけるxy面の原点中心に5×5 μm2である．励起部1と2
のおのおのにおいて励起された二つのスピン波が伝播して
干渉している様子がわかる．次に検出部1, 2, 3における波
形の時間発展を観察した．Fig. 6(b)(c)(d)にX＝0.5 nsの入
力信号に対して t＝0－5 nsにおいて取得されたsx（実線），
sy（点線），sz（一点鎖線）の波形を示す．検出部の励起部
からの距離が異なるため，検出部1, 2においては t≃～1 ns

から明瞭な振動があり，検出部3では t＝1 ns未満から振
動が開始している．正弦波のひずんだ波形がすべての出力
信号に見られ，検出部ごとに波形は若干異なっている．こ
れらの波形はXによって変化することが確認された．
異なるX値を持つ6条件の入力信号に対して検出部1, 2, 

3において t＝0–15 nsに取得されたスピンsの波形を用い
て機械学習を行った．検出部の場所，数，成分数を変えな
がら良い条件を探した．ただし，磁気–電気変換層の特性
を考慮して，面内成分 (sx, sy)と面直成分szは同時利用をし
ないこととした．また，利用するデータの開始時刻 t0と長
さTRが二乗平均平方根誤差 (RMSE)にどのように影響を
与えるか調べるため，t0＝0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nsと
TR＝0, 1, 2, 3, 4, 5 nsのすべての組み合わせについて機械
学習と検証を行った．
ここでは低いRMSEが幅広い範囲の t0とTRに対して得

られたのは，検出部1, 2, 3におけるsxとsyをすべて用いた
条件（次元数M＝6）であった．Fig. 7(a)にこの条件の検
証時に得られた結果を示す．t0が2 ns以降のデータについ
てみると，ほぼすべての t0とTRの条件においてRMSEは
0.2よりも低い値となっており，精度の高い推定が得られ
ていることがわかる．t0＝2 ns近傍では大きな振幅がない
もののTR＝1 nsにおいても低いRMSEとなっている，す
なわち3 nsあれば推定は十分にできていることは注目に
値する．これは検証に用いたXの範囲では，三角パルスが
2～5個あれば推定が可能ということを示している．
上記と同じ検出部1, 2, 3におけるsxとsyをすべて用いた
条件（次元数M＝6）において，励起部1のみに入力信号
を印加した場合には振幅の大きさはほとんど変化がないも
のの，Fig. 7(b)に示すように t0＝4 ns以下においてRMSE

Fig. 6　(a) Change in sy from initial distribution at t＝4 ns 
when X＝0.5 ns. (b)(c)(d) Time evolution of normalized spin 
components (sx, sy, sz) at each detector.
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が大きくなるという結果が得られた．また，励起部1ある
いは2のみに入力信号を印加した場合の出力信号を線形和
した場合は，同時に入力信号を印加して干渉させた場合と
異なる波形であったことから非線形干渉が示唆された．こ
のことは，2つのスピン波が干渉することにより波形のバ
リエーションが増え，短い観測データで精度の高い推定が
可能になったことを示唆している．

7.　まとめと今後の展望

本稿では，エッジコンピューティングに必要な機械学習
オンチップデバイスの研究背景と，デバイス実装に有望な
リザバーコンピューティングを紹介した．また，近年われ
われの提案したスピン波を用いた機械学習デバイスとそれ
を用いた特徴推定の一例を紹介した．
リザバーコンピューティングは元来ニューラルネット
ワークの枠組みではあるが，物理現象を利用したリザバー
部に関してはおおよそ「非線形性とメモリ効果を含む過渡
応答を用いた多入出力動的フィルタ」と考えれば，デバイ
ス研究者には理解しやすいのではないだろうか．ここで要
求されている性質は，これまでの電子デバイス分野では制
御の妨げになることからほとんど着目されてこなかった．
現在，物理現象を利用したリザバーコンピューティングに
おいて，物理現象のどのような動特性が計算性能に関係し
ているかは十分明らかではなく，物理リザバーの設計指針
の確立に向けた研究が進められている．また，タスクに応
じてリザバーからの出力信号を過不足なく得るための方法
論についても，今後の研究が待たれる．そのためには，
ハードウエアとアルゴリズムの双方を視野に入れて研究を
進めていくとともに，具体的な応用への道筋を開拓する必
要がある．
機械学習オンチップデバイスの実装を目指したリザバー
コンピューティングの研究分野は緒に就いたばかりであ
り，まだまだ研究の余地が十分に残されているチャレンジ
ングな分野である．本文に記載のとおり，磁性体材料はリ
ザバー部に有望な特性を元来兼ね備えている稀有な群であ
る．今後，磁性体を利用したさまざまな機械学習オンチッ

プデバイスが創出され，エッジコンピューティングに役立
つ技術へと発展することを期待している．
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