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Abstract: I advocate general computational science based on the scientific theory of naturalist Kumagusu 

Minakata. The mission of general computational science is to understand nature as an algorithm. I have 

studied various natural computations, such as the origin of life, protein interaction network, the 

pathogenicity of influenza, etc. And I noticed that the unified interaction of natural systems is tactile. 

Therefore, I applied the general computational science method to haptic interaction and constructed a tactile 

computation system. I have proposed the Tactile Score, which is equivalent to a programming language in 

the tactile computing system. I suggest Tactileology, a new cross-disciplinary research field based on natural 

computation. 
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一般計算科学 

一般に自然は非定常である．アルゴリズムとは非

定常な自然を定常化させる仕方であり，同じ現象を

繰り返し生じさせることができる．そこで，南方熊

楠の科学論を基盤として[1]，自然をアルゴリズムと

して理解する一般計算科学を提唱した[2]．これまで

の computational * (* = physics, chemistry, biology, 

medicine, etc.) で用いられているアルゴリズムは，方

程式の数値計算やシミュレーションを計算機で行う

ためであり，実際の自然系を定常化させるものでは

ない．一般計算科学は，方程式のようにアルゴリズ

ムを用いる科学である．そして，得られたアルゴリ

ズムを実際に自然系に適用するものである． 

一般計算科学の方法論では，同じ現象を繰り返し

生じさせるアルゴリズムが得られれば，従来の科学

的手法にその機序の解明を任せ，さらに先へと研究

を進めることができる．また，得られたアルゴリズ

ムの再現性が十分に高ければ工学や産業への応用も

可能である．卓越した技能をもつ職人が居たとして，

彼らの技巧の素晴らしさは科学的に解明することも

できるだろうが，その技術をアルゴリズム化すれば

科学的解明と平行して工学・産業応用が可能になる． 

触覚相互作用 

これまで，生命の起源[3], 酵母のタンパク質相互作

用ネットワーク[4], 化学生態系における生物多様性

創出のメカニズム[2], 高病原性インフルエンザウィ

ルスの致死的病原性発現のメカニズムなど[5]，マル

チスケールの自然計算系の研究を行なってきた． 

生命の起源の研究では．計算機内に抽象的な化学

反応から単細胞，多細胞へと進化する人工生命系を

構築し化学進化を再現し，単細胞から多細胞系へ自

律的に進化と機能分化が生じることを確認した（多

細胞系の計算能力による評価から，Turing Machineと

同等となることを確認 [6]）． 

この系の応用として，人工生命系の環境を変化さ

せて間接的に進化を促すことで計算を行う進化計算

系を構築した．この系は，従来の進化計算系とは全

く異なるもので，ユーザーは計算を行うために系の

環境を変化させて計算を行い，計算生命系はユーザ

ーの目的など関係なくただ系を維持し続けるもので

ある．この研究が契機となり，環境の改変をアルゴ

リズムにより系を間接的に制御する計算を行うパラ

ダイムとしてハーネスを提唱した． 

ハーネスの概念のもと，高病原性インフルエンザ

とヒトとの共生の仕方を考察した．インフルエンザ

ウィルスはヒトを殺すために感染するのではない．

感染は彼らが生きるためであり，いわば副作用とし

て高病原性を生じさせる．ウィルス性肺炎の致死要

因は急性呼吸窮迫症候群(ARDS)とよばれる，急性肺

炎によるショックである．そこで，ウィルス性肺炎

からの ARDSが死に至らしめるプロセスを大規模遺

伝子データ解析から調査し．数個の遺伝子の失活が



全体に波及し死に至らしめることを確認した．この

研究はウィルス性肺炎による ARDSの治療に寄与す

る可能性がある． 

触覚計算系 

化学進化の基となる化学反応，高病原性インフルエ

ンザウィルスやタンパク質相互作用などでの高分子

相互作用，生態系での相互作用（個体認識や採餌ほ

か），マルチスケールの自然系に共通する相互作用は

触覚相互作用である．触覚相互作用は分子・細胞レ

ベルから人間・動物さらに集団に至る．よって，触

覚相互作用に一般計算科学の方法論を用いることで

触覚相互作用のアルゴリズムによる，自然系の理解

や計算・制御を行うことができる [2]． 

触覚計算系用のアルゴリズム言語 

図 1：触譜, Tactile Score. 第 3 線が基準の圧力，下向は強

い，上向は弱い圧力を，音符で長さを示す． 

アルゴリズムとは処理の順序であり，自ら時間発展

をともなう．触覚には，聴覚での楽譜に相当する時

間変化する触覚のための一般的な記述法が存在しな

い．また，音楽のように触覚が時間変化する触覚は，

マッサージ以外にはほとんど存在しない． 

そこで，時間変化する触覚を記述するため「触譜

Tactile Score を提案した(図 1) [7]．触覚では，softness, 

roughness が重要な要素であるが[8]，各々の単位や

response time も異なるため，統一的に記述すること

は困難である．そこで様々なパラメータを捨象し垂

直力の時間変化のみで十分に記述することができる

ことを確認した．そこで，五線譜（楽譜）をもちい

て，垂直力の時間変化の記述することとした．楽譜

は音の高低と長さを記述するが，触譜では垂直力の

大きさと長さの変化を記述できる． 

触覚アルゴリズム言語の文法 

 
図 2:触覚アルゴリズムの遷移文法:曲線的，直線的とは触

覚提示部の時間移動の仕方を意味する． 

時代と地域を超えて現存する時間変化する触覚はマ

ッサージであるため，マッサージの分析から触覚の

時間変化の遷移文法を抽出し[9]，専門家による「順

序は可換である」との評価から，「圧力・時間＝C」

として文法を得た．遷移を可換にするためには，微

から大までの圧力変化の順序を可換にする必要があ

り（“曲線→微→直線的”の遷移と“有機的→強→直

線的”を同一とする），そのため圧力の変化を「圧力

=C/時間」とすることでこの文法が得られた．この文

法の検証は生体応答計測をもとに行われている[10]. 

触覚学 Tactileologyへ 

触譜はマッサージ等で再生可能だが，振動触覚の振

幅を触譜に基づいて変化させることで，振動触覚に

変換できる（TS振動）．TS振動により触覚の電子化

やインターネット配信が可能となった．また，非接

触型の触覚技術について，音楽家の野口五郎氏の着

想に基づく共同研究から，音楽に振動成分を埋め込

む技術（深層振動, Deep Micro Vibrotactile, DMV）を

開発した．音楽ホールで DMV の実証実験を行い音

響分析（音響触質の分析）からライブ演奏と DMV の

組み合わせが楽曲の印象を強めること，印象強化に

より感動（胸キュン）を生じさせることを確認した．  

 TS 振動は美容器などの家電への応用がされる一

方で，バリアフリー技術としての研究もすすめられ

ている．特に視聴覚重複障害（盲ろう者・触覚優位

者）の川空礼将氏とは，点字触譜（視覚障がい者用

の触譜）などを用いて，触覚優位者が，その優れた

触感覚により触覚デザインを行うプロジェクトを開

始している(haptica プロジェクト)．触覚学の様々な

試みから，様々な触覚相互作用が触譜化され，自然

系が触覚アルゴリズム（触譜）により計算化され，

新たな自然計算のパダダイムが拓かれることが予見

される． 
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