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第＜36＞回 ＜ナチュラルコンピューティング＞研究会 (SIG-＜NAC＞) 

プログラム 

12:00-13:00 昼休み／スポンサー企画（12:10-12:50） 

13:00-14:00 【合同企画】招待講演 

14:10-14:20 【招待講演】：＜光を用いた強化学習の研究＞ 

○＜成瀬 誠＞ (＜東京大学 情報理工学系研究科システム情報学専攻/工学部計数工学

科＞) 

14:20-15:10 【招待講演】：＜分子ロボティクスから分子サイバネティクスへ＞ 
○＜村田 智＞ (＜東北大学大学院工学研究科 ロボティクス専攻分子ロボティクス

分野＞)  

15:15-15:30 ＜３次元周期タイリングにおけるコロナ極限＞ 
○＜北川大輝＞ (＜広島大学大学院 先進理工系科学研究科＞), ＜今井克暢＞ (＜広

島大学大学院 先進理工系科学研究科＞) 

15:30-15:45 ＜化学反応ネットワークを用いた Reservoir Computing の性能向上＞ 
○＜伊藤 美賀＞ (＜お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科＞), ＜オベル

加藤＞ _(＜お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科＞) 

15:45-16:00 ＜ヤフーニュースにおけるアクセスランキングとコメントランキングの時

系列データの分析＞ 
○＜酒井 新太朗＞ (＜名古屋大学大学院情報学研究科＞), ＜鈴木 泰博＞ (＜名古屋

大学大学院情報学研究科＞)．．． 

16:00-16:15 ＜ Analytics of Ambient-ブーバキキ効果を用いた音と印象との紐付けによ

る雰囲気解析への応用-＞ 
○＜浅井 睦＞ 

16:15-16:30 ＜温冷刺激と触錯覚現象の融合によって生起する新たな触り心地の基礎調

査＞ 
○＜小村 啓＞ (＜九州工業大学大学院工学研究院機械知能工学研究系＞) 

16:30-16:45 ＜深層学習法による爪色三軸触覚センサの較正＞ 



○＜陳 彦東＞ (＜名古屋大学大学院情報学研究科＞), ＜大岡 昌博＞ (＜名古屋大学

大学院情報学研究科＞) 

16:45-17:00 ＜低周波振動触覚：Deep Micro Vibrotactile, DMV による音場修飾効果＞ 
○＜鈴木 泰博＞ (＜名古屋大学大学院情報学研究科＞) 

17:00-17:15 ＜DMV 刺激による高齢者認知機能に対する効果の検討＞ 
○＜大田 秀隆＞ (＜秋田大学高齢者医療先端研究センター＞) 
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Reinforcement Learning by Photonics 
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Abstract: Reinforcement learning (RL) is important in information and communications technology and 
artificial intelligence. Here we present photonics approach to realize RL using classical and quantum light. 
We present single photon-based systems to solve multi-armed bandit problems by utilizing wave-particle 
duality for exploration. The principle is transformed into chaotic lasers where the chaotically oscillating 
time series provides fast and scalable decision-making abilities. Extending such principles to general RL 
problems is also discussed. Furthermore, we demonstrate that entangled photons are useful for social 
decision-making whereby the expected value regards maximization of social benefits and ensuring fairness 
among individuals. 

 
光コンピューティングの研究開発は 1980 年代前

後に極めて活発に行われたが，大規模集積回路に代

表される電子技術の著しい進歩のなかで，『処理は電

子で、通信は光で』という機能の棲み分け論が興隆

し，光そのものを計算の主体として展開する研究は

一時陰を潜めた．替わって 1990 年代前後から，計算

機の筐体間・ボード間の光インターコネクションの

研究が活発に行われ，今日では基幹系・アクセス系

の通信は勿論のこと短距離の光通信にまで大きく発

展した．この間，近接場光学・ナノフォトニクス・

複雑系フォトニクスなどの新たな光技術が著しく進

歩してきた．我々は，情報物理の観点を基盤として，

光コンピューティングや光インターコネクションな

どの情報処理機能を，ナノフォトニクス[1]やレーザ

ーカオス[2]などのフォトニクスと共に新たに開拓

する研究開発に一貫して従事してきた． 
この流れのなかで，光本来の素材としての特長に

改めて着目し，「AI フォトニクス」とも呼ぶべき革

新的展開を指向した研究が，2000 年期後半頃より世

界で同時多発的に活発化した[3]．その背景には，電

子技術の進歩を支えていたムーアの法則の終焉が深

刻化し，持続可能なコンピューティングパワーと新

たな機能の実現のために，電子移動に限られない新

たな物理に基づく革新的アーキテクチャが不可欠と

の世界の強い共通認識があり，一方で光デバイス技

術を中心とした光技術の高度化が存在する． 
MIT による光導波路上の深層学習[4]や Princeton

大の光ニューロモルフィック計算[5]などは，最近で

は複数のスタートアップ創業にも繋がっている．光

が関与する複雑現象を活用する光リザーバコンピュ

ーティングは，スペイン・仏・日本などで活発に研

究され，大きく発展している[6–8]． 
上述の光機能は，一定の事前学習を伴う認識機能

や予測機能の高度化あるいは超高速化に着目してい

る．これに対し，現実の AI の応用では，環境の不確

実な変動への適応など一定の試行錯誤を伴うケース

が多く存在する．例えば無線通信におけるチャネル

割り当て等はその代表例と言える[9]．このような課

題は，広い意味では強化学習と呼ばれるが，その基

本は意思決定問題と考えることができる．なかでも，



報酬が不確実に変動する複数の選択肢から最もよい

選択肢を選ぶ問題（多本腕バンディット問題）はそ

の基礎をなし，探索と活用のジレンマという難しい

トレードオフを解決する必要がある[10,11]． 
我々は，近接場光[12]，単一光子[13]，レーザーカ

オス[14,15]が環境条件の変化のなかで示す確率的性

質が，多本腕バンディット問題に適応できることを

見出し，実験により実証してきた[11–18]．これらの

研究は，前述の光深層学習やリザーバー計算に対し

て，原理としても実現技術としても一線を画してい

るが，相互補完的関係にある．実際，菅野らは光リ

ザーバー計算と光意思決定の合成系による適応的モ

デル選択を示している[16]． 
さらに最近では，光の様々な性質がバンディット

問題の解決に資することが明らかになってきている．

Sunadaらはチップ上に集積されたリングレーザーに

おいて，駆動条件によって発振状態が自発的かつ確

率的に反転することを活用し，光チップ上での意思

決定機能を実証した[17]．また，Mihana らは複数レ

ーザー間のリーダーラガード同期現象を用いた新た

な意思決定実験に成功している[18,19]．すなわちレ

ーザーのネットワーク構造から意思決定という機能

を産み出すことを示している． 
なお，バンディット問題では最も報酬の大きな選

択肢を素早く正確に特定することが求められるが，

応用によっては，1 位の選択肢のみならず対象の順

序情報の認識が必要になる．Narisawa らはカオス時

系列を用いたバンディットソルバーに対して信頼区

間の概念を導入し，獲得報酬を維持しながら順序認

識を可能とする原理を示した[20]．一方，Uchiyama ら

はフォトクロミック材料の微小領域に構築された複

雑な構造に付帯した近接場光分布を用いて，対象の

構造を類推する新たな手法を提案している[21]．シ

ューベルトカリキュラスと呼ばれる数学的構造を活

用することで，最尤推定などの確率概念を導入せず

に対象の構造認識を可能としている．そのため，報

酬の定量化が困難な状況にも発展できる可能性を秘

めている． 
さらに，複数のプレイヤーの意思決定の競合を孕

む状況下では，光の量子干渉やエンタングルメント

を用いることで，プレイヤー間の協働メカニズムを

構築し，全体システムの最適性等を議論可能になる

[22–24]．光の偏光エンタングルメントを用いて，2 プ

レイヤー，2 選択肢のシステムにおいて，全体最適及

び公平性さらには不正行為の排除を物理的に実現で

きることが理論および実験で示されている[23]．さ

らに，Amakasu らは，光の軌道角運動量と量子干渉

効果を用いることで，多数選択肢のケースにおいて

も，競合のない協力的意思決定が実現できることを

示した[25]． 
光デバイス技術の進展は著しいとは言え，上述の

機能を実際のシステムに応用するには，多くのハー

ドルが存在する．このとき，具体的なシステムの試

作・検討を実践することで，光システムとしての重

要な設計パラメータの抽出を初めとして，光の活用

の方向性のチェック及び探索が可能であり，システ

ム検討の意義は大きい．Takeuchi らは，4 チャネルの

無線 LAN での端末における無線周波数チャネル選

択問題を，スループットの時間変化から定めた報酬

に基づいた 4 本腕バンディット問題として定式化し，

実験で得られたレーザーカオス時系列を用いて適応

的なチャネル選択に実験的に成功した[26]．カオス

時系列の効果の検証の他に，実験を通じて意思決定

原理の大幅な簡素化などの新たな知見も得られてい

る．また，Urushibara らは，カオス時系列を用いたバ

ンディットソルバーを超並列化することで一般の強

化学習に展開可能とし，倒立振子の学習を従来手法

よりも高速に実現できることを示している[27]． 
物理過程を用いて意思決定などの機能を構成する

ための理論基盤に関して，我々は，圏論を規範とし

たアプローチを示している[28]．意思決定とは，可能

な選択肢からのチョイス（P）とそこから得られる報

酬（Q）の関連，すなわち P→Q という単純な構図で

捉えがちだが，「三角圏」と呼ばれる圏を規範にする

と，P，Q 以外に 4 個のオブジェクトが背後に存在

し，それらが絡み合いながら展開する過程（8 面体図

式と呼ばれる）と捉えるべきことが分かる．我々は

単一光子を用いた意思決定[13]を 8 面体図式により

定式化し，初期に不明だった特異性が段階的に解か

れる様子を定量的に評価した[28]．圏論を機能シス

テムに応用する試みは，自然変換を基軸とした検討

も進んでおり[29]，自然系を用いたコンピューティ

ングの基礎理論に展開できる可能性を示唆している． 
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分子ロボティクスから分子サイバネティクスへ 

From Molecular Robotics toward Molecular Cybernetics 
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Abstract: In this report, we will review the history of molecular robotics research, especially the KAKENHI 

"Molecular Robotics Project," and summarize what has been accomplished and what remains to be done. We also give 

an overview of the successor project, "Molecular Cybernetics," which started last year. 

１．分子ロボティクス 

2010－14 年度，著者らは科研費基盤研究（S）「DNA

ナノエンジニアリングによる分子ロボティクスの創

成」を実施した．このプロジェクトでは，2000 年ご

ろから研究が本格化した DNA ナノテクノロジー[1]

のアプローチにより，部品となる分子ひとつひとつ

を設計し，それをシステムとして組み立てて一定の

システムを構築する方法が模索された．また同時期，

著者を主査として計測自動制御学会の下に調査研究

会「分子ロボティクス研究会」が設置され，国内の

研究者のコミュニティの形成が始まった．この調査

研究会は現在まで続いており，日本国内の DNA ナ

ノテク，DNA コンピューティング研究者の多くが参

加している． 

2012－16 年度には，東京大学の萩谷昌己教授を領

域代表として，新学術領域「分子ロボティクス～感

覚と知能を備えた分子ロボットの創成」が実施され

た．ここでいう「ロボット」とは，センサにより外

部環境から情報を獲得し，その情報を処理し，その

結果に応じて環境に対して働きかける「自律的シス

テム」として定義される．システムを環境から区別

し，これらの構成要素を一体化するためのボディ（構

造体）も必要である．これを反映して，このプロジ

ェクトでは，そのために必要な，センサ，プロセッ

サ（コンピュータ），アクチュエータ，および筐体を

なす各種の分子や分子集合体の設計・製作およびそ

れらの統合・制御にかかわる技術の開発が行われた． 

プロジェクトの発足に際して，分子ロボットの進

化シナリオが提案された[2]．これは，分子ロボット

段階的な進歩を予想したもので，次の４段階からな

る．第 0 段階は，1 分子がロボットとして動作する

ものであり，一定の制御が可能な分子機械である．

当時発表された Molecular Spider がその代表例であ

る．次の第 1 段階は，人工の細胞膜にさまざまな分

子デバイスを封入したもので，これをアメーバ型分

子ロボットと呼ぶ．第 2 段階は，人工細胞の代わり

にゲルの媒質にさまざまな分子デバイスを分布させ

たもので，これをスライム型分子ロボットと呼ぶ．

第 3 段階は，第 1 段階の分子ロボットを多細胞化し

たものである．多細胞化することにより，より複雑

で多様な機能をもつ分子ロボットができると考えた

わけである．第 4段階はハイブリッド化である．DNA

ナノテクやさまざまな生化学的なデバイスだけでな

く，フォトリソグラフィーなどの従来型のナノテク

ノロジーでつくられたデバイスとの組み合わせが想

定されている． 

分子ロボティクスのプロジェクトでは，このシナ

リオの第 1 段階と第 2 段階を達成することに重点が

置かれた．第 1 段階のアメーバ型分子ロボットの開

発にはある程度成功し，光センサ，DNA 増幅回路，

DNA 分子クラッチ，微小管・キネシン分子モータを

組み合わせた分子システムの構築実験を行った．ま

た第 2 段階のスライム型分子ロボットとしては，当

初 BZ-ゲルアクチュエータと DNA コンピューティ

ングの組み合わせが検討されたが，BZ アクチュエー

タの動作環境と DNA コンピューティングの動作条

件が折り合わず，達成不可能であることが分かった．

その代わりに，ゲルオートマトンと呼ばれるゲル空

間におけるセルオートマトンライクな分子システム

が模索された[3]． 

このプロジェクトでは，これら以外にもさまざま

な要素技術が開発された．代表例として，合成 DNA

および人工核酸を組み合わせてさまざまな演算回路



の反応を高速化する技術，微量の核酸を増幅する技

術，直交反応系などの技術などがある．アクチュエ

ータとして，光応答性 DNA により制御される微小

管集合体や，ゲル・ゾル相転移を DNA で制御でき

るゲルなども開発されている[3]． 

 

分子サイバネティクス 

2020 年，著者を代表とする科研費学術変革領域研

究（A）「分子サイバネティクス~化学の力によるミ

ニマル人工脳の構築」が採択された[4]．このプロジ

ェクトでは，分子ロボティクスで開発した単細胞の

アメーバ型分子ロボットを多細胞化し，さらにその

機能としてある種の学習機能を実現することを目標

にしている．アメーバ型分子ロボットでは，さまざ

まな分子デバイスを単一の人工細胞（リポソーム）

の中に実装することができたが，光応答人工核酸，

DNA デバイス，分子モータといった全く異なる分子

種がすべて機能する共通の溶液条件を導くことは非

常に難しい．そこで，分子サイバネティクスでは，

これらのデバイスごとに適した溶液を内包するリポ

ソームを複数作り，これらを結合することでシステ

ムを構築する．これは前述の進化シナリオの第 3 世

代に相当する． 

多細胞システムの具体的な機能としては，ミクロ

ンサイズの人工の知的情報処理分子システム（ケミ

カル AI）を構築し，情報処理の例として「パブロフ

の条件反射」のデモンストレーションを行うことと

した．そのために必要な研究要素は， 

１）センサ，プロセッサ，アクチュエータを実装し

た３種の人工細胞を一定の順序に並べることのでき

るマイクロ流体デバイスを開発する．そして，並べ

た人工細胞（SPA ユニット，図１）に様々な分子刺

激を印加してその応答を自動記録する遠隔操作可能

な実験システムを開発する． 

図１ SPA ユニット 

 

２）人工細胞の内部の情報を隣の人工細胞に伝達す

るための分子情報伝達デバイス（トランスデューサ）

を開発する．  

３）記憶と学習機能をもつ分子計算系を合目的的に

設計する技術を開発し，配列された複数の人工細胞

により「パブロフの条件反射」を獲得するデモンス

トレーションを行う． 

４）情報処理能力に拡張性を与えるため，変形によ

り他のミニマル人工脳と 2 次的結合（シナプス）を

形成することのできるアクチュエータ人工細胞を開

発する． 

これらに合わせて，分子サイバネティクスでは，

これまでにない新しい試みが行われている．その一

つは，領域内メンバーに対するさまざまな無償サー

ビスである．すなわち，鳥取大学の松浦和則教授は

ペプチド合成拠点を運営し，領域メンバーからの要

望に応じて，さまざまなペプチド鎖を合成して提供

する．また，名古屋大学の村山恵司助教は人工核酸

合成拠点を運営し，特殊な人工塩基を含む核酸配列

を合成して提供する．これらに加えて，関西大学の

葛谷教授は，各種顕微鏡や原子間力顕微鏡によるさ

まざまな単分子観察サービスを提供する．もう一つ

は Journalist in residence の試みである．早稲田大学の

田中幹人教授（科学技術コミュニケーション論）を

ホストして，新聞記者，科学ライター，SF 作家など

の非専門家を領域外から招待し，領域内のさまざま

な活動を外部に発信するとともに，分子サイバネテ

ィクスがどのように社会に受容されているのかを解

析することにより，RRI（Responsible Research and 

Innovation）を目指している． 
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1. はじめに

タイリングにおけるコロナの成長とその最終的な形状であ
るコロナ極限は，一様に成長する理想的な結晶の最終成長形の
シンプルなモデルである．
タイリングとは，タイルを用いてユークリッド空間を埋めつ

くす操作であり，平行移動により重なるという並進対称性をも
つタイリングを周期タイリングという．あるタイルの有限集合
に対するコロナとは，その集合のタイルと隣接するタイルの集
合として定義される．０番目のコロナを任意のタイルとして，
k番目のコロナ (k = 0, 1, 2, . . . )を再帰的に定義できる．隣接
には頂点隣接，辺隣接，面隣接の３種類存在する．コロナ極限
とは k 番目のコロナについて k → ∞ としたときの形状であ
る．先行研究により，周期タイリングのコロナ極限は凸で点対
称な多角形となることが分かっている [1, 2]．また，基本的な
２次元周期タイリングのコロナ極限については実際に計算され
ている [3]．
本研究では，３次元の周期タイリングのコロナ極限を計算

するアルゴリズムを実装した．さらに平行多面体や数種類の
整凸多面体を用いて種々の３次元の周期タイリングを作成し，
コロナ極限を計算した．

2. タイリングとコロナ極限
平行多面体は，平行移動のみで空間を充填できる凸多面体

である．また，整凸多面体（全ての面が正多角形である凸多面
体）は，次のように分類される．

• 正多面体
• 半正多面体
• 正多角柱

• 反正多角柱

• ジョンソンの立体

[4]に倣い，半正多面体，正多角柱は同一の頂点に介する r

個の正多角形の面数を並べて [p1, p2, . . . , pr] と表記する．ま
た，n番目のジョンソンの立体を Jn とする．
コロナ極限とは，n 番目のコロナを 1/n 縮小した形状の n

に関する極限である．極限が存在する場合には，全ての角度方
向への単位ベクトル vに対しコロナの成長速度 d(v)を考える
と，コロナ極限は集合 K = {kd(v)v | ∥v∥ = 1, k ∈ [0, 1]}と
なる [3]．d(v) = ∥tv∥

n(x,x+tv)
であり，nは，xから y への最小

ステップ数を表す（n(x, y) ∈ N）．隣接条件によって，同じタ
イリングでもコロナ極限が異なるものも存在する [3]．

連絡先: † m210426@hiroshima-u.ac.jp

連絡先: § imai@hiroshima-u.ac.jp

3. ３次元周期タイリングのコロナ極限

本研究では，３次元周期タイリングのコロナ極限を計算し，
その特徴を調べた．

3.1 作成した３次元周期タイリングデータ
[4]，[5]を参考に３０種類の周期タイリングデータを作成し

た．表 1にその一覧を示す．

表 1: ３次元周期タイリング一覧

１種類 ２種類 ３種類
立方体 正四面体・正八面体 Ver.1 J1・J3 正八面体・J3 [3, 6, 6]・[4, 6, 6]・[3, 4, 3, 4]

[4, 6, 6] 正四面体・正八面体 Ver.2 J1・J7 正八面体・J7 正四面体・立方体・[3, 4, 4, 4]

[4, 4, 6] 正四面体・[3, 6, 6] Ver.1 正四面体・J1 正八面体・J12 [3, 6, 6]・[3, 8, 8]・[4, 6, 8]

菱形十二面体 正四面体・[3, 6, 6] Ver.2 正四面体・J4 [3, 6, 6]・J12 立方体・[3, 4, 3, 4]・[3, 4, 4, 4]

長菱形十二面体 正八面体・[3, 8, 8] 正四面体・J8 [3, 8, 8]・J1 立方体・[4, 6, 6]・[4, 6, 8]

J26 正八面体・[3, 4, 3, 4] 正四面体・J28 [3, 4, 3, 4]・J1

[4, 6, 8]・[4, 4, 8]

3.2 コロナ極限の形状
作成したタイリングデータに対して３種の隣接条件のコロ

ナ極限をそれぞれ求め，その形状を調べた．いくつかのタイリ
ングについてここで詳説する．
正四面体と正八面体のタイリング（正四面体・正八面体 ver1）

の頂点隣接コロナの極限は以下の６個の極点を持つ正八面体と
なることが明らかとなった．
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図 1: 正四面体・正八面体 Ver.1のタイリング（左），頂点隣
接コロナ（中）とその極限形（右）

正四面体・[3, 6, 6] Ver.2の頂点隣接のコロナ極限は，面数

1



が３２の凸多面体となった．極点を以下に示す．(
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図 2: 正四面体・[3, 6, 6] Ver.2のタイリング（左），頂点隣接
コロナ（中）とその極限形（右）

4. AR型HMDによる可視化

従来のディスプレイモニタでは複雑な３次元タイリングの
入り組んだ構造を把握するのは非常に難しい．複雑なタイリン
グ上のコロナの構造を観察するためには，複雑な 3 次元形状
の表示や幾何学的操作が容易に行える可視化システムの開発
が不可欠である．そこで我々は，Microsoft社が開発した AR

型のヘッドマウントディスプレイ (HMD)である Hololens2[6]

を使用し，ARによる３次元立体の表示や幾何学的諸操作を可
能にするアプリケーションの開発している．Mathematicaと
Unityを利用して HoloLens での可視化 [8]する手法を基にし
ている．

図 3: Hololens2による３次元周期タイリングの表示とタイル
の操作

5. 考察

今回の結果からは，面数が６から３６までの様々な凸かつ中
心点対称な多面体が出力された．１種類の平行多面体タイルに
よるタイリングのコロナ極限は，その他のコロナ極限と比較し
て単純な形状となった．また，正多面体や半正多面体よりも対
称性の低いジョンソンの立体のタイルを使用した場合のコロナ
極限の形状が複雑な（対称性の低い）形状となる傾向が見られ

た．対称性の低いタイルがコロナ極限の形状に影響を与えてい
ると予想される．
さらに，異なるタイリングや隣接条件のコロナ極限の形状

が同一の立体となる場合が多く見られた．特に頻出したコロ
ナ極限立体は，正八面体，[3, 4, 3, 4]，菱形十二面体であった．
異なるタイリングや隣接条件から同様の形状が頻出するといっ
た現象は，２次元周期タイリングの場合 [3]と類似している．

6. まとめ

本研究では種々の凸多面体を用いた３次元周期タイリング
データを作成し，３種類の隣接コロナとその極限形であるコロ
ナ極限を求めた．その形状は中心対称な凸多面体となり，対称
性の低いタイルを用いたタイリングのコロナ極限は複雑な形状
となった．また，正八面体，[3, 4, 3, 4]，菱形十二面体が頻出す
る．複雑な形状を把握するために AR型 HMDを用いた可視
化ツールを作成して用いた．
タイリングにおけるコロナは，タイリング上のタイルをセ

ル空間におけるセルとすることで，３次元セルオートマトン
（CA）の一種と見なすことができるが，[7, 8]の機能を拡張し，
コロナのみならず種々のタイリングにおける３次 CAのシミュ
レータを作成することも今後の課題である．
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化学反応ネットワークを用いた
Reservoir Computing の性能向上
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Abstract: Reservoir Computing has traditionally been implemented using recurrent neural net-

works, but any system with similar recurrent characteristics, such as chemical reaction networks

(CRNs), can be used as a reservoir. In this study, we apply the PEN DNA toolbox, a modular

framework for molecular computing, to Reservoir Computing and use the Quality-Diversity al-

gorithm to improve the performance of reservoir in terms of memory capacity, kernel rank, and

generalization rank by using the Quality-Diversity algorithm.

1 はじめに
Reservoir Computing [1]とは再帰的ニューラルネッ
トワークの特殊なモデルを一般化した概念で，時系列
情報処理に適した機械学習の枠組みの一つである．入
力信号を reservoirで変換した後，読み出し部のみを簡
便なアルゴリズムで訓練するので，極めて学習が高速で
ある．また，適応更新を伴わないので，化学反応ネット
ワーク（CRN）のように同様のリカレント特性を持つ
システムであれば，reservoir として使用することがで
きる．本研究では，分子コンピューティングのためのモ
ジュラーフレームワークである PEN DNA Toolbox を
Reservoir Computing に適用し [2]，Quality-Diversity

アルゴリズムを用いてReservoirの性能向上を目指した．

2 Reservoir Computing

2.1 Reservoir Computing の概要
Reservoir Computing は入力層，中間層 (reservoir)，
出力層の三層から構成されており，典型的な更新式は
以下のようにして与えられる．

x(n) = f(Win[1;u(n)] +Wx(n− 1)) (1)

ここで x(n)は reservoir内のニューロン活性化ベク
トルであり，Win とWはそれぞれ入力重み行列と結
合重み行列を表している．
出力層は以下のように定義される．
∗連絡先： お茶の水女子大学 大学院 人間文化創成科学研究科 理

学専攻 情報科学コース
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y(n) = Wout[1;u(n);x(n)] (2)

ここで，y(n)はネットワーク出力であり，Woutは
出力重み行列を表している．

2.2 性能指標
最適化を行う上で Reservoir Computing が達成すべ
き性能を定義する必要がある．ここでは一般的な性能
指標として，記憶容量，カーネル特性，汎化能力を目
的関数として採用した [3]．

記憶容量 (Memory Capacity) 記憶容量とは入力
情報をどれくらいの期間記憶しておけるかということ
である． Reservoir Computing は適切な学習を行うた
めに，各時刻での入力の影響が reservoir内で時間とと
もに徐々に消失していく性質を持つ．これは以下のよ
うに，入力信号 u(n)に対して，u(n − k) を記憶する
タスクで学習された出力信号 yk(n) と，kによって遅
延された入力信号 u(n) の間の二乗相関係数で計算さ
れる．

MC =

∞∑
k=1

cov2(u(n− k),yk(n))

σ2(u(n))σ2(yk(n))
(3)

カーネル特性 (Kernel Rank) 次にカーネル特性と
は，reservoirが異なる入力パターンを区別する能力の
尺度である．これによって，入力 u(n) や過去の情報
u(n− 1),u(n− 2)... といった非線形表現を適切に生成
する能力を測定することができる．多くの実用的なタ



スクは線形分離不可能であるため，reservoirは通常入
力情報の非線形変換を必要とする．すなわち，reservoir
がどの程度複雑で多様な非線形変換操作が可能なのか
を測りたいのである．カーネル特性を測るには，分散
の大きいデータを入力信号として用い，reservoir内の
状態 x(n)を特異値分解した値を計算する．この値が大
きいほうが高いカーネル特性を持つ．

汎化能力 (Generalization Rank) 汎化能力とは，
類似した入力情報が与えられた場合の一般化能力のこ
とである．汎化能力が劣っていると，訓練データに対し
ては学習がされているが，未知データに対しては適合
できていないという状況に陥ってしまう．reservoirは
学習に使用した入力だけでなく，これまでに見たこと
がないような新たな入力に対しても良い性能を発揮す
る必要がある．汎化能力を測るには，ノイズの大きい
データを入力信号として用い，reservoir内の状態 x(n)

を特異値分解した値を計算する．この値が小さいほう
が高い汎化能力を持つ．

3 PEN DNA Toolbox

PEN DNA Toolbox [4] は，任意のサイズの化学反
応ネットワークの実装ができる分子プログラミングフ
レームワークである．さらに，それらのシステムを in

vitroで実装することは比較的容易で安価である．PEN
DNA Toolbox には，図 1のように活性化，阻害，自己
触媒の 3つの基本モジュールが用意されており，これ
らのモジュールを組み合わせることで，複雑なネット
ワークを構築することが可能である．
図 2は Reservoirの target(input)に対して，Reser-

voirがどれだけ予測ができているかを示したものである．

4 実験設定
本研究では，Reservoir の性能を向上させるために

Quality-Diversityアルゴリズムを使用した [5]．Quality-

Diversity アルゴリズムとはすべての目的関数が高性能
である多様な個体を大規模に生成することを目的とし
た，新しいタイプの進化的アルゴリズムである．ここで
は化学反応ネットワーク自体を最適化することで，記
憶容量，カーネル特性，汎化能力の三つの性能指標を
進化させた．評価は 10000回行った．

図 1: PEN DNA toolbox におけるモジュール：(A)活
性化，(B)阻害，(C)自己触媒

図 2: Reservoirとして使用した化学反応ネットワーク
(左)と Reservoir に対する targetと outputの値 (右)

5 結果

図 3: 生成した reservoir の性能指標の分布：MCはメ
モリ容量，KRはカーネル特性，GRは汎化性能，size

は化学反応ネットワークのサイズを表している．

図 3から，ネットワークのサイズとメモリ容量,カー
ネル特性,汎化性能間に大きな相関は見られないが，大
きいサイズのネットワークの方がわずかにカーネル特
性が大きくなる傾向にある．また，メモリ容量とカー
ネル特性，メモリ容量と汎化性能間には少しの相関が
見られ，カーネル特性,汎化性能が大きくなるとメモリ
容量が小さくなる傾向にある．最後に，カーネル特性
と汎化性能は強い相関関係があることが見てとれる．

6 結論
三つの性能指標に焦点を置き，Quality-Diversity ア
ルゴリズムを用いて Reservoir Computing の性能向上
に向けて実験を行った．様々な特性を持った最適解に
近い reservoir を生成することができ，reservoir を使
用する目的やタスクに合わせて適切な reservoir を選択
することができるだろう．今後は化学反応ネットワー
クを行列で表現し，事前に最適な reservoir を生成して
おくことで進化の時間を削減するサロゲートなモデル
を実装したいと考えている．
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Abstract: As it is becoming more general to use online advertising and social media in the marketing field, 
the idea of "engagement rate" is catching attention. The engagement rate in marketing indicates the degree 
to which consumers interact with companies through online advertising and social media. Therefore, it is 
increasingly important to understand what kinds of content attract people's attention. In this research, I use 
the data from Access Rankings and Comment Rankings of news articles provided by Yahoo News Japan. 
By focusing on the differences between the two rankings, I am identifying factors that lead to two different 
kinds of engagement, access and comment. This time, I calculated Spearman's rank correlation coefficient 
of time series data of two rankings and estimate the probability density function using their probability 
distribution. I found that there are three inflection points on the probability density function of access 
rankings data although there are only one on that of comment rankings. 

 

１．はじめに 

インターネット広告やソーシャルメディアを使用

したマーケティングが一般的となっており，エンゲ

ージメントという概念が注目されている．マーケテ

ィング分野におけるエンゲージメントとは，消費者

が企業の商品を購入するだけでなく，消費者による

口コミやブログへの書き込み，EC サイトでの評価を

通じて，消費者が企業の成長に積極的に関わること

を意味する [1][2]．したがって，どのような内容のコ

ンテンツがエンゲージメントを高めることができる

かを知ることは重要である． 
 2012 年に行われた研究では，New York Times のニ

ュース記事の内容と e-mail を介してそのニュース記

事がシェアされた回数の関連を 3 か月にわたって調

査した．その結果，畏怖，怒り，悲しみなどのより

強い感情を喚起させる記事がシェアされやすいこと

がわかった[3]．またツイッターを対象とした研究に

おいても，より感情的なツイートであるほど，頻繁

にかつ素早くリツイートされる傾向があることがわ

かっている[4]．また，インターネットの動画広告と

その動画喚起する感情に注目した研究では，驚きを

喚起する動画であるほど，視聴者の集中力が高まる

ことと，喜びを喚起する動画であるほど，視聴者は

動画を見続ける傾向があることがわかった[5]． 
 しかしエンゲージメントは情報のシェアや広告

動画を視聴する際の集中力や長さだけでなく，ソー

シャルメディアにおけるライクやコメントの量を指

標とする場合もある[6]．エンゲージメント指標の種

類に注目して，それぞれのエンゲージメント指標を

高める要因の違いに注目した研究はほとんどない． 
そこで，本研究では，ヤフーニュースが提供して

いるニュース記事のアクセス数とコメント数のラ

ンキングをデータとして使用する．両ランキングの

内容の違いに注目することで，アクセスとコメント

という異なるエンゲージメントを生み出すニュー

ス記事の特徴をデータとして解明することを目標

とする．今回はその前段階として，２種類のランキ

ングそれぞれの時系列データにおける順位相関係

数を算出した．また，得られた順位相関係数の確率

密度分布から確率密度関数を求めた． 
 



２．データ 

本研究では Yahoo!ニュース JAPAN において公開

されているアクセスランキング1とコメントランキ

ング2に注目する．このランキングは１時間当たりの

アクセス数またはコメント数が多いニュース記事の

上位 40 記事が公開されているものである．このアク

セスランキングのページの一部のスクリーンショッ

トを図 1 に，コメントランキングのページの一部の

スクリーンショットを図２に示す．今回は，スクレ

イピングにより 2021 年 9 月 28 日の午前 9 時から

2021 年 9 月 29日の午前 6 時まで，1 時間ごとに，22
時間分のデータを収集したものを用いる．収集した

データの内容は，それぞれの記事の「タイトル，ラ

ンキングの順位，出版社，Yahoo!ニュース JAPAN に

掲載された日時，本文，リンク，スクレイピングを

した時間」である． 
 

 
図 1 アクセスランキングのページの一部のスクリ

ーンショット 
 

 
1 https://news.yahoo.co.jp/ranking/access/news 
2 https://news.yahoo.co.jp/ranking/comment 
3 

 
図２ コメントランキングのページの一部のスクリ

ーンショット 

３．方法 

アクセスランキングとコメントランキングの 1 時

間ごとの時系列のデータから時間 T と T+1 における

順位相関係数を求めた．順位相関係数の計算にはス

ピアマンの順位相関の公式を用いた．スピアマンの

順位相関係数ρは，記事 i の時間 T と T+1 の順位の

差を di，記事の総数をｎとすると次のようにあらわ

される． 
 

           𝜌 = 1 −	 !∑#!
"

$($"&')
     (1) 

 
次に，得られた時間ごとの順位相関係数の確率分

布から，カーネル密度推定を行い，確率密度関数を

推定した．また，カーネル密度推定を行うにあたっ

ては， Python ライブラリーである Scipy の

gaussian_kde3を使用した． 
さらに，アクセスランキングとコメントランキン

グそれぞれで得られた確率密度関数の変曲点を求め

た． 

 

４．結果 

アクセスランキングとコメントランキングの時間

T と T+1 における順位相関係数を求めた結果をそれ

ぞれ図 3 と図 4 に示す．横軸は時間，縦軸は順位相

関係数を表している．順位相関係数の値が 1 に近い

ほど時間 T と T+1 において順位変動が起こらなかっ

たということが言える．アクセスランキングとコメ

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scip
y.stats.gaussian_kde.html 
 



ントランキングの順位相関係数の統計量は表 1 の通

りである． 
 

 
図 3 アクセスランキングにおける時間 T と T+1 に

おける順位相関係数の遷移 
 

 
図 4 アクセスランキングにおける時間 T と T+1 に

おける順位相関係数の遷移 
 
表 1 アクセルランキングとコメントランキングの

順位相関係数の統計量（ただし，有効数字 3桁以降
は切り捨て） 
順 位 相

関係数 
平均値 分散 最大値 最小値 

ア ク セ

ス ラ ン

キング 

0.56 
 

0.057 

 

0.89 

 

0.025 

 

コ メ ン

ト ラ ン

キング 

0.75 

 

0.033 

 

0.99 

 

0.33 

 

 
 
さらに，アクセスランキングとコメントランキン

グの順位相関係数の確率密度分布とカーネル密度推

定によって推定された確率密度関数のグラフを図 5
と図 6 に示す．横軸は順位相関係数で縦軸は確率密

度であり，赤点で印がつけてあるのが，得られた確

率密度関数の変曲点である．アクセスランキングの

確率密度関数の変曲点は x軸が 0.26, 0.52 , 0.71 の３

つであったのに対し，コメントランキングの確率密

度関数の変曲点は，0.59 の一つであった． 
 

 
図 5 アクセスランキングにおける順位相関係数の

確率密度分布と確率密度関数のグラフ 

 
図 6 コメントランキングにおける順位相関係数の

確率密度分布と確率密度関数のグラフ 

 

５．考察 

 図 3 と図 4 に注目すると，時刻が 0 時から 5 時付

近の順位相関係数は，アクセスランキングとコメン

トランキングともに 1 に近くなっている．これは，

時刻が深夜から早朝であることから，ウェブサイト

を使用する人が少なくなり，それが原因でランキン

グの順位変動が起こりにくくなったからだと考えら

れる． 
 また，表 1 から平均値，最大値，最小値すべてに

おいてコメントランキングがアクセスランキングを

上回っていることがわかる．さらに，図 5 と図 6 に

注目すると，コメントランキングの確率密度関数の

変曲点が 1 つであるのに対し，アクセスランキング

の確率密度関数は順位相関係数が 0.3 から 0.5 に多

く分布しているため，変曲点が３つとなっている． 
この理由について次の 2点が考えられる．まず一



つ目の理由として，コメントという行為がアクセス

という行為と比較してより能動性が求められるとい

う点である．よって，ある一定時間におけるニュー

ス記事へのコメント量はアクセス量よりも少なくな

るため，順位変動が起こりにくくなっていると考え

られる．二つ目の理由として，人々がコメントをす

る記事の種類は，アクセスする記事の種類と比較し

て一部の記事に限られていることにより，順位変動

が起こりにくくなっていることも考えられる． 
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ブーバキキ効果を用いた音と印象との紐付け検証結果による雰囲
気解析への応用

Application to atmosphere analysis based on the verification result

of linking sound and impression using the Bouba / kiki effect
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Abstract: Bouba-Kiki effect was converted to tactile information, and the same results were

obtained.we analyzed the sound components of both bouba and kiki from the viewpoint of psy-

choacoustics, and obtained the possibility that the binary values of Shapeness/Loudness in the

sound components are caused by the shape impression.Based on the above two experimental re-

sults, we developed a tool for atmosphere analysis and applied it to practical use in order to explore

the possibility of social implementation.

1 はじめに
VRや SNSといった仮想空間上でのコミュニケーショ
ンが加速する時中である現在において,Well-beingと呼
ばれる人々の生活の中に存在する心地よさなど,感覚的
な情報の取り扱いを行う機会が世界的に増加している
中で,物質的な接触によるコミュニケーションから,よ
り感性に訴えかけ感情を想起させるコミュニケーショ
ン手法が重要視されている.上記状況下においてとりわ
けデザイン領域においても,直感的なアプローチによる
デザイン手法の確立が急務である. 本研究は,従来人間
が持ち合わせている直感的な判断機能を解明し,直感ド
リブンによるデザインプロセスの確立を目的として実
施するものである. ブーバキキ効果 [1]に代表されるよ
うに,人間の聴覚情報から想起される形状認識には一定
の共通認識があることが明らかになっているが,ブーバ
キキ効果によって明らかにされた視覚情報との結びつ
きを触覚情報への変換を行い同一の結果が得られこと
を明らかにした.また,得られた結果を元に心理音響の
観点からブーバ・キキそれぞれの音成分を解析し,音成
分中の Shapeness/Loudnessの二値が形状的な印象に
起因する可能性を得られた.上記 2点の実験結果を元に
社会実装の可能性を探るため雰囲気解析を行うために
ツールを開発し実用適応した.

∗連絡先：Metalium llc.
　　　　　　〒 639-3113 奈良県吉野郡吉野町飯貝 144-5 ニューコ
ウミンカン
　　　　　　 E-mail: metalium2021@gmail.com

図 1: ブーバキキ効果に使用される図

2 提案内容と実験について
直感ドリブンでのデザインプロセス確立を行う上で,

再現性の発現を可能にするという科学的に根拠を立証
することプロセスを提案したい. 従来のブーバキキ効
果による実験 (音と形状印象の紐付け検証の実験)にお
いては,被験者に対して図形を見せ,判別をさせる手法
を採用し,聴覚情報と視覚情報の紐付けには成功してい
る. しかし上記試験においては触覚情報に対する相互
性については未解明な部分があるため,本提案において
はブーバキキ効果を起点として”音と触覚””音の成分”2

点の観点から 2種の実験により聴覚情報と形状情報の
紐付け要因の探索を実施及び提示するものである.

上記提案において,実験による手法は聴覚情報を触覚
情報へと変換することで,視覚・聴覚・触覚における相
互の情報互換性の存在を検証する. 聴覚から視覚への
変換実験では, 専用のあられを製作し手による触覚と



口内による触覚をそれぞれ切り分け試験を行った. ま
た, 心理音響の観点からブーバキキ効果を観察するた
めに Shapenessと Loudnessの 2軸の評価基準で解析
を行い,それぞれの特性をプロットすることで,聴覚情
報としての特徴を抜き出した. 社会実装の観点からこ
れらの結果を用いて,聴視触情報を統合する試みとして
動画撮影時に同時収録された音源データの解析を行い
Shapenessと Loudnessそれぞれに対応した視聴効果を
動画内に付与するツールの開発及びデータベースの整
備を行い展示活動を行った.

2.1 実験方法 1 あられを用いた実験
ブーバキキ効果の聴覚/触覚情報の相互性についての
実験聴覚情報から得ることのできる聴覚情報について,

視覚情報との結びつきが存在するかを検証するために,

被験者には実験開始前から目を閉じることを指示し実
験を実施した. また,試験ピースとして手での触覚及び
口内での触覚をそれぞれ評価するためにブーバキキ効
果で使用される図形と同様にブーバに対応する形状と
して丸みがかかった形状 (図 2)並びにキキに対応する
形状が尖った星型形状 (図 3)の 2形状のあられ (以下
試験ピース)を製作し計 3回の試験を実施した.

試験 1:被験者は試験ピース 1を目を瞑った状態で試
験補助員によって被験者の口に試験ピース 1を口へ運
ぶ,試験ピース 1が食べ終わったら試験ピース 2を口
へ運び食べ終わったら質問を行う.質問内容はどちらが
ブーバでどちらがキキという印象を持ちましたかと問
う. 試験ピース 1及び 2を渡す順番は最初が試験ピー
ス 1,最後に試験ピース 2の順番を入れ替えず同一の順
番に渡し実験を行う.

試験 2:引き続き被験者は目を瞑った状態で,試験補助
員によって被験者の手に試験ピース 1を運び触り終わっ
た後食す,試験ピース 1が食べ終わった後,同様に試験
ピース 2も試験ピース 1と同じ要領で試験を行い,食し
終わったタイミングで試験手順 1と同様の質問を行う.

試験 3:目を開けるよう試験補助員は被験者へ指示し,

試験ピース 1及び 2について被験者へ提示し試験手順
1及び 2と同様の質問を行う.

上記試験手順 3までの試験を実施し,質問内容を集計
することでブーバキキ効果で証明されている聴覚情報
と視覚情報の紐付けに触覚情報の同一性が存在するか
を統計的に調査する. またサンプリング数は 64件を対
象として実施した.

2.2 実験結果 1

試験 1における結果 (図 4)は,回答がブーバキキ効果
のように 7割を超える同一回答はなくほぼ同等の回答

図 2: 試験ピース 1 図 3: 試験ピース 2

数であることがわかる.口内環境化における形状識別能
力は機微な際の所得には一貫性が無い.

試験 2における結果 (図 5)は,試験 1での回答で見
られたような半々の回答結果ではな,7割以上の回答が
ブーバキキ効果と同様の効果を見せていることがわか
る. 手による形状情報取得能力は口よりも機微の変化
に優れ,また目と同様の情報を取得する特性があること
がわかる.

試験 3についてはブーバキキ効果の実験と同様の内
容を実施するため,試験 3の結果と試験 1あるいは試験
2の結果が紐づくことで視覚情報と触覚情報には相互
性があると言える.結果 (図 6)は,試験 2と同様の回答
結果を得ることができ,触覚情報と視覚情報の相互性が
存在する結果を得られた.

図 4: 試験 1結果

図 5: 試験 2結果

図 6: 試験 3結果



2.3 実験方法 2 心理音響分析による特性解
析実験

ブーバキキ効果における”ブーバ””キキ”の2音を心理
音響の観点から分析を行うことで,音情報を構成する要
素の中から形状情報に起因する成分の解析を行う. 男性
女性それぞれに”ブーバ (bouba)”と”キキ (kiki)”の 2単
語を発声させ,それぞれを音声ファイルとして収録を行
う. 音声ファイルとして収録したデータを成分分析を行
い,Shapeness/Loudness,Roughness/Loudnessのそれぞ
れ 2種 2軸による評価を行い,形状に起因する要素の分
析及び特定を行う.

2.4 実験結果 2

解析結果 (図 7)より,図中左 Shapeness/Loudnessの
グラフにおいて”kiki”の発声時の成分として男性女性
ともに”bouba”発声時と比較し Shapeness要素が高く
発現している. 図中右 Roughness/Loudnessグラフに
おいて特徴的な特性の発見には至らなかった. 上記結
果より,人間の発声時においては,Shapeness/Loudness

成分が形状的な要因を構成することが判明した.

図 7: Shapeness/Loudness,Roughness/Loudness解析
結果

3 実装提案
2点の実験の結果より得られた聴覚情報の持つ形状
的特性と知覚する要因の 2点の特性の活用事例として,

雰囲気解析ツール”Analytics of Ambient”(図 8)の適応
事例を共有するものである.

3.1 Analytics of Ambientについて
Analytics of Ambientは動画内に同時収録されてい
る音源データを Shapeness/Loudnessの 2軸評価を行
い,リアルタイムに動画へ視覚的な効果を付与するツー

ルである. 直感的に得られるその場の雰囲気という独
特なステータスを,可視化により共有することで,直感
的なデザインプロセスの追体験を行うことが可能であ
る. また,インターネット的オープンソース思想で構築
されたシステムであり, 解析プログラムや解析結果を
クラウドシステムによって共有することで,全員参加型
データアーカイブの構築を行う. 環境音解析ツールパ
ソコン一台あれば動作が可能となり,解析元となるデー
タはスマートフォンで撮影した映像のみで完結し、特
別な機材を用意する必要がないことも特徴である.

解析用のプログラムには touchdesignerを使用し,touchde-

signerをDLすることで,自由に解析を行うことができ
る. またパソコンが手元になくともデータやり取りを
google driveや dropboxなどを使用することによりソ
フトを持つ人に解析を依頼することも可能であり,音と
いう素材へのアクセスを容易にした.

聴覚情報の可視化にともない,音が見えるという状況
を創出することが可能となり,聴覚障害を持たれる方に
おいては,聴覚情報による情報取得は困難とされ,また
補聴器を通した補助もあくまでも補助としての役割を
持たず本質的な聴覚情報が持つ形状や色鮮やかさなど
を共有することに難がある. 本ツールを通して,視覚情
報を通した聴覚情報の取得においては,一様に平等な環
境下にあり障害を超えたコミュニケーションの質を高
めると同時に,まだ未踏であったフィールドへ,界隈に
よるマスキングがされていない新規プレイヤーが流入
し,新たな視点と観点を社会へインストールすることが
期待されるものである.

4 むすび
聴覚情報における視覚,触覚情報への変換を通じて,

印象の再現性を高めることで技術的な表現が可能とな
ることを本取組を通して体現することができた. 直感
ドリブンにおけるデザインプロセスの確立は,メタバー
スの到来やコミュニケーションの多様化による現代に
おいて,我々の生活の多様性を育み,創造性を引き上げ
る一助となることを切に願うものであり,直感デザイン
プロセスを通して世の中へ提案され,表現されたプロダ
クトが世の中へ出回るとき,我々の創造性の基準を更新
することでより広い視点と多様性を持って豊かさの探
求を深める可能性を示唆するものである. 今後も様々
な身体情報を取り扱い,それらの関係を解明することで
直感ドリブンのデザインプロセスの確立に邁進する所
存である.
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Abstract: Velvet Hand Illusion (VHI) is an illusion phenomenon in which a smooth surface sensation is 
generated when rubbing a wire grid by sandwiching it with the palm of hands. Since smooth sensation is 
induced despite rubbing the wire, we have been interested in this illusion mechanism. In this study, to 
further elucidate the characteristics of this illusion, we investigated the effect of the thermal stimuli to 
VHI. We developed the experimental system which can change the wire’s temperature and evaluated the 
VHI sensation caused by this system with a psychophysical dimension. As a result, we elucidated that 
VHI sensation is changed when wire’s temperature is warm or combination between warm and cold.  

 

1. 緒言 

仮想現実感を高めるための手法として，触覚ディ

スプレイを用いた触り心地提示技術が注目されてい

る．この触り心地提示手法として，高度なアクチュ

エータを開発し掌に直接触り心地を提示する手法や，

触錯覚現象を利用して脳を欺いて触り心地を提示す

る手法が存在する．我々は後者に着目し，Velvet Hand 
Illusion（以下 VHI）という滑らかな面の感覚が生起

する触錯覚現象の調査を進め，そのメカニズムを応

用することを考えてきた．VHI とは,テニスラケット

のガットを両掌で挟んでガットに対して相対的に掌

を動かすと，滑らかな感覚が掌に生起するという錯

覚現象である [1]．この錯覚現象は，2 本の平行に張

られたワイヤーの条件で最も強く錯覚が生起するこ

とが知られている．我々はこれまでの研究で，盲人

用の点図ディスプレイの触知ピンの連続的な運動が

作り出す 2 本線の往復仮現運動の上に掌を載せると，

触り心地が少し異なるVHIが惹起することを明らか

にした [2]．この通常の VHI とは異なる感覚を調査

するため，材質感の因子空間を用いて触り心地の定

量化を行ってきた [3]．さらに，VHI の刺激と触り

心地の定式化の研究も行った[4]．このように今まで

の VHI 研究では，機械刺激によって生起する VHI
感を中心に調査を進めてきた．本研究では，さらに

VHI を明らかにするために，刺激条件に温度情報も

加えた時に VHI が生起するのか，生起するならばど

のような感覚が生起するのかを明らかにする．その

ため，VHI の基本刺激である 2 本の平行な鋼線を中

空のパイプに変更し，その中に温度調整した水を通

すことで温冷刺激を加え，温度情報と VHI 感の関係

を解明する． 

2. 実験方法 
VHI の基本刺激に温度刺激を加えるために，冷水，

温水を循環させて，パイプの温度を変更するシステ

ムを開発した．また，上述の刺激で生起する VHI 感
を定量評価するために，SD 法を用いた心理物理学実

験を構成し，触り心地の因子空間上で VHI の評価を

行った．以下で実験装置と実験条件の詳細について

説明する． 
2.1 実験装置 
痛みを伴わない温冷刺激を実現するためには，温

度設定を 17℃―42℃の間に設定する必要がある．そ

こで，冷覚刺激は 20℃，温覚刺激は 40℃，通常刺激

は 28℃となるように装置を設計した．VHI の基本刺



激である 2 本の平行に張ったワイヤーの代わりに，

銅製で外径 3mm の中空のパイプを刺激素材として

選定し，この銅製のパイプに温度管理した水を循環

させることで刺激を生成した．温水，冷水それぞれ

の水温を制御するためにビーカー加熱冷却ユニット 
MC-1（アズワン，Japan）を 2 台使用した．また水

を循環させるためにミニウォーターポンプを使用し

た． 

 

図１ 実験装置 

2.2 実験条件 
触り心地の因子空間を構成するために SD

（Semantic Differential method）法を用いる．SD 法で

は意味の対極な形容詞対を用意し，その間を 7 等分

して，質問に対して 7 段階評価させる心理物理学実

験手法である．本研究の場合は，触り心地について

の質問のため，先行研究[5]を参考に下記 12 種類の

形容詞対を準備した．「しっとりした―乾いた」，「ぬ

るぬるした―さらさらした」，「弾性力のある―弾性

力の無い」，「すべすべした―ざらざらした」，「重厚

な―軽薄な」，「ヒヤっとした―ヒヤッとしない」，「温

かい―冷たい」「滑らかな―引っかかる」，「きめの粗

い―きめの細かい」，「チクチクする―チクチクしな

い」，「硬い―柔らかい」，「凸凹な―平らな」． 
また，因子空間を構成するためには，VHI 以外の

一般的な供試材料も被験者に提示する必要がある．

そのため，先行研究[5]を参考に下記 21 種類の供試

材料を準備した．金属（銅・アルミ・ステンレス・

洋白），布（ベルベット生地・羊毛フェルト・デニム・

ポリエステル・シルク），プラスチック（発泡スチロ

ール・アクリル・ポリ塩化ビニル），紙（ティッシュ・

コピー用紙），木材（檜・バルサ材），ゴム（ブチル

ゴム・ポリウレタンゴム），皮革（羊皮・ヌバック・

ベロア）．さらに，VHI の条件として 2 本の鋼線の温

度条件を下記4種類準備した．通常刺激（28℃-28℃），

温刺激（40℃-40℃），冷刺激（20℃-20℃），温冷刺

激（20℃-40℃）．  
実験では，右利きの学生 5 名に参加してもらい，

全 25 種類の条件に対して，12 形容詞対を用いて評

価をしてもらった． 

3. 結果と考察 

解析の手順についてまず説明する．5 名の被験者

の各刺激の各形容詞対を用いた評価の平均を計算す

る．次に各形容詞対における 25 種類の刺激の評価の

平均を 0，標準偏差が 1 となるようにｚ得点を計算

する．そのデータに対して因子分析を行った．その

結果，下記の 3 因子が潜在的因子として選ばれた．

これらの因子を第一因子から「Smooth-Rough 因子」，

「Soft, Warm-Hard, Cold 因子」，「Sticky-Slippery 因子」

として名づける．Soft, Warm-Hard, Cold 因子がひとま

とまりになった理由は，供試材料として用いた金属

や布などの素材の特徴の影響のためだと考えられる． 
 

表１ 因子分析により得られた潜在的因子 
    因子 

    1 2 3 

すべすべした ざらざらした 0.938 -0.263 0.139 

きめの粗い きめの細かい -0.860 0.260 -0.357 

チクチクする チクチクしない -0.808 0.424 -0.319 

滑らかな 引っかかる 0.674 -0.103 -0.275 

硬い 柔らかい 0.265 -0.913 0.310 

弾性力のある 弾性力の無い -0.093 0.791 -0.121 

温かい 冷たい -0.292 0.738 -0.158 

凸凹な 平らな -0.639 0.652 -0.308 

ヒヤっとした ヒヤッとしない 0.380 -0.638 0.315 

ぬるぬるした さらさらした 0.068 -0.213 0.974 

しっとりした 乾いた 0.441 -0.237 0.786 

重厚な 軽薄な -0.016 -0.173 0.509 

 
3 因子で構成される因子空間に供試材料，および 4

種類のVHI感の触り心地を表現したグラフが図２で

ある．通常の VHI 感とベルベット生地の触り心地を

比較するために，Normal wires と Velvet fabric に着目

すると，すべすべ感（Smooth），柔らかさ（Soft），
温度（Warm）の評価が非常に近いことが分かる．一

方，VHI 感はベルベット生地と比べてねばねば感

（Sticky）が強いことが分かる．これが VHI 感の特

徴であるといえる．



 
図 2 因子空間における供試材料および VHI 感 

 
次に温度の影響についてみていく．まず冷刺激

（Cold-cold wires）の結果を見ると，通常 VHI（Normal 
sires）と近い評価になっている．これは，銅の熱伝

導率が大きいことにより，通常刺激も冷刺激も同様

に体温が銅に移動することが原因ではないかと考え

られる．すなわち，両条件ともヒヤッとした刺激に

よって VHI が生起することは変わらないため，同じ

ような結果になったと考えられる．一方，温刺激

（Warm-warm wires）での VHI は，通常の VHI と比

較して温かさ（Warm），柔らかさ（Soft），ねばねば

感（Sticky）が増している．これは温度による掌の状

態の変化（汗など）や，体温に近い温度の物を触る

と皮膚と物体の境界面があいまいになるという皮膚

の性質が VHI 感の変化に影響したと考えられる．最

後に温冷（Warm-cold wires）を見ると，ねばねば感

（Sticky）は温，冷それぞれの結果の中間の評価にな

っているが，一方で凹凸感（Rough）は他の刺激と

異なり強く出ている．また，被験者の主観として，

温冷刺激で生起したVHIには厚みを感じるという感

想も得られた．この温度の違いが VHI に及ぼす影響

について今後さらなる調査をすすめる必要がある． 

4. 結言 

触り心地を提示する技術として触錯覚現象の一つ

であるVelvet Hand Illusion (VHI)に注目し調査を行っ

た．VHI を生起するための基本刺激である 2 本の鋼

線の温度を 20℃と 40℃に変化させ，その刺激で生起

する錯覚の感覚を因子空間で表現させた．その結果，

温刺激において通常の VHI より柔らかさ，温かさ，

ねばねば感が増すことが分かった．さらに，温冷刺

激の組み合わせで，錯覚に凹凸感や厚みを感じると

いう主観的評価も得られた．今後は，温度の違いで

このような結果が得られた原因について更なる調査

を進める予定である． 
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Abstract: In this report, we explain a fingernail three-axis tactile sensor, which is one of key parts in a 
tactile record and playback system. The principle of fingernail three-axis tactile sensor is based on fingernail 
color changes caused by touching and shearing an object. Variety relationships between three-axis force 
and fingernail image are learned through a machine learning such as deep learning. In order to evaluate the 
principle validity, we performed a series of calibration tests using VGG16 model and fingernail image data 
of 10 participants. As a result of the tests, it is found that RMSE values for normal force and tangential 
forces are 0.25 N and 0.10 N, respectively. If this tactile sensor is compared with the already published 
sensors, while the normal force precision of this tactile sensor possesses the same level, it possesses 
considerable enhance precision for tangential force of around 1/3 error. 

 

１．緒 言 

人材不足に対応する施策の緊急性が高まっている

(https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2018/ho
nbun/mobile/honbun_mb/101021_mb.html)．そのための

対応手段の一つとして，IoT，AI およびロボットなど

のデジタル技術の活用が有力視されているが，力加

減をデジタル化する手段はまだ確立されていない． 
前報[1][2]では，以上の課題を解決するための一つ

の手段として触覚情報の記録再生システムの構想に

ついて述べた．本報では，その中のキーパーツの一

つとなる爪色三軸触覚センサについてより詳しく解

説する．物を指で押すと爪の色が変わることが観察

される．これは，指先に加わる力によって爪の下に

集まる血液の分布が変わることによって生じる．そ

こで，この現象を利用した触覚センサがいくつか提

案されている．この触覚センサはロボットの触覚セ

ンサとは異なり，ヒトが今感じている触覚を検出す

るセンサ（爪に装着するセンサであるため，以下で

は爪センサと呼ぶ）．これまでの爪センサでは，爪の

下の血液の分布変化を代表点で評価するもの[3]，数

学モデルを仮定して含まれる係数を爪画像で決定す

るもの[4]，爪のひずみから垂直力を計測するもの[5]
が提案されてきた．指の腹に垂直に作用する力だけ

でなくせん断方向に作用する力をも推定するために

は，数個程度の代表点や単純な数学モデルでは不十

分であると思われる．作用力の大きさと方向によっ

て変化する爪の色の分布は複雑であることは，自ら

の指を使って容易に確認できるため，爪画像のビッ

クデータを扱い得る手法が求められる． 
そこで本研究では，深層学習によって爪画像と作

用力の大きさと方向の間の対応関係を学習させて，

爪画像が得られたら指の腹に作用している力の大き

さと方向を求める方法を提案する．この方法を実現

するために，較正データを短時間に数多く集める手

法も提案する．前報で試作した爪色三軸触覚センサ

[1][2]を用い，実験でその精度を検証する． 

２．爪色三軸触覚センサ 

 
Fig. 1 Fingernail color three-axis tactile sensor 



 

Fig. 2 Example of fingernail image 
 
前報[1][2]でも本センサについて紹介したが，ここ

でもう一度その概要を述べる． 
本爪色三軸触覚センサの外観を図 1 に示す．前述

のように本爪色三軸触覚センサは，指腹に物体が接

触することによって生じる爪の下の血液分布からそ

の接触によって生じた三軸力を推定することを原理

としている．このため，血液中のヘモグロビンに吸

収されやすい緑色光を発する LED を搭載し，爪の下

の血液分布を小型CMOSカメラにより撮影すること

を原理としている．爪画像の例を図 2 に示す． 
物体接触によって生じる爪画像の変化と実際に印

加されている三軸力の対応関係は複雑で簡単な数式

では表現できない．そこで本研究では，種々の垂直

力とせん断力の組み合わせを指腹部に印加してその

時の画像を取得して深層学習法に爪画像と三軸力の

関係を学習させる方法を採用する．ここでは深層学

習のモデルとして VGG16[6]を用いた． 

３．爪画像処理の流れ 

 

 

Fig. 3 Structure of deep learning model (VGG16) 
 
本研究で用いた深層学習モデルの構造と画像処理

の流れを図 3 に示す．モデルへの入力は，カメラの

カラー画像を赤・緑・青の要素ごとに分離し，緑の

要素のみを使用して白黒画像に変換する．その後，

ノイズ除去と適用的ヒストグラム平坦化を施して，

再び赤と青の要素を 0 とし，上述の白黒画像を緑の

要素として合成して再びカラー画像を生成する．既

に約 1,400 万枚のカラー写真を学習した VGG16 を

用いるために，以上のカラー化処理を行う．このカ

ラー化処理により，青と赤の成分に含まれるノイズ

を除去できることも期待している． 
被験者 10 人に対して，電子天秤とロードセルを用

いた装置を使って垂直力の上げ下げを行うと同時に

30 度ごとに 12 方向へのせん断力を上げ下げする実

験を行った．その時動画として取り込んだ画像は，

電子天秤の値，ロードセルの値およびせん断力方向

の数値から計算される三軸力𝐹，𝐹 ，𝐹の値に紐づけ

られてデータセットが生成される．得られたデータ

セットは，一人の被験者に対して約 6.2 万枚あり，

そのうち 85%を学習用に，また残りの 15％を評価用

に用いた．学習では，公開されている VGG16 のパラ

メータを初期値としてパラメータ調整を行った． 
上述の学習は，各被験者のデータセットを用いて

実施された．バッチサイズとエポック数はそれぞれ

128 と 50 とした．最適化手法には Adam[7]を用い𝛼
1.0 10 ，ε 1.0 10 ，𝛽 0.9，𝛽 0.999と
した．モデルの損失関数は二乗平均誤差を用い，𝐹，

𝐹 ，𝐹の二乗平均誤差の総和が最小となるように学

習を実行した． 

４．実験結果と考察 

 較正試験の結果を図 4～6に示す．これらには，全

被験者の評価用データについて，𝐹，𝐹 ，𝐹の各軸に

ついて真値と推定値の関係が●で示されている．ま

た，誤差±0[N]を示す線が対角線上に示されており，

その上下には評価用データ全体での二乗平均誤差を

示す実線が示されている． 
 図 4～6 について調べると，●の分布は誤差±0[N]
を示す線を中心に分布していることがわかる．この

ことから，指先に作用する𝐹，𝐹 ，𝐹の値を回帰推定

できている． 

 

Fig. 4 Correlation between estimated and true values of 
𝐹  



 
Fig. 5 Correlation between estimated and true values of 

𝐹  

 

 

Fig. 6 Correlation between estimated and true values of 
𝐹  

 

 本触覚センサと既発表のセンサの性能を二乗平均

誤差で評価する．本研究では二乗平均誤差は，𝐹 ，

𝐹 ，𝐹についてそれぞれ 0.12，0.12，0.29[N]であった．

Grieve ら [4]のセンサは本研究と同様に爪の下の血

液分布画像を計測するタイプであるため，垂直力の

精度はほぼ同じであった．しかしせん断力について

は，本研究の方が 1/3 以下の小さい誤差となった．

これは，せん断力に伴う血液の集中の仕方が垂直力

より複雑なため膨大な数に昇る画像データを扱い得

る深層学習法の方がより適していることを示してい

るものと思われる．また，Nakatani ら [5]のセンサは，

ひずみゲージを用いて垂直力検出に特化したもので

ある．Nakatani らのセンサの方が𝐹の誤差が 2/3 に

なっておりよい精度を示しているが，構造上せん断

力は検出できないことを考えると，本センサの方が

全体としては𝐹 と𝐹 も検出できるために優れている

と評価できる． 

５．結 言 

 触覚の記録再生システムのキーパーツとして開発

を進めている爪色三軸触覚センサについて解説した．

本センサは，ヒトに装着し，ヒトが触って感じてい

るときに指先に作用している三軸力を爪画像の変化

から計測するものである．爪画像と三軸力の関係を

深層学習法により学習して，得られた爪画像から三

軸力を推定するシステムを製作した． 
較正実験の結果，三軸のうちせん断力成分である

𝐹 と𝐹 の方が垂直力成分𝐹より約 2.5 倍高い精度を

示した．これは，せん断に伴う血液の移動の様子を

推定するのに深層学習法が適していたことを示して

いる．その結果，せん断力の推定については，既報

の文献で示された触覚センサより 3 倍以上高い精度

を得ることができた． 
 今後は，小型化，信頼性向上，ネットワークモデ

ルの簡素化などの問題に取り組み実用センサとして

完成することを計画している． 
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Abstract: Low-frequency sound has been the focus of much attention as noise pollution from factories and 
wind farms. Low-frequency sounds are produced by natural phenomena such as tectonic, astronomical and 
meteorological phenomena. Low-frequency sounds have been used in music. For example, the lowest note 
of a large pipe organ is 8Hz, which is in the inaudible range of the human ear, and it would take about 20 
meters of pipe to produce a sound of 8Hz. Bach used the muffled sound of the pipe organ in his compositions. 
We have little known why very low-frequency sounds have been used in music. We have confirmed that 
the addition of low frequency sounds to music changes the frequency spectrum. 

 

はじめに 

 従来から低周波音は、工場や風力発電所などの騒音公

害として注目され、人体に対する影響が主に研究されてき

た 1)。一方で、火山などの地殻変動、気象・天体現象、な

ど自然界には低周波音は存在している。また、象やキリン

などの大型動物は超低周波音(20Hz 以下)によりコミュニ

ケーションしていることが知られている 2)。 
 音楽では超低周波音は使われてきている。たとえば、バ

ッハが活躍した聖トーマス教会のパイプオルガンの最低

音は 8Hz である。トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565
ではその最低音が使われている。8Hz の音を出すためには

64 フィート（約 20 メートル）のパイプが必要となる。8Hz
もその倍音の 16Hz も人間の可聴域の 20Hz 以下である 3)。

自然界の(超)低周波を Deep Micro Vibrotactile, DMV とよぶ。

Vibrotactile（振動触覚）としているのは、非可聴域の波動

であるため音としては認識できず、振動触覚として認識さ

れる波動であるためである。また、Deep Micro としている

のは可聴音と重ね合わせれた場合に、存在するが聞こえな

い波動、となるためである。「 

方法 

 音楽素材としてロベルト・シューマン交響曲第三第二楽

章の冒頭部（セントルイス交響楽団、イェルジ・セムコフ

指揮を用いた 5)。 

 Audacity ver3.0.2 を用いて 40Hz の正弦波を生成し音

楽素材とミックスダウンした。同ソフトウェアをもちいて

40Hz 正弦波を加えた場合と、加えない場合の音楽素材の

周波数スペクトラムを計測した。40Hz の正弦波は振幅が

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 周波数スペクトラムの差異: 40Hz 正弦波を加え
た場合と加えない場合の差異. 上) 振幅 0.05 の 40Hz の
正弦波を加えた場合 下）振幅 0.1 の場合. 



0.05、0.1 の 2種類を用いた。このそれぞれについて周波

数スペクトラムのパワーの差を求めた 4)。 

結果 

 40Hz の正弦波を加えると、高域の周波数スペクトラム

のパワーが増加していた。振幅が 0.05 の場合は 20,000Hz

以上のパワーの増加が若干みられたが(Fig.1,上)、振幅が

0.1 の場合は 15,000Hz 以上の周波数でパワーの増加が確

認された(Fig.1,下)。 

 

考察 

 異なる周波数スペクトルのノイズに 40Hz 正弦波の純音

を加えた場合を調査した。加えた純音の振幅は 1.0 とした。

振幅が小さい場合には顕著な差がみえにくかった。ホワイ

トノイズは高周波域での周波数スペクトルのパワーの増

加が見られなかった(Fig.2.上）。一方で、高周波域の周波

数スペクトラムのパワーが弱いブラウンノイズ、グレイノ

イズでは中高周波域でのパワーの増加がみられた 
4)(Fig.2.中と下）。 

 生成したホワイトノイズは低周波域の周波数スペクト

ルのパワーが小さかった。中高周波域ではパワーの増加は

みられなかった。ブラウンノイズやグレイノイズでは周波

数スペクトラムのパワーが小さい周波数のパワーが強化

されていた。この結果は、低周波音のパワーば分配されて

いることを示している。 

結論 
低周波音を加えることによる音響効果はほとんど調査さ

れてこなかった。本研究から、低周波音により中高周波域

のパワーが増強される場合があることが示された。また、

増強は、周波数スペクトラムのパワーが弱い周波数に分配

されるように増強が生じていることが示された。今後は低

周波音により周波数スペクトラムが変化する場合、音響特

性がどのように変化するかを調査する。 
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Fig. 2. 上) ホワイトノイズに 40Hz 正弦波を加えた場合。
加えない場合との周波数スペクトラムのパワーの差。中）
ブラウンノイズの場合 下）グレイノイズの場合。 
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Abstract: In Japan, there are many dementia patients among elderly. We investigated the effect on cognitive 
functions of elderly under DMV stimulation. The results showed that word memory was improved by DMV, 
but not TMT-A, B, and SDST. We suggested that DMV stimulation might ameliorate cognition in dementia 
elderly patients. 

 

はじめに 

 我が国では高齢社会の進展とともに、認知症の方の数が

増えてきている。認知症の中でも特に多いとされているの

が、アルツハイマー型認知症であり、その病理学的な特徴

として、アミロイドβタンパクの蓄積（アミロイドβ仮説）

やタウタンパクが関与していると考えられている。それに

加えて、過剰な神経の活動も関与しているとされており、

過剰な刺激により神経回路が破壊され、認知症の症状を進

展させると考えられている。そのため、これらの過剰な神

経活動を調整し、適切な神経活動状況におかれると、認知

症の症状の進行を抑制する可能性がある 1。 

方法 

秋田県内の高齢者施設に入所中の認知症高齢者に対して、

非可聴域(15～40Hz)の DMV をウーファーから 4 週間、24

時間発出し暴露させた。評価項目として認知機能を主体と

した認知症の評価項目を設定して実施した。具体的には、

Mini-mental State Examination (MMSE)、National Center 

for Geriatrics and Gerontology-Functional Assessment 

Tool (NCGG-FAT)を使用した。今回の被験者の基本特性を

表 1に示す。 

結果 

今回は単施設の 5 人の被験者 4 週間の介入前後の結果で

ある。介入前後の結果を示す。単語記憶(WM)が優位に改善

した。その他の認知機能検査である TMT-A や B、SDST は有

意な改善は認められなかった。 

考察 

今回の結果は少人数を小規模なパイロット研究であるが、

DMV 暴露による認知機能の改善傾向を認めている。そのほ

かの副作用は特に認めていない。今後、さらなる被検者を

増やし、他施設での検討を行っていく予定である。今回の

結果については、下記論文 2に報告したものである。 
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