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Introduction

Chaos

: はじめに

現代の科学技術の進展により高度
な物質開発システムが生産され、そ
の結果大量生産多量消費型産業社会
が創り出され、多くの人々がその恩
恵に浴してきました。しかしながら、
エネルギー・環境問題の克服と共に、
真に成熟した安全・安心・快適・健
康な社会を実現するためには、“脳
機能ダイナミズムの解明（自然科
学）” と“感性豊かで快適な持続可
能社会（人文社会科学）”の有機的
融合技術の創出が不可欠であり、21
世紀の研究者・技術者が取り組むべ
き重要な異分野融合型課題です。
こうした背景から、当研究室では
カオス・フラクタル理論を基軸とし
て、情報数理工学や感性情報工学の
技術基盤や周辺理論を創成すると共
に、そのような技術に基づいた開発
研究を推進しています。また、企業
との共同研究実績も多く、研究成果
を社会へ還元することに積極的に取
り組んでいます。
NLAB指導教員
教授 中川 匡弘

初期の小さな違いが、のちに予想もつかない大きな変化をもたら
すこと
1963年、アメリカの気象学者であるローレンツによって、「カオス」は
発見されました。ローレンツは初歩的なコンピュータシミュレーションによ
る気象モデルが、入力する初期値の僅かな違いによって大きく発散す
ることに気づき、気象の長期予測が不可能であることを明らかにしまし
た。天気予報がなかなか当たらないのは、気象がカオスであるからです。
カオスは、比較的簡単な決定論に従う不規則かつ複雑で長期予
測が不可能な現象です。こうした現象は、身の周りのいたるところでみ
うけられます（心臓の不整脈、蛇口から落ちる水滴の挙動など）。カ
オスの理論は、数学、物理学、気象学にとどまらず、あらゆる分野で
研究され、近年は、経済や金融市場においても応用されるようになり
ました。

Fractals

フランスの数学者マンデルブロは、海岸線や樹木
の形、雪の結晶などをシミュレートするための概念と
して「フラクタル」という概念を提案しました。フラクタ
ル図形は、ハウスドルフ次元（フラクタル次元）と
呼ばれる次元の図形であり、「自己相似」とよばれ
る性質をもっています。これは、ある図形を見たとき
に、その一部分だけを拡大した図形が元となる図
形と相似な形状であることを意味します。
カオスの軌道を拡大するとそこには自己相似パ
ターンが認められることから、カオスとフラクタルは密
接に関連しているといえます。

ブレインアクティブ
インターフェイス

ニューラル
ネットワーク

: フラクタル

有限の空間の中に無限の集合が詰め込まれた
もの
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感性計測

: カオス

Logo

: NLABのロゴ

生体情報解析

フラクタル符号化

バイオアッセイ
カオス時系列学習・予測・認識

Nakagawa Masahiro Laboratory
通称：エヌラボ
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性能・価格・品質、「感性」
性能・価格・品質に次ぐ第４
の価値として、「感性」が注目
され、感性価値を付加した製品
の開発がすすんでいます。例え
ば、打球感を追求したテニスラ
ケットや、着心地にこだわった
衣服などがそうです。
感性を製品開発に取り入れる
ことで、人間が感覚的に“良い”
と思えるものが作り出されるこ
とになります。
NLABが提案する感性計測は、
そうしたものづくりの現場で活
用され、既に沢山の製品が世に
送り出されています。
（下図参照）
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気持ちがわかるロボット

高次脳機能計測
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Case 1

ロボット制御技術の発展に伴
い、人間に近い動作を行うロ
ボットが数多く誕生しています。
NLABでは、脳から直接情報を
取得することで、ヒトの気持ち
を察知して動いたり、ヒトに寄
り添いながら共存できる、そん
なロボット開発に取り組んでい
ます。
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自分の感じたものをどう表現するか、それには個人差があり、表現の仕方によってもかなりフィルターがかかって
います。商品の使用感や、サービスに対する満足度を伝える方法として、アンケート調査等に協力する機会が
多くありますが、本音を正しく把握できないという限界があります。ところが、脳波の場合は嘘をつけませんから、
リアルタイムで「今、この人は何を感じているか」が表れて、客観的データとしてのきちんと残すことが可能です。
NLABでは、カオス・フラクタル性に基づいた、新しい高次脳機能計測手法を提案しています。本手法を用い
れば、ストレスや軽快感、清涼感、安心感、爽快感といった高次感性が計測でき、言葉の表現以上に深いレ
ベルで、気持ちを相手に伝えることが可能となります。偽りのない正直な気持ちが “ものづくり” の現場に伝われ
ば、真に上質なものだけを目指した競争が生まれ、Quality of Life（生活の質）の向上が期待されるでしょ
う。
さらに、医療・介護の分野に向けて、高次脳機能計測を援用したロボットや車椅子の開発を進めています。
将来は、「新聞が読みたい」と考えたお年寄りのもとに、新聞に加えて、老眼鏡、さらにはお茶まで合わせてもっ
てきてくれるロボットが活躍しているかもしれません。

2

3
1

左から、
1. ウォークマンNW-ZX2 (ソニー株式会社)
2. SUNSTARトニックシャンプー(サンスター株式会社)
3. ソフィKiyoraフレグランス(ユニ・チャーム株式会社)
4. V-CON X18/21(ヨネックス株式会社)
5. 聴覚障害者・マルチリンガル対応非常電話
(株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟)
6. 凜舟(株式会社ジェム・インパクト)
7. マスクインマウステープ（BA合同会社）
製品名は、各社の登録商標または商標です。

企業との共同研究で開発された製品群

「美しい肌」の条件

新規バイオアッセイ技術

「美しい肌」の表現方法とし
て、きめが細かいとか、なめら
かなといった言葉を用います。
ですが、最終的に肌の綺麗さを
決めているのは何なのか、
NLABはそこに着目し、追求し
てきました。その結果、世界で
初めて、「美しい」と感じる肌
には、肌の起伏構造中に「多様
なフラクタル性」と「高いフラ
クタル性」が存在することを発
見しました。

バイオアッセイとは、悪環境
下での生物に現れる変化を基準
として、環境の良し悪しを判断
する技術です。
NLABでは、21世紀COEプロ
グラム（グリーンエネルギー革
命による環境再生）の取り組み
の中で、新規な環境評価方法と
してカオス・フラクタル理論に
基づいた新規バイオアッセイ技
術の構築しました。この技術に
よって、これまで定性的に議論
されてきた生命とカオス、或い
はフラクタルの関係が、定量的
に議論出来るようになりました。
今後はさらに工学的な応用が期
待されています。

健康のススメ
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生体情報解析
Case 2

適度な運動は、健康を維持す
る上で重要な要素とされていま
す。
NLABでは疲労度の定量化を行
うことで、適切な運動量を推定
することに努めています。
また、日本人の3大死因であ
る、がん・心疾患・脳血管疾患
の早期発見・予防の観点から、
心電逆問題※にも取り組んでい
ます。
※ 心電逆問題
観測された体表面上の電位分布から
心臓内部の電流源分布を求めること
によって、 心機能を推定する問題の
ことを心電逆問題といいます。

人間を含め生物は、常に生体信号※を出しています。生体信号には “ゆらぎ※” があることが知られていま
すが、これまで曖昧でよく分からないもの（予想が出来ない）だとされてきました。しかし、カオス・フラクタル理
論を活用することで、ゆらぎの部分まで少しずつ分かるようになってきたのです。
NLABでは、心電計や超音波診断装置を用いてヒトの心臓が発する電気信号や心臓の動きを計測し、
解析することにより医学的な応用を試みることを目的として研究しています。また、この他にもフラクタル理論
を用いたヒトの肌の解析等も行っています。
※ 生体信号
脳波や心電、目を動かしたときの眼電や、体を動かしたときの筋電など、さまざまな種類の生体信号があります。
※ ゆらぎ
ものの空間的・時間的変化や動きが、部分的に不規則な様子のことを意味します。例えば、心臓の鼓動は一定のようにみえて、
実際は早くなったり遅くなったり、若干ずれています。つまり、心臓の鼓動にはゆらぎがあるわけです。
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誤差、わずか７cm
ネットワークに予測したい時
系列の過去のデータを使って学
習を行い、ネットワークを構築
し、そのネットワークに、予測
する直前までの値を入力するこ
とで、それに続く未来のデータ
がどうなるかを予測できます。
NLABでは、過去44年間の積雪
データを入力し、新潟県長岡地
域における1ヵ月後の積雪量予
測実験を行いました。その結果、
誤差は7cmと良好な結果が得ら
れました。この解析技術は、
「リカレントニューラルネット
ワークを用いた不規則時系列
データの予測法」と呼ばれ、特
許を取得しています。
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カオス・フラクタル応用研究
Case 3

NLABではニューラルネット※を用いて時系列データ(積雪量や気温など)を精度よく予測する手法について研
究を行っています。
NLABがある長岡技術科学大学は、豪雪地帯である新潟県長岡市に位置しています。昔、雪国に住むき
こりは、鳥の巣が木のどの部分（うんと高い所か、或いは中ほどか）に作られているかを見て、その年の降雪
量を予測したと言われています。動物が本能的に後に起こる自然現象（カオス現象）を察知する、という話
は度々耳にしますが、時は流れ、人間も「カオス理論」を使ってカオス現象を予測する方法を見出し、発展さ
せてきたのです。
NLABではこのほかにも、フラクタル理論を応用した画像符号化※手法に関する研究を行っています。
※ ニューラルネット
生体の中で情報処理用に特別な分化をとげた神経細胞のことをニューロンといいます。このニューロンはシナプスによって結合しており、
多数の他のニューロンから信号を受け取ったり、また受け渡したりしながら、様々な情報処理を行っています。
この仕組みをコンピュータ内に実現しようとしたものがニューラルネットです。
※ 画像符号化
またの名を、画像圧縮とも言います。動画や画像データが膨大な容量を要する事は周知の事実であるように、画像信号には多くの
情報が含まれています。そのままでは、伝送・蓄積・演算処理に大きな負荷がかかってしまうため、情報量を削減する技術が用いられ
ています。この技術を画像符号化と呼びます。
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入力層

中間層

出力層

ニューラルネットワークの例

可逆符号化※に初めて成功
NLABでは、次世代の画像符
号化として注目されているフラ
クタル画像符号化と、サブバン
ド符号化を融合した、新規な階
層型フラクタル符号化手法、な
らびにマルチドメインフラクタ
ル符号化を提案しました。その
結果、従来主流となっているブ
ロック符号化では得られない、
高品質な復号※画像を得ること
に成功しました。
※可逆符号化
圧縮した符号から原画像を歪なしに
復元できることを可逆符号化といい
ます。
※復号
符号化した情報をもとに戻すことを
復号化といいます。

復号1回目

復号10回目

8

Our Activities

査読付き
論文
353件

新聞掲載
95件

雑誌掲載
12件
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Patent

Books

: NLABの活動記録（2018.04現在）

ウェブ掲載
48件

テレビ出演
26件
中川匡弘 単書
「液晶相転移（分子論的アプローチ）」
Springer-Verlag. 2001

中川匡弘 他
「次世代ヒューマンインタフェース開発最前線」
エヌ・ティー・エス 2013

中川匡弘 他
「顧客も気づいていない
将来ニーズの発掘と新製品開発への活用」
技術情報協会 2013

中川匡弘 単書
「カオス・フラクタル感性情報工学」
日刊工業新聞社 2010

中川匡弘 他
「官能評価活用ノウハウ・
感覚の定量化・数値化手法」
技術情報協会 2014

10
: 特許情報（2018.09現在）

特許第3933568号 「脳機能計測装置」

ii.

特許第4590555号 「感性状態判別方法及び装置」

iii.

特許第5023325号 「リカレントニューラルネットワークを用いた不規則時系列データの学習・予測方法」

iv. 特許第4994260号 「学習効果判定装置」
特許第5071850号 「認知状態判定装置」

vi. 特許第5411653号 「眠気判定装置」
vii. US Patent US8571646 B2 「EMOTIONAL STATE DETERMINING APPARATUS」
viii. 特許第5403575号 「環境負荷濃度変化判定装置」
ix. 特許第5448199号 「感性状態判定装置」
x.

中川匡弘 単書
「Chaos and Fractals in Engineering」
World Scientific Inc. 1999

ラジオ出演
1件

i.

v.

: 書籍情報（2018.04現在）

中川匡弘 他
「五感インタフェース技術と
製品開発事例集」
技術情報協会 2016

Access

中川匡弘 他
「製品開発のための生体情報の
計測手法と活用ノウハウ」
情報機構 2017

中川匡弘 他
「生体情報センシングと
ヘルスケアへの最新応用」
技術情報協会 2017

: アクセス

〒940-2188
新潟県長岡市上富岡町1603-1
長岡技術科学大学
カオス・フラクタル情報数理工学研究室

特許第5806472号 「脳波測定用器具及び脳波の測定方法」

xi. 特許第6203554号 「感性状態判定装置及び感性状態判定用コンピュータプログラム」
xii. 特許第6329431号 「洞察力発揮状態判定装置及び洞察力発揮状態判定方法」

本資料および研究室に関する公開情報及びお問い合わせ先：
URL：http://pelican.nagaokaut.ac.jp/
E-mail：webmaster＠pelican.nagaokaut.ac.jp

