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製品開発における感性情報の利用
～ビジュアルインパクト・イメージスケール・マルチモダリティ～

Technologies to Enhance the Affective Reality on 
Product Development

- Visual Impact, Sound Image, and Multi-Modality -
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判断出現確率P

ローソクが１本しかともっていない時に、もう１本ともせば明るくなったと思うが、
１０本ともっている時にさらに１本加えても、あまり明るくなったとは思えない。

輝度という物理的特性と明るさという心理学的感覚量とは直線的な比例関係にならない。

ogive曲線

（累積正規分布曲線）
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非線形感覚特性



選択確率から

刺激間相対確率に変換し、尺度値を求める
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1. 感覚・感性 の 定量化・尺度化

2. イメージ・～らしさ の 理解・（誇張）表現

『人は、感覚器官を使って外界から絶え間なく情報を取り込んでい
る。それらは、知の世界と情意の世界を形成する糧となっている。

感性とは、知と情意とが混然一体となった、つまり「見たい、知り

たい」と「好き、楽しい」とが融合した、複雑かつ未分化な外界認
識の世界である。この感情を製品開発のなかに組み込むことを
求める動きが、ハードの時代からソフトの時代へとシフトしてくる
につれて強くなってきている。』

マーケティング・商品開発（車・携帯・インテリア・・・）



感性レベル 内容 備考

生理反応 脳波・心拍・呼吸・反射 生理的

一次感覚 五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚）

皮膚感覚（圧覚・痛覚・温冷覚）

運動感覚・平衡感覚・内臓感覚・空間感覚・時間感覚
初期感覚・低次感覚

複合感覚 【１つの感覚における要因複合】

変形（形状異常）・濁り・透明感・色彩感・光沢感・

質感・音色・香り

【感覚統合】

騒音・手触り・風合い・舌触り

一次感覚が複雑な形で
複合化されて生ずる感

覚

高次感覚 心地（着心地・履き心地・使い心地・居心地・住み心
地・乗り心地・座り心地）

快適性（温熱快適性・疲労感・緊張感・不安感・安静
感・焦燥感・心理的圧迫感・アメニティ）・おいしさ

感性的

感情 直感・情緒・気分（寂しさ・安らかさ） 心理的

五感と感性情報学 低次感性に分解



アニメーションカタログ
デジタルファッション(株)との共同研究

従来の
カーテンカタログ
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SIGGRAPH 2008: Talks, 
Measurement & Textures
Winner of 3rd place ACM Student 
Research Competition (SRC) at 
SIGGRAPH2008



BTDFの計測(Bidirectional Transmittance Distribution Function)

− 光の入射方向と視点方向のそれぞれを変化させたときの
透過特性

− 全方位型光学異方性反射測定装置（OGM : Optical
Gauging Mechanism）を使用

布の異方性反射／透過

− 見る方向によって見え方が違う＝質感

− 質感（eg.ざらっとした）と物理特性（eg.硬さ）との相関

OGM－３ カメラとライトの動作簡略図 ΦL= 70°

～カーテンのアニメーションカタログ～



どちらが本物？ どちらがＣＧ



バーチャルピアニストを楽譜情報のみから生成したい

©二ノ宮知子・講談社／のだめカンタービレ２製作委員会



マルチモーダルインタラクション
− モーダル：１つの感覚の印象を他の感覚の印象から区別する性質，

「様相」
− マルチモーダル：２つ以上の感覚が組み合わされた情報伝達

映画・テレビ
− 必ず音がある（映像の対象，効果音，BGM）

− 音楽と映像の結びつきー＞相互作用・効果

画像

音楽♪
♪

イメージ



光に対する感度に及ぼす音の影響

− 音を与えると目がよく見える

− 実験：280msecの光を音刺激と共に提示

− 高音（1kHz以上）で促進作用

− 低音（500Hz以下）で抑制効果
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通様相性現象
− 「明るさ」：視覚にも聴覚にも共通

− 感覚のある種の心理質が様相間に共通して認めら
れる現象

通様相（インターモダリティ）
− 別の感覚間に共通した
★ 様相（モダリティ）：他の感覚の印象から区別する性質

− 澄んだ，広がりのある，柔らかい・・・

共鳴現象
− 共通する心理質が同じ方向に変化する現象
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98%の人が がキキで、 がブーバだと答える

− 他の民族でも同じ結果

− キキの外形はぎざぎざ。音もぎざぎざ。鋭い。

− 脳が複数の感覚にまたがって、「ぎざぎざ」という共通の属
性を認識・抽象化。

視覚と聴覚のインターモダリティ【共通感覚】

左角回[Angular gyrus]

の損傷患者では

差が出ない



１つの物理的刺激が複数の感覚を誘発すること

− 「音を聴くと色が見える」

− 「味から物の形が感じられる」

生起確率は２００人に１人

− 女性が男性の６倍（遺伝する）

生後３ヶ月までの乳児は，音に視覚野が反応する

− 視覚野と聴覚野の間に経路

− アポトーシス（細胞の自死）で刈り込み

万人が持っていた→限られた人だけに残る

− ブーバ・キキ効果も似たようなメカニズムか？



V4連合領域（V4/V8/V4v）の特定



仮説1:Cross Wired 仮説

− 強い神経線維のつながりがある

仮説2:脱抑制(disinhibition)仮説

− 抑制ニューロン抑制され,結果として興奮性が上昇する. 

− 聴覚信号がTPOj（角回）から視覚野にフィードバック

感覚は，我々が思っているほど，独立していない



和音がもつ独特の響き
（和音性）を色彩の違い
で表現

17
D = ΣΣd( I12, V12 ) T = 1/9ΣΣΣt(I123, v123) M = 1/9ΣΣΣt(I123, v123)   

和音評価モデル
D（不協和度） T（緊張度） M（モダリティ）



日経サイエンス2006年12月号臨時増刊

− ニューロマーケティングでビジネスが変わる

「これが欲しい！」の脳科学

fMRIによる脳イメージング

コカコーラvs ペプシコーラ

− ブラインド：脳活動に差なし

− ラベルを付ける：「コーク」の方がおいしい．脳活動に差

内側前頭前野（複雑な思考や評価，自己イメージ）

ニューロエコノミクス

− 消費者の嗜好やニーズを直接測ることができる？



要素 カテゴリ

音楽表現 リズム R1:ロック,R2:ポップ,R3:ラテン,R4:不規則・曖昧,R5:クラシック(二･四拍子),
R6:クラシック(三･六拍子)

テンポ T1:遅い(4分音符が80以下/分),T2:普通(4分音符が80以上120以下/分),
T3:速い(4分音符が120以上/分)

大きさ D1:小さい(p,mp程度),D2:普通(mf程度),D3:大きい(f,ff程度)

調性（コー
ド）

M1:A, M2:Ab, M3:B, M4:Bb, M5:C, M6:C#, M7:D, M8:E, M9:Eb, M10:F,
M11:F#, M12:G

映像表現 映像の前景 F1:１人,F2:家族,F3:グループ,F4:動植物,F5:人形･アニメーション,
F6:商品,F7:外国人(１人),F8:外国人（家族）,F9:外国人（グループ）

前景の行動 B1:説明,B2:行動なし(何もしていない),B3:日常生活,
B4:商品のデモンストレーション,B5:パフォーマンス,B6:物語,B7:コント

映像の背景 K1:家の内外・近所,K2:公園,K3:都会,K4:自然,K5:公共な空間・場所, 
K6:静止画,K7:空

色調 C1:赤, C2:橙, C3:黄, C4:緑, C5:青, C6:紫, C7:茶, C8:黒, C9:白, C10:灰



サンプルCM
の布置

音楽：ラテンなどノリの良い音楽
映像：グループ，コント，公園
色：橙・緑など色鮮やかな色

音楽：クラシックなどおとなしい音楽
映像：家族，家の内外・近所
色：茶色など落ち着いた色

音楽：ジャズなど
映像：外国人，都会など
色：モノトーン色

音楽：ロックなど
映像：パフォーマンス，海・空
色：テーマカラーには“海・空”

などに色映えする色



・CDm7G7Cは子供らしい，

ゆるんだなどの印象

・Ｃ Ｅｍ/B Em7(b5)/Bb A7
は大人っぽい，緊張感のある

このようにコード進行と
印象を表す形容詞の関係が
明らかになった

・音楽・音源検索
・サウンドデザイン



共同研究のご提案



発明の名称 イメージスケール作成方法、その装置、

及びイメージスケール作成プログラム

公開番号 特開2010-49548

出願人 学校法人関西学院

発明者 長田 典子 藤澤 隆史
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2006年～ 情報機器メーカA社と共同研究実施

2007年～ 情報機器メーカB社と共同研究実施

2008年～2009年 情報処理会社C社と共同研究実施

2008年 ～2009年 情報処理会社D社と共同研究実施

2009年 化学メーカE社と共同研究実施

2009年～ 情報機器メーカF社と共同研究実施

2010年～ 素材メーカG社と共同研究実施



関西学院大学 研究推進社会連携機構

ＴＥＬ 079－565－9052

ＦＡＸ 079－565－7910

e-mail ip.renkei@kwansei.ac.jp
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