拠点名

精神的価値が成長する感性イノベーション拠点

中核機関

広島大学

感性可視化技術を社会実装に繋げるための開発プロセスの構築とKANSEIコンソーシアムの組成
先端基礎研究の成果を社会実装に繋げるために、
I.
社会実装化を図るための研究アプローチの設定と要素技術の抽出
II. 技術シナリオの構築・見える化と技術間コミュニケーションとのための分科会の設置
III. 社会実装を効率的に進めるための先行開発対象（クルマ）の設定とKANSEIコンソーシアム組成による
参画企業への技術展開
のプロセスと体制（コンソーシアム）を構築した
Ⅰ. 研究アプローチの設定と要素技術の抽出

Ⅱ.技術シナリオの構築・見える化と分科会の設置

• fMRIなどと社会環境下で計測できる代用特性と • 大学研究者と企業エンジニアが一緒に考え、要素
を同時計測する研究アプローチを採用した
技術の関係性を整理し、技術シナリオを構築した
• 社会実装の観点から必要な要素技術を抽出し • シナリオを関係者で共有するため見える化した
た
• 相互依存関係にある技術間に分科会を設置し、コ
ミュニケーションを通して研究の方向付け（軌道修
正）を行っている

Ⅲ.先行開発対象（クルマ）の設定と
KANSEIコンソーシアム組成
• 先行開発対象（クルマ）を設定し、社会実装
開発と要素技術開発を効率的に実施している
• これらの成果を参画企業で共有、展開するため
の場としてKANSEIコンソーシアムを組成した

研究成果 １

研究成果 ４

研究成果 ３

の部分に分科会を設置

新しい産学連携
研究成果 ２

※

拠点名

は、他の資料との関係

精神的価値が成長する感性イノベーション拠点

新しい産学連携

中核機関

広島大学

基礎研究と社会実装開発の新しい連携方法を開発

基礎研究と社会実装開発をシームレスに連結するため、新しい連携方法を開発した
I.
アンダ―ワンルーフでの研究者とエンジニアのディープディスカッションプロセスを開発
II. アンダーワンルーフでの産学協働研究開発活動プロセスを開発
Ⅰ.アンダ―ワンルーフでの研究者とエンジニアのディープディスカッションプロセス Ⅱ.アンダーワンルーフでの産学協働研究開発活動プロセス
“モデル化”を軸に、アンダ―ワンルーフで研究者とエンジニアが喧々諤々して基礎
研究と社会実装開発のシナリオを考え、方向付けするプロセスを開発した
• 基礎研究のプロは研究成果を企業に分かるように説明し、企業は具体的な
ニーズ・課題を研究者に分かるように説明する
• これを何度も繰り返せば、お互いに発見、驚きが生じる
• 発見、驚きを基礎研究と製品開発にそれぞれフィードバックすることでそれぞれ
のレベルが上がっていくと共に相乗効果が生まれる
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”過去の延長線上“や”単なるシーズニーズマッチング“ではイノベーションは
起こらない
基礎研究と社会実装開発が相互に活動レベルで協働しながらスパイラル
アップすることがイノベーションの源泉になる
• 新しい基礎研究に着手すると共に、社会実装に必要な技術も並行して
取り組む
• 基礎研究の早い段階から研究開発成果、技術を社会実装開発に取り
込み、社会実装上の課題を抽出する
• これら課題を基礎研究、社会実装開発にフィードバックして、活動レベル
をスパイラルアップしていく

拠点名

精神的価値が成長する感性イノベーション拠点

研究成果 １

担当機関

中核機関

広島大学

脳科学に基づいた感性（ワクワク感）の可視化の基礎技術を開発

広島大学、マツダ

目指すべき将来の姿との関係

感性脳ネットワーク仮説を立案

情動、感情モデルに
立脚して、感性を定義

本拠点は、「物と心が調和する社会」の実現を目指し、Brain Emotion
Interface（BEI）の開発に取り組んでいる。本成果は、ワクワク感を題材に、
感性を脳科学ベースで可視化する基本技術を開発した点で、BEIの基盤技術開
発に貢献する。

成果の概要
Damasio、Sethの情動、感情モデルに立脚して、感性多軸モデルおよび感性
脳ネットワーク仮説を立案した。fMRIにより脳ネットワーク仮説の妥当性を検証
した。fMRIで得られた知見を踏まえて、感性多軸モデルにEEG情報を織り込んだ
リアルタイム感性モニタリングの基礎技術を開発し、特定個人においてその有用性
を検証できた。さらに、実装環境下（実装車両中）での計測実験にも着手した。

感性多軸モデルを立案

fMRIを用いて
妥当性を検証

従来技術・競合技術との比較
近年、顔表情や声、あるいは脳波データなどから感情や感性を可視化する技術
が開発されつつある。しかしこれらは、単純な機械学習に基づいたものがほとんど
であり、脳・生体メカニズムの根拠には乏しい。本成果は、情動、感情を区別して
感性を脳科学的に定義し、fMRIによる検証を踏まえて感性を可視化する基本
技術を開発した点で革新的である。

快

期待感

成果の特徴

主観評価により
ワクワク感心理軸モデルを構築

・感性を情動、感情と区別して脳科学的に定義し、脳ネットワーク仮説を立案した。
・快軸、活性軸に第3軸を加えた感性多軸モデルを独自に立案した。
・fMRIを用いて、脳ネットワーク仮説と多軸モデルの妥当性を検証した。

活性

脳活動値を EEGを用いて
快、活性、期待感を可視化
入力

ワクワク感 =
a×快 ＋ b×活性 ＋ c×期待感

快

活性

期待感

後帯状回
θパワー値

後帯状回
βパワー値

視覚野
θパワー値

社会的インパクト／経済的インパクト
社会実装開発

・ワクワクするクルマ運転に資する全ての技術の開発プロセスが革新する可能性
がある。
・本成果をワクワク以外の感性を可視化する技術開発に応用することにより、
様々な製品、サービスの開発プロセスに大きなインパクトを与える可能性がある。

拠点名

精神的価値が成長する感性イノベーション拠点

研究成果 ２

担当機関

中核機関

広島大学

基礎研究成果（感性の可視化）の社会実装応用

広島大学、マツダ

基礎研究の成果

目指すべき将来の姿との関係
感性可視化の基礎研究成果を先行開発対象であるクルマに早い段階で織り込
み、社会実装におけるポテンシャル把握と課題の早期抽出を行う。
その結果を、基礎研究及び他事業（他企業）にフィードバックすることで、研究
開発を効率的に進める。

脳波を用いて
快、活性、期待感を可視化
快

成果の概要
感性可視化の基礎研究成果と関連付けた脳波からの感性推定技術を実車両
に搭載し、運転時の感性（ワクワク感）のリアルタイム計測を実施した。
精度向上、搭載性改善、ノイズ対応など課題は多くあるものの、脳波からの推
定値は、主観評価と比較的良い相関を示すことが明らかになりつつある。

期待感

従来技術・競合技術との比較

活性

快

活性

期待感

後帯状回
θパワー値

後帯状回
βパワー値

視覚野
θパワー値

車両搭載における課題への対応

基礎研究成果（感性に関する脳メカニズム）と関連付けた脳波からの感性推
定技術を車両に搭載し、疑似社会環境下（試験場）において、実車においてリ
アルタイムに感性を可視化することができた。
また、感性状態に応じて運転環境を切り替える制御も搭載している。

感性可視化技術を搭載したプロトタイプ車両
リアルタイムに感性状態を推定し、
その状態に応じて、
運転環境（視界や操作性など）を
制御するシステムを組み込み

成果の特徴
社会実装に向けたプロトタイプ車両を使って、基礎研究成果の社会実装可能
性の検証及び課題出しを早期に行うことができた。先端基礎研究と社会実装開
発を効率良く行う産学協働研究開発の新しいプロセスが開発できた。

社会的インパクト／経済的インパクト
・感性を直接計測しながら社会実装開発ができるようになったこととで、感性に呼
応するモノづくりがし易くなった
・先行開発対象で得られた知見は、幅広い事業に展開でき、その社会、経済にお
ける拡張性は高い。
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拠点名

精神的価値が成長する感性イノベーション拠点

広島大学

視覚注意の可視化のモデルをクルマの窓枠に適用

研究成果 3

担当機関

中核機関

自然科学研究機構生理学研究所、広島大学、マツダ

目指すべき将来の姿との関係

Itti & Koch 2000
Yoshida et al.,2012を改変

サリエンシーマップを活用して視覚注意を可視化

本拠点は、「物と心が調和する社会」の実現を目指し、BEIの開発に取り組んで
いる。本成果は、脳科学の基礎知見に基づいてクルマ窓枠のモデルベース開発コ
ンセプトを構築した点で、BEI技術の実装開発に貢献する。

目立つ所を
マップ化
青だけ目立つ

成果の概要
産学が連携し、脳科学の基礎研究の蓄積のある視覚注意の可視化技術に基
づいて、クルマ窓枠の視界視認性を実装環境下で評価するモデル開発コンセプト
を構築することができた。さらに、実装環境を模擬したタスクを用いてfMRI実験を
行い、脳科学の観点から運転視界に関する知見を得ることに成功した。

サリエンシーマップを運転視界の評価に応用
長方形型

台形型

オプティカルフロー (OF) を算出

従来技術・競合技術との比較

ピラーの傾き小

成果の特徴

長方形型

社会的インパクト／経済的インパクト

担当機関

窓枠形状の違いによる
脳活動への影響を調べた

精神的価値が成長する感性イノベーション拠点

研究成果 ４

OF逆流

OF逆流の
時系列変化を算出

台形型

運転模擬環境を
fMRI内で構築

・クルマの窓枠設計に対する官掛け方が革新する可能性がある。
・本成果は視覚注意と関連する様々なビジネス領域において感性を高める製品、
サービスの開発に大きなインパクトを与える可能性がある。

ピラーに沿ってサリエンシーの
高いエリアが上方に広がる

ピラーの傾き大

fMRIからの運転視界の理解にチャレンジ

・クルマの窓枠を対象に実装に近い環境下でサリエンシーマップを適用した。
・実装環境を模擬したfMRIタスク（映像）を開発し、運転視界と脳反応との関
係の理解に挑戦した。

拠点名

OFの逆流の
発生場所と重なる

マップ化

クルマの窓枠がドライバーに及ぼす影響は、人間工学、感性工学の側面から評
価されることが多い。本拠点では、それらに加え、視覚注意に関する科学的な知
見に基づき、窓枠が注視に及ぼす影響を定量的評価することを試みた（マツダ、
生理研）。さらに、窓枠形状により変化するオプティカルフロー（OF）が脳反応
に与える影響をfMRIで可視化することにも挑戦した（マツダ、広島大）。

OF逆流の発生タイミングと
相関して楔前部が賦活
脳活動計測を窓枠の
設計に生かせる可能性が出てきた

中核機関

広島大学

感性の可視化技術を社会実装につなげる要素技術の開発（抜粋）

静岡大学、ブルックマンテクノロジ、産業技術総合研究所、広島市立大学、広島大学、マツダ

目指すべき将来の姿との関係

モデル不要のデータ指向型フィードバック
制御に感性状態を織り込むことで、ユーザ
の感性状態に応じた最適（快適）制御
を開発

”感性の可視化”、“知覚の可視化”のみの研究では、目指すべき姿は実現で
きない。 フェーズ１では、これらの研究の成果を社会実装するために必要な要素
技術全てを並行して開発し、フェーズ２以降にこれら要素技術と感性の可視化の
研究成果を統合していく。

ユーザの価値観、行動様式をクラスタリングし、各ク
ラスターがどのようなシーン、コンテクストでワクワクす
るかのモデルを開発

成果の概要
”感性の可視化”、“知覚の可視化”の研究成果を社会実装するために必要な
要素技術を洗い出し、それらの開発をオールジャパンの体制で同時並行開発して
きた。 その結果、各要素技術単位でも使えるレベルの成果が出てきた。
今後は、これらの技術と可視化技術を統合することで、社会環境下で感性状態
をリアルタイムに推定し、製品、サービスにフィードバックできる技術を確立する。

従来技術・競合技術との比較
従来型の基礎研究は、基礎研究成果をそのまま社会実装に適用しようとするた
め、実装上の多くの課題を基礎研究者が解決することができず、社会実装できな
いことが少なからずあった。
本拠点では、研究者と企業エンジニアが研究開発の初期段階から一緒に社会
実装に必要な技術を洗い出し、同時並行で取り組んでいることに特徴がある。
顔の画像から、表情、血流、視線・瞳孔の状態や変化など
検出する技術を開発

成果の特徴
社会実装を見据え、基礎研究（コア技術）だけでなく、社会実装に必要な技
術を同時並行して開発した。

社会的インパクト／経済的インパクト
・基礎研究成果（感性の可視化、知覚の可視化）が社会実装できることで社
会に大きなインパクトを与えることができる
・各要素技術単独でも社会的、経済的価値があることから、技術単品での新しい
ビジネス創出の可能性もある。

31

言語情報と発話音声（抑揚な
ど）から感性の状態を推定する技
術を開発

