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【本領域の目的】 

 質感認識とは脳による物体の本性の解読である

（キーワード参照）。人間は五感を通した多様な質

感の知覚を通して、生存に不可欠な情報を得てい

る。質感認識は、環境の理解のみならず、価値判

断に基づく行動の選択や身体運動の制御など、人

間の基本的な機能において重要な役割を果たして

いる。多くの場合、質感を生み出す情報は複雑な

高次元情報として感覚入力に埋め込まれている。

それを読み解く素晴らしい人間の能力の解明は、

人間の感覚情報処理の科学的理解のみならず、情

報工学技術の発展にとっても不可欠な課題である。 

 「質感脳情報学」（平成 21-25 年度）は世界に先

駆けて学際的な質感研究を築きあげてきた。本領

域は、この流れを継承・発展させるべく、情報工

学・心理物理学・脳神経科学の密接な連携によっ

て、実世界の多様な質感を認識する人間の情報処

理の計算原理や神経機構を解明する。さらに、質

感認識の科学的理解に基づき、革新的な質感の再

生・編集技術を生み出し、産業応用も視野に入れ

た学際的な質感研究領域を確立することを目指す。 

 
【本領域の内容】 
 このような目標の達成のため、本領域では二つ
のアプローチを組み合わせて質感認識機構の科学
的解明を進める。研究項目 A01 では、仮説検証型
のアプローチにより、質感認識の計算原理とその
神経機構を解析する。物体の複雑な表面構造が生
み出す光学的質感、音響的質感、質感が情動惹起
する仕組みなどをおもな研究対象とする。 
 一方、研究項目 B01 では、データ駆動型アプロ
ーチにより人間の質感認識機構に迫る。深層学習
などの統計的機械学習と脳情報解析技術を融合し、
問題の多様化・複雑化にも対応可能な新しい質感
研究パラダイムを確立する。さらに、この研究活
動を実現するために、質感データベースの整備に
も注力する。 
 研究項目 C01 では、質感認識の科学的研究の成
果を、最先端のデジタルファブリケーション・触
覚工学・コンピュータグラフィックスなどに結び
付けることにより、革新的な質感創成技術を開発
する。さらに、実世界の多様な質感の制御を可能
とする知見を質感工学として体系化する。 
 

【期待される成果と意義】 
 質感は人間の脳の機能解明にとっての大きなミ
ッシングピースである。本領域の発展により、実
世界の多様な質感の計算原理と、脳内の階層的な

質感情報処理に対する科学的理解が飛躍的に進む
ことが期待される。 
 また、工学的には、人の能力に迫る質感認識シ
ステムが生み出され、視覚・触覚・聴覚における
さまざまな質感の計測・再現・編集・管理技術の
開発が進む。さらに、質感工学の体系化により、
現場の技術者の勘に頼ってきたものづくりを学術
的観点からサポートすることが可能となる。 
 

 
【キーワード】 
質感認識：「質感」は日常的にさまざまな意味で用
いられるが、本領域ではとくに、ものの物性（光
沢感・透明感など）、材質（陶器・金属など）、状
態（乾燥・凍結など）といった「物理的質感知覚」、
そして美醜や好悪などの「感性的質感認知」の二
つを質感認知の研究対象にしている。 
 

【研究期間と研究経費】 
 平成 27 年度－31 年度 
  1,086,200 千円 

 
 

【ホームページ等】 
  http://shitsukan.jp/ISST 

図 1 本領域の研究体制 
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【Purpose of the Research Project】 

Recognition of SHITSUKAN (see Keywords) is 
a marvelous ability of human’s brain to read out 
the nature of objects. We obtain indispensable 
information for our living from SHITSUKAN 
sensed through multiple modalities. 
SHITSUKAN plays important roles not only in 
perception, but also in value-based behavior 
selection and body motor control. How our brain 
reads out SHITSUKAN from complex 
high-dimensional source information embedded 
in sensory signals is a hard but critical research 
question for scientific understanding of human 
sensory processing and advancement of 
information technologies. Our previous 
research project, “Brain and Information 
Science on SHITSUKAN (FY2010-2014)”, has 
been successfully developing an 
interdisciplinary SHITSUKAN research in 
Japan. To continue and expand this 
world-leading activity, our new project is 
aiming at revealing the computational principle 
and neural mechanisms of human recognition 
of a wide range of SHITSUKAN in the real 
world, and at developing innovative 
technologies and applicable engineering scheme, 
through tight cooperation among information 
engineering, psychophysics and neuroscience.  
 

【Content of the Research Project】 
We will adopt two approaches for scientific 
understanding of SHITSUKAN recognition. 
Research groups in A01 will mainly adopt 
hypothesis-driven approaches to understand 
computational principles and neural 
mechanisms of recognition of a variety of 
SHITSUKAN, including surface properties 
given by complex optical processes, acoustic 
atmosphere, and emotion-evoking stimuli. 
Research groups in B01, on the other hand, will 
mainly adopt data-driven approaches. 
Integrating machine learning techniques (e.g., 
deep learning) and advanced cortical 
information decoding, we will develop a novel 
high-throughput scheme of SHITSUKAN 
research. Finally, research groups in C01 will 
develop cutting-edge SHITSUKAN technologies 
in haptics, computer graphics, digital 
fabrication and appearance control. 

 
 

Figure 1 Area Organization 
 

【Expected Research Achievements and 
 Scientific Significance】 

We will scientifically reveal computational 
principles and hierarchical cortical processing 
of recognition of a variety of SHITSUKAN. We 
will develop technologies for recognition, 
reproduction, edition, and control of a variety of 
SHITSUKAN, and eventually establish a field 
of SHITSUKAN engineering that can support 
industrial manufacturing and art.  
 

【Key Words】 
SHITSUKAN: A Japanese word that literarily 
means “the sense of quality.” In this project, we 
use this term to refer to the senses of physical 
property (gloss, translucent), physical state 
(wet, dusty), material category (metal, ceramic), 
and subjective value (beautiful, yummy).  
 

【Term of Project】   FY2015-2019 
 

【Budget Allocation】1,086,200 Thousand Yen 
 

【Homepage Address and Other Contact  
Information】 

http:// shitsukan.jp/ISST 


