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Abstract

概要

When we try to tell experience and idea someone that we
use language based the “Image” . It is important how it
express, without producing gap against oneʼ s image. This is
an ability, which cannot be lacked for the designer engaged in
a design or product development. Tying in studying the image
from the scientiﬁc of view, we propose an eﬃcient design of
high precision is the purpose of this paper.

私たちは自分の発想や経験したことを相手に
伝えようとする時には、頭の中に描いた「イメー
ジ」を基に言語を使いコミュニケーションして
いる。いかに自分のイメージを相手にズレを生
じずに言語で表現するかが重要である。
本論では、宮内・大渕らが開発したイメージ
の活用研究の WAT9 とアプリケーションをベー
スとし、科学的な視点から “イメージ” を研究、
効率よく精度の高い優れたデザイン提案に結び
つけることを目的とする。

1.Background and Objectives

1. 背景と目的

The ability to turn a clientʼ s idea into an accurate concept is
the mark of a skilled designer. Creating a design that matches
closely with the image in a clientʼ s head has required a
designer to sketch numerous ideas and present them to the
client. To ensure they can match the clientʼ s needs to make
their design relevant, designers are constantly evaluating their
surrounding, looking inspiration and ideas to further hone their
skills. In addition to numerous inputs, designers are also looking
for new way to output. Within the last few decades, computers
and image editing software has transformed the designerʼ s
avenues and capabilities for expression. Nevertheless, no matter
how sophisticated the software or hardware the presentation of
story and concept behind a designerʼ s ideas to the client
becomes as critical to the process as the design itself.
To start the design process, the ﬁrst step is to communicate
thoughts and ideas clearly to the designer so they can
formulate a design that matches the original idea. However,
depending on the experiences of both parties, gaps or
diﬀerences can emerge between the concepts imagined by
each side. Until now, a technique to accurately conﬁrm the
concept imaged by the client (requestor) and that of the
designer (creator) has not been thoroughly researched. The gap
in understanding may result in the designer creating a concept
that only they can understand or comes across as too personal
‒ especially if there are challenges in conveying the reasoning
behind the concepts to the requestor. Reﬁning and analyzing
the communication of a concept between two parties is the key
to reducing the potential gap and misunderstanding between
both parties. We have researched a process that helps to close
this gap and reduce any wasted eﬀort.
Our aim is to develop a system and process that allows
requestors and creators to speak a common language to
convey once ambiguous or hard to vocalize concepts. Through
the pairing of colors and adjectives and creation of a creative
concept analysis method, we can capture the essence of an
idea that allows us to consistently measure the sensory

クライアントのイメージするものを、より的
確に提案できることがデザイナーの優れた能力
と思われる。今までのデザイン行為においてク
ライアントの希望するイメージに近づけるため
何十種類ものスケッチを描き、アイデアの提案
がされてきた。そのため、デザイナーは常に表
現技術を磨いたり、より多くのものをデザイ
ナーの視点から感じ取る感性を養うなどの「ス
キルアップ」が求められる。最近は、パソコン
が普通の表現ツールとなり、豊かな感性表現を
支える画像編集ソフトが次々に開発されてい
る。その結果、デザイナーのイメージを正確な
感性表現に置き換えたり、そのイメージが出て
きた「根拠」や「ストーリー」を上手に伝える
プレゼンテーション能力が今まで以上に求めら
れている。
誰もが自分の考えや発想を他人に最初に伝え
ようとする時は、頭の中にある「イメージ」に
相応しい言葉を選びながらコミュニケーション
することになる。しかし、お互いの環境の違い
によって得られた感性表現が異なることでズレ
が生じる。これまでに、伝える側と受け取る側
のイメージの適合度合いを確認する手法は、ほ
とんど研究開発されていないと思われる。
また、コミュニケーションの際に受け取る側が
素直に理解できない場合、伝えた側は自分自身
のイメージが個性的だと「勘違い」や「独り善
がり」していることも考えられる。
コミュニケーション上で、お互いの感覚や感
性的なイメージのズレを少しでも無くす事で、
より正確に目的達成を可能にする手法やプロセ
スの研究を行った。デザイナーやクリエイター
の感性を無駄なく有効に使うためのシステム開
発を目指し、そのために基本的な言語（形容詞）
と色の関係を “イメージ” として捉え、デザイ
ン展開における感性的な共通尺度の開発に繋げ
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perceptions of both parties in an analytical fashion. This in turns
leads to a more eﬃcient development cycle and less burden on
the creator to guess at what the requestor might want. The
proposed method for developing the common grounds on
which two parties can discuss creative concepts is detailed in
the following sections.

ている。
本論では、この感性的な共通尺度の開発と実
践的な展開をねらいとしたイメージ提案手法の
研究をまとめたものである。
感性を 9 つのイメージとして分類した手法を
活用する事で、新しい商品のイメージ提案に繋
げている。従来の提案手法よりもデザイナーに
負担かけずより効率的に、クライアントの要望
に沿った提案へ導くことを目的とする。

2. Research Organization

2. 研究構成

This paper summaries the teachings and experiments
performed in a specialized design course at the Shizuoka
University of Art and Culture. The course focuses on the
techniques and methods used to measure our sensory
perceptions. To evaluate and improve the creative process for
design, the process is broken down into 4 stages to enable the
participant to understand their own tendencies and learn the
building blocks to eﬀective communication with regards to
design as well as coming up with new concepts themselves.
In the ﬁrst stage, participants create color schemes and
image collages related to 9 concepts in order to under their
own tastes and preferences. They then compare their results
with others to rank and determine which selections mostly
accurately reﬂect the ideal representation of the concept.
In the second stage, the participant takes a survey using the
WAT9 software (detailed later) to assign predetermined
adjectives (from 5 to 10) to a variety of visual, aural, tactile,
gustatory, and olfactory experiences that break down a
complicated concept into itʼ s more basic parts. By compiling
the data around these various parts we can begin to build the
common grounds for understanding complex concepts.
In the third stage, the process is reversed and using the
commonalities learned in the second stage, participants are
asked to place images they think ﬁt with each of the 9
components for measuring commonalities between
perceptions of concepts.
In the fourth stage, the participants utilized the process
learned in steps 2 and 3 and apply these skills to the creation
of a new concept for a speciﬁc product.

本論では、デザイン学部の専門科目としての
授業の内容であり、感性的な共通尺度を理解す
る具体的なプロセス学習の手法としている。
第一段階は、自分自身の感性を確認するため
に、9 つのイメージについて、それぞれ配色と
イメージコラージュ を作成し、他人の感性と
自分の感性を比較する。さらに 9 つのイメージ
コラージュを構成している要素をそれぞれ抽出
し整理を行った。
第二段階はオリジナルソフト WAT9（後述）
を使用し、基本図形、立体図形、柄、フォント、
味、香り、触感、音楽の 8 種類についてアンケー
ト調査を行った。それぞれの要素別にイメージ
分析によって得られた “共通尺度の理解” を作
成した。
第三段階は、第二段階で得られた共通尺度を
もとに自然物と人工物をテーマとして、受講者
の各自が 9 つのイメージ分類を行った。
第四段階は、9 つのイメージ分類手法で具体
的な商品パッケージを分類している。この結果
から新しいイメージ提案を作成している。

1

Confirmation of
one’ s own KANSEI

2

Understanding of the
common standard

3

Adopting use of the
common standard

4

Practical application
of the method

Figure.1 Process ﬂow chart
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3. Analytical Method
3.1 Explanation of Word Association Test 9 Software

3. 分析手法
3.1 Word Association Test 9 の説明

To be begin, we conducted a multitude of surveys, asking
これまでに色彩心理的な実験を繰り返し行い、
participants to identify what color they associated with a
被験者に言語（形容詞）から色を連想させたり、
particular adjective. A database was then compiled of these
その逆の色から言語を抽出させた結果をデータ
pairings, but with the color as the key and the adjective as the
ベース化した。言語の意味から想定させる不連
value. We could then graph the colors onto a grid based on
続性をいったん色（配色）に置き換える事で、
their color values. Replacing colors with the adjectives that
それぞれを等間隔でバランスの取れた色の位置
were most closely associated with them resulted in the graphs
として設定した。その言語をイメージとして配
seen in ﬁgure 2. Where there seemed to be little connection
置したマップを作成につなげている。
between adjectives previously, the underlying color values
嗜好を大きく分類しその傾向を捉えるために
began to draw connections between seemingly unrelated
は、およそ 6 つから 10 個程度のクラスターに
items. We then classiﬁed the graphs into 6 to 10 clusters based
分けることをこれまでの経験から判断し、その
on our previous experiences. From this classiﬁcation process
感性イメージを 9 つとして設定。出来るだけシ
we arrived at the 9 general categories for describing the
ンプルで、連想の抽象度が揃えられるイメージ
components of a creative concept. In order to simplify things,
を代表する言語として「漢字一字」で 9 つを選
we picked 9 Chinese characters to represent the 9 categories:
定している。
「愛」
「楽」
「華」
「素」
「趣」
「格」
「優」
「AI/ 愛」
「RAKU/ 楽」
「KA/ 華」
「SO/ 素」
「SHU/ 趣」
「KAKU/ 格」 「品」「理」を「インデックス＝キーワード」と
「YU/ 優」「HIN/ 品」「RI/ 理」were set as "index = keyword".
して設定。これらの 9 つのイメージを感性デー
From this point on, the 9 concepts would be used as the
タベースとして定め、色と言語をイメージ的に
common means of breaking down any complex concept into
配置したものを「感性分類評価法」としている。
its core components and known as the “Evaluation Method for
また、このコンテンツをパソコン分析ソフトと
the Categorization of Sensory Experiences” . In addition, we
して開発したのが、Word Association Test 9（以
developed the Word Association Test 9 (WAT9) software
降 WAT9）である。
speciﬁcally for the evaluation of these concepts.

3.2 Explanation of the 9 Concepts

3.2 9 つのイメージの説明

The Chinese characters and the classiﬁcations they represent
are best categorized as "RAKU/ 楽 dynamic; "HIN/ 品 " static;
"SO/ 素 " natural; "KAKU/ 格 " artiﬁcial; "AI/ 愛 ", "SO/ 素 ", and
"YU/ 優 " light/ bright; "KA/ 華 ", "KAKU/ 格 ", and "RI/ 理 "
heavy; "AI/ 愛 ", "RAKU/ 楽 ", and "KA/ 華 " gorgeous; "SO/ 素 ",
"SHU/ 趣 ", and "KAKU/ 格 " moderate; "YU/ 優 ", "HIN/ 品 ", and
"RI/ 理 " ﬂuent. (ﬁgure 3)

「楽」は “動的” で、「品」は “静的” なイメー
ジ、「素」は自然的で「格」は人工的なイメージ
である。横軸の関係は、「愛」「素」「優」は “軽
い” イメージ、
「華」
「格」
「理」は “重い” イメー
ジである。縦軸の関係は、
「愛」
「楽」
「華」は “は
なやか” なイメージ、「素」「趣」「格」は “穏や
か” なイメージ、「優」「品」「理」は “爽やか”
なイメージと解釈している。

3.3 Using the WAT9 Software

3.3 WAT9 の使用方法

First, the user sets the theme and then chooses the most
appropriate adjectives from a list of 117 that they think
matches a speciﬁc concept. After the participantsʼ responses
have been recorded, the results are displayed in a variety of
visual styles. Figure 4 shows the results displayed for a test
concept. The number of selections for each adjective are
tallied and displayed in descending order. The graphs at the
top of the screen display the data visually. The left most graph
shows the distribution of the adjectives by their
corresponding concepts whereas the ribbon of color in the
middle simply displays the same data in a linear format. The
graph on the right shows the deviation of the adjectives
selected to describe the concept from the mean that is
represented by the gray circles.

WAT9 の使用方法は、具体的なテーマを定め
117 個の形容詞（イメージ言語）からテーマに
相応しいものを数個選択し集計分析を行う。下
図はその分析出力の参考であり、それぞれのサ
ンプルについて被験者の選択総数を演算し結果
をビジュアルで示している。分析結果は、左側
は選択された言語リストとイメージ分布、中央
の色の帯はイメージを色の面積比で表示してい
る。左側のグレーのサークルは選択した言語か
ら得られたイメージの相対的な平均値が示され
ている。
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Figure.2 117 adjectives

Figure.3 9 concepts

Figure.4 Results display (WAT9)

4. Creating Concepts Using the Evaluation Method
for the Categorization of Sensory Experiences
4.1 The First Stag
Conﬁrmation of oneʼ s own KANSEI

4. 感性的な共通尺度を活用したイメージ提案

The ﬁrst step in developing a creative concept is to evaluate
an individualʼ s preferences and tastes to understand their
deviation from the norm. Our sense and sensibilities are
developed over time from a wide range of inﬂuences, from
diﬀerent experiences with the natural environment, culture,
and family. Whether you were raised near the ocean, in the
mountains, a warm environment, or a cold one, each of these
factors plays a role in shaping how one associates with
diﬀerent colors. Using the data collected from our
experiments, one can compare their own perceptions of color
with the general consensus and determine where they are the
same or diﬀerent.
In the ﬁrst step is to create color schemes and image collages
to begin to understand oneʼ s own sensory perceptions. First
the group creates these schemes and collages based on 9 core
concepts. The group then convenes and compares the results
of all members to identify common themes found in the

感性的な共通尺度を活用したイメージ提案を
行うためには、まず自分自身の感性を確認する
ことが必要である。我々はそれぞれ異なった自
然環境、文化、経験や家庭環境などを通し、知
らない間に自分自身の表現にそれなりの特徴や
癖を持ち合わせている。幼い事に育った場所が、
海岸沿いなのか山に囲まれているのか、又は、
寒い地方と温かい地方では色の使い方などに異
なった傾向が見られる。今までに培った自分自
身の感性を確認し、共通尺度と理解することで
自分自身の感性とのズレを認識するための基礎
としている。
第一段階のワークとして、9 つのイメージにつ
いての配色とコラージュの 2 つの演習を実施す
ることで自分自身の感性を確認している。
最初に受講者それぞれが 9 つのイメージについ
て配色とミニサイズのコラージュを作成。出来

4.1 第一段階
自分自身の感性の確認
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subject matter, texture, color, or other characteristics of the
groupʼ s selections.

上がった作品について受講者同士でいくつかの
グループを作り、どのような構成であれば 9 つ
のイメージを的確に表現できるのかを色、素材、
柄などのデザイン要素の組み合わせに着目し分
類整理している。

(1) Color Schemes

(1) 配色

To determine the range of colors for an individual, we create
two color schemes; one scheme contains 3 colors and the
other contains 9 colors. Creating a polychromatic scheme can
lead to an objective understanding of the test subjects color
tendencies. Colors surround us at all times during our waking
hours and inﬂuence our visual perceptions. In particular, the
color combinations from everyday things such as clothes,
makeup, food, and interior design make a strong impression
on us. Therefore, the test subjects will associate colors with
adjectives from the 9 images in a way that draws upon their
daily and lifetime experiences with colors in their
surroundings.

自分自身の色の幅を確認するために 3 色と 9
色の配色を作成している。多色の配色を作成す
ることで自分の色の傾向を客観的に把握するこ
とにつなげている。
色は視覚で感じられる全ての物についている
ため、寝ている時を除けばいかなる時も常に多
くの色に囲まれている。日常生活の中で特に色
の組み合わせを意識するのは、服装、化粧、イ
ンテリアや料理などが考えられる。通常は好き
な色を中心とした構成になってしまうが、これ
まで経験したことをもとに、9 つのイメージ言
語から連想する色を素直に配色として作成して
いる。

(2) Collages

(2) コラージュ

Elements other than color (shapes, patterns, subjects) cannot
easily be separated from the colors that are typically
associated with them. So with the creation of a smaller 5cm by
5cm collage and an A5-size collage based on the 9 core
concepts, we can determine the participantʼ s senses
associated with composition.

色の好みと色以外の要素（形、柄、素材）の好
みは、かなり連動している事が多く切り離す事は
出来ない。そこで 9 つのイメージを 5cm×5cm
と A5 サイズの “コラージュ” で表現することで、
自分のイメージしたコーディネート の傾向を詳
しく確認させている。

4.2 The Second Stage
Understanding of the common standard

4.2 第二段階
共通尺度の分析と理解

Humans process the environment around them using their
ﬁve senses: sight, smell, hearing, taste, and touch. Amongst
the ﬁve senses, sight is estimated to account for 83% of the
information that humans process. Therefore the concepts that
we create are heavily inﬂuenced by our visual perceptions.
In the second stage of analyzing the sensitivity common
standard, we measured the perceptions created from the ﬁve
senses of the participants. The WAT9 software was used to
survey the test subjects on basic shapes, three-dimensional
shapes, patterns, fonts, tastes, smells, touch, and 8 types of
music. The sample ﬁndings from a part of these surveys are
detailed in the following sections. In particular, the sections
show the results from the visual perceptions of basic shapes
and the shapes of plastic bottles.

人は、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感
で情報を感じ取り脳内で整理して記憶している。
五感の中でも情報量の一番多いのが視覚であり、
その割合は 83％と非常に高い。この視覚から得
られる情報を基に、イメージの多くの部分が作
られていると考えられる。
第二段階の共通尺度の分析と理解では、五感
で感じ取る情報の共通尺度の分析と理解につい
て実施した。WAT9 を活用して基本図形、立体
図形、柄、フォント、味、香り、触感、音楽の
8 種類についてアンケート調査を実施した。数
多くのアンケート調査事例のうち、代表的な基
本図形とペットボトルの結果について以下にま
とめる。

(1) The analysis of the commonalities in sensory
perceptions as it applies to basic shapes

(1) 基本図形における共通尺度の分析と理解

The complex natural and artiﬁcial objects that make up an
environment are composites of many basic shapes such as
triangles, squares, and circles. 10 basic shapes were selected to
be options in the survey: star, circle, square, triangle, rectangle,
heart, oval, diamond, octagon, and hexagon. (See Figure 5)

身の回りにある人工物の形体は、三角形、正
方形、五角形、多角形、円などの幾何学図形が
基として構成されていると考える。このことか
ら、まずは基本図形を 10 種類として WAT9 の
アンケートを実施した。
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① STAR

⑥ HEART

② CIRCLE

③ SQUARE

④ TRIANGLE

⑤ RECTANGLE

⑦ OVAL

⑧ DIAMOND

⑨ OCTAGON

⑩ HEXAGON

Figure.5 10 basic shapes
In ﬁgure 6 you can see the results of survey that asked test
subjects to associate the shapes with adjectives and then
grouped into the 9 basic concepts that make up our sensory
perceptions. The results showed that shapes with many curves
were associated with the concept of “AI/ 愛” . Conversely the
angular shapes (triangle, diamond, square, rectangle, octagon,
hexagon) were "RI/ 理” and “KAKU/ 格 ". Within the polygonal
shapes, those with fewer angles such as triangles and
diamonds were associated with “HIN/ 品” , whereas shapes
with many angles were associated with “"KAKU/ 格” . The
object with the most angles, the star, was associated with
“RAKU/ 楽” . In the case of the star, we estimate that the star is
thought of less as a basic shape and more as a symbol that
represents a concept, hence itʼ s tendency to be classiﬁed as
“RAKU/ 楽” . In general, the shapes with rounded lines and
fewer corners were thought of as “"AI/ 愛 ", whereas the
straight line and angular shapes tended towards "RI/ 理” and
“KAKU/ 格 ".

Figure.6 は、各図形において実施したアンケー
ト結果を元に、9 つのイメージマップに配置し
たものである。
分析結果として、曲線の多い図形である。
heart、oval ,circle の 3 種類は「愛」よりのイメー
ジ。多角形の図形である triangle、diamond、
square、rectangle、octagon、hexagon は全体
的に「理／格」となった。その中でも、角数が
少なくシンプルな triangle や diamond は「品」
のイメージと受け取られ、多角形になればなる
ほど「格」のイメージになることが明らかになっ
た。star は多角形ではあるが「楽」のイメージ
となった。これは、star が基本図形としてのイ
メージよりも柄としての出来上がったイメージ
を強く持っているからだと推測される。また、
9 つのイメージマップの全体の関係性を考える
と、
「愛」をイメージさせる図形は曲線であり、
「理
／格」をイメージさせる図形は直線的になる関
係性があると考えられる。

Figure.6 Results of basic shapes survey
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(2) Analysis of the commonalities in sensory perceptions
of plastic bottle shapes

(2) ペットボトルにおける共通尺度の
分析と理解

The WAT9 software was also used to survey participants on
an object familiar to them from everyday life, the plastic
bottle. To understand the connections between
three-dimensional shapes, we selected the 10 plastic bottles
that vary in shape show in ﬁgure 7.

普段から親しみのある図形としてペットボト
ルのイメージを WAT9 のアンケート調査を実施
した。立体図形との関連性を把握するために、
形状の異なる 10 種類のペットボトルを下記の
ように選定している。

Figure.7 10 plastic bottles
The relationship between curves and straight lines was
observed to be a similar distribution to that of basic shapes.
Bottles like #8 and #10 that had patterns or decoration in the
lower half were associated with "KA/ 華 ". In forms like bottle
#7 that were composed of curved lines and hemispheres, the
adjective “SHU/ 趣 " was associated.

分析結果として、曲線的な形状をしているボ
トルは「愛」よりのイメージとなり、直線的な
形状のボトルは「理」よりのイメージとなった。
曲線と直線の関係は、基本図形のイメージの分
布と同じ傾向がみられた。⑧や⑩のような下部に
装飾がされているボトルは「華」のイメージで
あり、何も装飾もなく半球と曲線のミックスし
た形状の⑦は「趣」のイメージと受け取られて
いる。

Figure.8 Results of plastic bottle shapes survey
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4.3 The Third Stage
Adopting use of the common standard

4.3 第三段階
9 つのイメージの理解と修得

In third stage, participants, in order to fully grasp the
characteristics associated with each of the 9 core components
of a concept, are asked to focus on two themes: natural and
artiﬁcial objects. The participant then picks 5 items for each
component until they have 45 total. The results are arranged
into the grid so the classiﬁcations are obvious. For each
component, the characteristics such as shape, color, size, etc
of the chosen items are evaluated to see if they ﬁt match with
each other. If the chosen items for a component match and
strike a good balance from an objective perspective, then it is
a conﬁrmation that the classiﬁcation of the components was
done well.

9 つのイメージを修得するために、自然物と
人工物の２つをテーマとして選定。それらを 9
つのイメージに分類している。そのもの自体の
形状、色、大きさ、素材、香り、味、手触りな
どのイメージをトータル的に配慮して 9 つのイ
メージマップに配置している。配置させた物と、
9 つイメージの流れを見た時に、客観的にズレ
が無くバランスよく配置されていれば上手に分
類が出来ていると思われる。
第二段階の共通尺度を基礎として、具体的な
物を分類する事で 9 つのイメージの理解と分類
法の修得を目的としている。

(1) Natural Objects

(1) 自然物

Natural objects are things such as ﬂowers, ﬁsh, vegetables,
and fruits that exist in nature. The participant picks one of
these types of objects and then chooses 45 items that will be
classiﬁed into the 9 components. For example, if “ﬂowers” is
selected, then the participant would select items such as roses,
marigolds, dalias, dandelions, or sunﬂowers up to 45 and the
classiﬁed into the 9 components. If there is an component that
no items can be selected for, then it is left blank.

自然物とは、花、魚、野菜、果物などの自然
界に存在している有機物でそれほど変化しない
イメージとしている。各受講者は、自然物の中
からアイテムを一つ選定してイメージマップ上
に配置する。例えば、「花」を選定した場合、バ
ラ、マーガレット、ひまわり、パンジー、タン
ポポなどが 9 つのイメージのどれにマッチして
いるかを考えて配置する。自然界の物を対象と
しているため、9 つのイメージを全て満たさな
い可能性もある。その場合は、そのイメージ部
分をブランクとして設定している。

(2) Artiﬁcial Objects

(2) 人工物

Artiﬁcial objects are things made by humans. Modern day
paintings and music were used to represent artiﬁcial objects in
the experiments. From 9 images, the participant picks one
image. They then evaluate that image from by look at
characteristics like the color scheme, composition and motifs
and then arranging those into the components. For music, the
participant does an image survey for 10 songs. From the 10
songs, they will then select one song and create a collage
based on their impressions of it. The song is broken into four
parts and the collage created from that.

人工物は、基本的に人間が自ら作り上げた物
である。特に今回は、近代絵画と音楽を選んで
いる。近代絵画の中から、良く知られた作品を
数点選び作品の配色、面積比、モチーフ、全体
の構成などからイメージを捉えイメージマップ
へ配置している。
次に音楽は WAT9 によるイメージ調査と、そ
れに合わせたコラージュの作成を行っている。
同じアーティストが作成した 10 曲を視聴し、
それぞれ曲ごとにアンケート調査を実施。その
結果を配置したイメージマップを参考に、各受
講者が好きな曲を選定してコラージュの作成に
展開。その上で、曲全体を 4 つのパートに分類
し別々にコラージュを作成している。

4.4 The Fourth Stage
Practical Application of the Method

4.4 第四段階
実践への展開

In the fourth stage, we used 2 speciﬁc products to test the
creative process resulting from the use of our sensitive
common standard. The two products were small drinks and
facial lotion. The test subjects could pick one of the two
products and then a new concept was developed for that
product using the process. To create a more practical concept,
the collage resulting from the music in the third stage was
used to represent the clientʼ s thoughts.

第四段階は、具体的な商品からテーマを小型
飲料と化粧水の二つに選定している。各受講者
には、どちらか一つテーマを選び、それについ
て分析結果に基づいて新しいイメージ提案まで
行った。
より実践的なイメージ提案に近づけるため、
第三段階で作成した音楽のコラージュをクライ
アントの要望として設定し、そこからコンセプ
トの立案、ターゲットの設定を行っている。第
IASDR 2013 08

一段階から第三段階を踏まえ、「イメージ設定／
方向性」「ターゲット設定／商品分類」「アイデ
ア／企画具体化」「デザイン提案／ネーミングロ
ゴ」についてまとめて、全受講者に向けて各自
がプレゼンテーションを行っている。

5. Future Works
We have concluded from our research that the use of the
detailed processes and WAT9 software can empower even
those without much design experience to create concepts
that will closely match to a clientʼ s expectations. The WAT9
software also allows terminology and ideas that were
previously considered to be ambiguous to be converted into
quantiﬁable units, such as color. This has made it easier to
compare one idea against another and reduce the gaps in
perception between two parties.
In the future, this process could be applied to the planning
and building of a brand concept or a corporate image
strategy. There have been considerable achievements up until
now, but in order to be even more eﬀective, research will need
to be done on how this process can aﬀect a companyʼ s
bottom line. In the future, understanding the process of
turning the senses into a quantiﬁable asset will certainly help
marketing departments bring concepts to market faster and
understand what resonates with their clients.

5. 今後の課題
これまでの教育実践から考えると WAT9 と感
性を活用した新しい商品のイメージ提案手法は、
デザイン経験が乏しい受講者でも新しいイメー
ジ提案に有効であると思われる。
また、WAT9 によるアンケート調査より、今ま
で “あいまい” とされていた人の感覚やセンス
が数値化され可視化される事で、わかりやすく
比較する事が可能になったと考えられる。“あい
まい” と考えられていた感覚は、本来とても細
かい部分や雰囲気までも感じとっていたが、そ
れを測定する尺度が存在しなかっただけだと思
われる。
今後は、ブランドコンセプトの立案や企業イ
メージ戦略の構築などへの応用が考えられる。
また、イメージの共通尺度を得る事でデザイナー
同士だけでなく、クライアントにも正しく理解
をしてもらう事につながり、お互いのコミュニ
ケーションがよりスムーズになると思われる。
これまでの成果はかなり上がってきているが、
より実効を高めるためには、さらに企業利益や
売り上げにどのように貢献できるかを研究の対
象とすべきだと思われる。本来の意味で感性を
マーケティングの中心的なテーマとすることが
可能になってきていると実感している。
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