
授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生  

授業科目名 
感性人類学 

Physio-Anthropological Aisthesis 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期月曜日５時限 単位数    2  単位 

  通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

樋口重和 

Shigekazu HIGUCHI 

履修条件 

当科目は、感性科学コースに所属する学生は受講すること

が望ましい。また、他コースの学生であっても、感性を理解

する基礎科目であるため、履修を薦めたい。 

授業の概要 

ヒトの感覚および感性機能は生物の進化と適応を通して獲得されたものである。本授業では、外界

情報の知覚に必要な諸感覚の進化や、社会行動・共感などの人間らしさを形成する心の進化を主題

とする。また、感性の多様性について民族、性、年齢、遺伝、環境・文化といった生物学的・社会的要

因についても取り扱う。 

Human sensory and sensibility functions are acquired through the evolution.  The main theme of 

this class is the evolution of sensory functions and evolution of humanity such as social behavior 

and empathy.  In addition, we focus on biological and cultural factors affecting the diversity of 

sensibility in human. 

 

  全体の教育目標 

感性が人類の約500万年の進化の歴史の中で発達し、環境適応にどのような役割を果たしてきた

かを理解させる。また高度技術化社会に生活する現代人にとって感性と知性の調和が重要であるこ

とを理解させる。 

  個別の学習目標 

  感性の進化および人類における感性の多様性について理解する。 

 

  授  業  計  画 

（第１回）  人類の進化と多様性について 

（第２回）  脳の進化について 

（第３回）  感覚（視覚）と進化について 

（第４回）  感覚（聴覚・味覚）とその進化について 

（第５回）  感覚（嗅覚・触覚）とその進化について 

（第６回）  社会行動と脳の関係について 

（第７回）  共感と脳の関係について 

（第８回）  道徳と脳の関係について 

（第９回）  芸術と脳の関係について 

（第１０回） 感性･知性と性差について 

（第１１回） 感性･知性と民族性について 

（第１２回） 感性･知性と環境の関係について  

（第１３回） 感性と知性の調和について議論する 

（第１４回） 感性人類学についての総括を行う 

（第１５回） まとめ  



キーワード 

感性、人類学、進化、適応、多様性 

 

授業の進め方 

 講義形式と既存の資料や論文を中心とした自主学習の成果発表・討論会形式で行う。 

 

教科書及び参考図書 

最新の脳生理学・人類学などの書籍を参考にするが、適宜資料を配布する。 

学習相談 

学習相談を希望する者は電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

 

試験・成績評価等 

 （評価方法） 

 本講義では出席状況、学習態度およびレポートの成績で評価する。 

（評価基準） 

 出席状況（10％）、学習態度（10％）、レポート（80％）で評定する。 

 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
人間発達学 

Human Development 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期木曜日２時限 単位数  2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

橋彌和秀 

Kazuhide HASHIYA  

 

履修条件 

当科目は、感性科学コースに所属する学生は受講すること

が望ましい。また、他コースの学生であっても、感性を理解

する基礎科目であるため、履修を薦めたい。 

授業の概要 

感性は非言語である。そのため新生児や幼児の発達早期のコミュニケーション能力の発達とその

知覚・認知的基盤に関する研究を探ることにより、人間の発達過程を通して感性の本質やその発達を

考察する。そのために発達の社会的側面と生物学的側面との相互関係についても考察する。また、

近年の研究動向で特に注目されるものを取り上げ、具体的な研究の方法論とともに紹介する。 

 

Students who take this course will get lectured basic principles and methods 

of developmental psychology as natural science, as well as current topics in this area. 

This course will lead you to reconsider systems of mind that underlie your daily 

experiences, communication, and lives in society, from natural scientific perspectives.   

全体の教育目標 

人と人とのコミュニケーション手段は言語と数値・記号と思われているが、実は感性も重要なその手

段である。本講義では、感性は非言語であるが、コミュニケーションの手段として重要である事を乳幼

児の心的発達を通して理解することを目的とする。 

個別の学習目標 

コミュニケーション手段としての感性を理解する。 

授  業  計  画 

（第１回）：人間発達学における感性 

（第２回）：発達の進化的基盤 

（第３回）：発達の生態学的基盤 

（第４回）：発達の生理学的基盤 

（第５回）：発達の心理学的基盤 

（第６回）：新生児の顔認知 

（第７回）：新生児の情動表出 

（第８回）：新生児の情動認知 

（第９回）：新生児の非言語コミュニケーションに関するディスカッション 

（第10回）：幼児の言語表現 

（第11回）：幼児の情動発達 

（第12回）：幼児の自我の発達 

（第13回）：幼児の自己意識の発達 

（第14回）：幼児の感性を含む心の発達に関するディスカッション 

（第 15 回）：まとめ 



キーワード 

新生児・幼児・自我・自己認識 

授業の進め方 

通常の授業形態で行う 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜資料を配布する。 

学習相談 

学習相談を希望する者は相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業では授業計画に示すように、2 回のグループディスカッションを行うが、その発言内容や、デ

ィスカッション後に提出するレポート、および試験によって評価する。 

（評価基準） 

評価基準の割合は設けず、出席状況、ディスカッションでの発言内容、レポート、学習態度および

試験の成績で評定する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
心理物理学 

Psychophｙsics 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期火曜日２時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

森 周司 （内）3592 

Shuji Mori 

mori@inf.kyushu-u.ac.jp 

履修条件 

特になし 

授業の概要 

感性を人間行動から客観的に計測することは重要である。そこで本講義では、感性の基礎となる感

覚の定量的研究分野である心理物理学について概説し、その研究手法である心理物理学的測定法

を紹介する。具体的には、心理物理学の歴史的・理論的背景、閾値測定、感覚尺度構成法、信号検

出理論を解説する。 

It is of importance in the field of Kansei science to objectively measure Kansei from human 

behavior.  This lecture overviews psychophysics, which is a quantitative research field of human 

sensation which underlies Kansei, and introduces psychophysical measurement methods.  Its topics 

include historical and theoretical backgrounds of psychophysics, threshold measurement, sensory 

scaling, and signal detection theory. 

全体の教育目標 

この講義は「感性を科学的な視点から捉える力」を身につけることを目標とした授業の一つである。

心理物理学の測定法、理論と応用について基礎的知識を理解させることを具体的目標とする。 

個別の学習目標 

心理物理学の測定法や理論を自身の研究に応用できるようにする。 

授  業  計  画 

（第１回）心理物理学の紹介、心理物理学の歴史 

（第２回）心理物理学的測定法１：閾の測定、調整法、極限法 

（第３回）心理物理学的測定法２：恒常法、適応法 

（第４回）心理物理学的測定法３：感覚尺度構成法 

（第５回）心理物理学的測定法４：間接法、ウェーバーの法則、フェヒナーの法則 

（第６回）心理物理学的測定法５：直接法 

（第７回）心理物理学的測定法６：スティーブンスの法則 

（第８回）心理物理学的測定法７：測定の問題点  

（第９回）統一理論 

（第１０回）感覚と判断 

（第１１回）信号検出理論１：感度と反応バイアス  

（第１２回）信号検出理論２：確信度評定、ROC曲線 

（第１３回）心理物理学の応用 

（第１４回）心理物理学の発展 

（第１５回）まとめ 



キーワード 

心理物理学、心理物理学的測定法、閾、感覚尺度構成法、信号検出理論 

授業の進め方 

視聴覚教材や配布資料を用いる。 

教科書及び参考図書 

教科書は用いない。参考図書は授業中に適宜指示する。 

学習相談 

教員室（伊都キャンパス・ウェスト２号館・858室）で随時行なう。希望する者は事前に電子メールで相

談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。（mori@inf.kyushu-u.ac.jp） 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

数回の小テスト（あるいは課題）と期末試験を行う。 

（評価基準） 

数回の小テスト（あるいは課題）計40点、期末試験60点の総計100点満点で講義の理解度を評価す

る。 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
感覚生理心理学 

Sensory Psychophysiology 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  火曜日  ３時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

綿貫茂喜 Shigeki Watanuki 

watanuki@design.kyushu-u.ac.jp 

履修条件 

当科目は、感性科学コースに所属する学生は受講すること

が望ましい。また、他コースの学生であっても、感性を理解

する基礎科目であるため、履修を薦めたい。 

授業の概要 

感性科学は感性を科学的に捉えることによりヒトの生物学的特性の一面を探ることを目的とする。 

そのため、生理反応（脳波・自律神経・内分泌・免疫系）の特徴を幅広く探っています。 

本講義では過去の情動や感覚に関する研究をレビューすると共に感性に関してどのような研究展開

が可能か論議する。また、最新の関連論文を取り寄せ精読する。 

The Human sensibility and Emotion (Kansei in Japanese) is one of noticeable sciences to know 

what is human being and behavior.  

Therefore, I deliver the special features of physiological responses (electroencephalography, 

autonomic nervous system, endocrine system, immunosystem). 

In this subject, we will discuss about Kansei from the aspect of Physiology and Psychology. 

Therefore, I will introduce the latest academic findings regarding to Kansei for the discussion. 

全体の教育目標 

感性とは何かという問いに対して明確な答えを言えるようにする必要がある。そこで、視覚、聴覚、嗅

覚、触圧覚、味覚について、受容器から生物学的な快･不快中枢である扁桃体や視床下部までの連

絡経路を学習する。次に諸感覚の変化に伴う諸生理反応（自律神経機能、内分泌機能、免疫機能

等）の変化について学習することにより、感覚の感受性が感性を構成する重要な要素であることを理

解させることを目的とする。 

個別の学習目標 

感性の一つの定義として感覚の感受性が在ることを知る。 

授  業  計  画 

（第１回）：感覚の感受性と感性 

（第２回）：視覚の生理的機序 

（第３回）：視覚と中枢神経系、自律神経機能、内分泌機能、免疫機能 

（第４回）：聴覚の生理的機序 

（第５回）：聴覚と中枢神経系、自律神経機能、内分泌機能、免疫機能 

（第６回）：視聴覚系の高付加価値視聴覚製品の開発に関するディスカッション 

（第７回）：嗅覚の生理的機序 

（第８回）：嗅覚と中枢神経系、自律神経機能、内分泌機能、免疫機能 

（第９回）：味覚の生理的機序 

（第10回）：味覚と中枢神経系、自律神経機能、内分泌機能、免疫機能 

（第11回）：味覚と嗅覚系の高付加価値視聴覚製品の開発に関する 

ディスカッション 

（第12回）：触圧覚の生理的機序 



（第13回）：触圧覚と中枢神経系、自律神経機能、内分泌機能、免疫機能 

（第14回）：触圧覚系の高付加価値視聴覚製品の開発に関するディスカッション 

（第 15 回）：まとめ 

キーワード 

感覚の感受性・五感・高付加価値製品の開発 

授業の進め方 

通常の授業、関連論文（英語）の抄読と並行して、課題を示し、レポートを提出する。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜資料を配布する。 

学習相談 

学習相談を希望する者は電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業では授業計画に示すように、4 回のグループディスカッションを行うが、その発言内容や、ディ

スカッション後に提出するレポートによって評価する。 

（評価基準） 

評価基準の割合は設けず、出席状況、ディスカッションでの発言内容、レポート、学習態度を加味し

て評定する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
感情生理心理学 

Emotive Psychophysiology 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期 木曜日５時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

綿貫茂喜 

Shigeki Watanuki 

watanuki@design.kyushu-u.ac.jp 

履修条件 

当科目は、感性科学コースに所属する学生は受講すること

が望ましい。また、他コースの学生であっても、感性を理解

する基礎科目であるため、履修を薦めたい。 

授業の概要 

脳内自己刺激法により脳内には快情動を誘起させる系と不快情動を誘起する系とがあることがわ

かった。前者を報酬系､後者を嫌悪系と呼ぶ。解剖学的には報酬系の中心的な部位は内側前脳束

で、嫌悪系のそれは室周囲系といわれている。扁桃体は報酬系および嫌悪系と相互に密接な繊維連

絡を有し、これら2系の入出力の統合部位である。従って扁桃体は例えば快不快という情動を形成す

る中枢と言える。 

本講義では快不快時の脳活動を中心とした生理反応(自律神経・内分泌・免疫系)の特徴について

述べる。 

 

It is well known that different systems involved in the induction of pleasant and unpleasant 

emotions are evoked by intracranial self-stimulation. The former is associated with the reward 

system (RS), while the latter is related more with the aversive system or process (AS). 

Anatomically the focal brain site closely related to RS is the medial forebrain bundle, while that 

intricately associated with the AS is the periventricular system. The amygdala complex displays 

intricately connected fiber networks that mutually link with the RS and AS to eventually summate 

the input and output of both these systems. As such, the amygdala acts as the center for 

integrating pleasant and unpleasant emotions. 

In this subject, we investigate physiological responses upon induction of pleasant and unpleasant 

emotions by evaluating parameters of the autonomic nervous system, endocrine system and immune 

system to validate the effects of exogenous stimuli.  

 

全体の教育目標 

感性とは何かという問いに対して明確な答えを言えるようにする必要がある。本講義では、感情の

感受性が感性を構成する重要な要素であることを理解させる。そこで、感情と深く関わる神経伝達物

質や、主要な感情について生理心理学的な知識を得ることを目的とする。 

個別の学習目標 

感性の定義の一つに、感情の感受性が在ることを知る。 

授  業  計  画 

（第１回）：感情の感受性と感性 

（第２回）：報酬系と嫌悪系 

（第３回）：脳内神経伝達物質と感情 

（第４回）：ドーパミン 

（第５回）：ノルアドレナリン 



（第６回）：セロトニン 

（第７回）：GABA 

（第８回）：神経伝達物質と高付加価値製品開発に関するディスカッション 

（第９回）：顔表情と感情および生理反応 

（第10回）：心地良さ・安らぎと生理心理反応 

（第11回）：感動・共感と生理心理反応 

（第12回）：嫌悪・恐怖と生理心理反応 

（第13回）：怒りと生理心理反応 

（第14回）：感動・共感と高付加価値製品開発に関するディスカッション 

（第 15 回）：まとめ 

キーワード 

感情の感受性・脳内神経伝達物質 

授業の進め方 

通常の授業、関連論文（英語）の抄読と並行して、課題を示し、レポートを提出する。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜資料を配布する。 

学習相談 

学習相談を希望する者は電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業では授業計画に示すように、２回のグループディスカッションを行うが、その発言内容や、デ

ィスカッション後に提出するレポートによって評価する。 

（評価基準） 

評価基準の割合は設けず、出席状況、ディスカッションでの発言内容、レポート、学習態度を加味し 

て評定する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
適応行動論 

Adaptive Behavior 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  曜日  時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

樋口重和 

Shigekazu HIGUCHI 

履修条件 

当科目は、感性科学コースに所属する学生は受講すること

が望ましい。また、他コースの学生であっても、感性を理解

する基礎科目であるため、履修を薦めたい。 

授業の概要 

人間が健康的に暮らし、生存し続けるためには、周囲の環境に適応した行動をとる必要があるが、

これらの行動は、種々の感覚刺激に対する価値判断および生活文化や遺伝などによって様々に修飾

される。本授業では、人間の社会生物学的な行動（睡眠、食事、労働、学習・教育、危険回避、他者

理解、利他行動、配偶者選択など）について、生物学的評価や情動体験等の価値判断に基づく適応

行動について概説する。 

Adaptive behaviors for various physical and social environments are necessary to make our life 

safe and comfortable. On the other hand, these behaviors are influenced by individual life style, 

culture, and philosophy. This class focuses on physiological and psychological background of 

biological and social behaviors such as sleep, diet, learning, risk aversion, understanding others' 

emotion, altruistic behavior and mate choice. 

全体の教育目標 

種々の感覚刺激の情報が知覚・認知され、生物学的評価や情動体験に照らされ、置かれた環境に

適応するように行動が起こる。この過程において感性が大きな役割を果たすことを様々な社会生物学

的行動を通して理解させる。 

個別の学習目標 

ヒトの行動の進化および適応の種類やその意義について理解する。 

授  業  計  画 

（第１回） 感情と適応行動の関係について概説する 

（第２回） 文化・学習と適応行動の関係について概説する 

（第３回） ヒトで高度に発達した道具的・文化的適応について概説する 

（第４回） 環境に対するヒトの遺伝的適応について概説する 

（第５回） 環境に対するヒトの生理的適応について概説する 

（第６回） 遺伝子が生得的・後天的行動に果たす役割を概説する 

（第７回） 個人と集団における適応行動について概説する 

（第８回） 睡眠と適応行動について概説する 

（第９回） 食事と適応行動について概説する 

（第１０回）コミュニケーションと適応行動について概説する 

（第１１回）学習・記憶と適応行動について概説する 

（第１２回）危険回避と適応行動について概説する 

（第１３回）配偶者選択と適応行動について概説する 

（第１４回）適応行動論についての総括を行う 

（第１５回）まとめ 



キーワード 

行動的適応、文化的適応、遺伝的適応、生理的適応、進化 

授業の進め方 

講義形式と既存の資料や論文を中心とした自主学習の成果発表・討論会形式で行う。 

教科書及び参考図書 

最新の脳生理学・人類学などの書籍を参考にするが、適宜資料を配布する。 

学習相談 

学習相談を希望する者は電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本講義では出席状況、学習態度およびレポートで評価する。 

（評価基準） 

出席状況（10％）、学習態度（10％）、レポート（80％）で評定する。 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
感性生理学 

Physiology of Aisthesis 

講義題目 感性の構成要素と生理学的メカニズム 

授業方法及び開講学期等 前期  月曜日  １時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

金兗奎 

Yeonkyu KIM 

履修条件 

ユーザー感性学専攻の感性科学コースの基礎的な科目で

あるため、積極的に受講すること。 

授業の概要 

感性は外界の物理化学的要因の変化が諸感覚受容器によって感知され、生物学的に評価され、そ

れに対して接近行動や退避あるいは闘争行動を起こす。その際、様々な生理反応が生じる。本講義

では生体内で営まれている生体調節メカニズムを、中枢神経系、自律神経系、免疫系、内分泌系を

中心に解説する。 

全体の教育目標 

感性の構成要素である安全・安心(ストレス、健康)、適応・利便(環境適応能)、心地・感動と関連する

生理学的メカニズムを理解することを目的とする。 

個別の学習目標 

感性の構成要素を熟知すると共に、感性に伴う生理学的メカニズムを理解する。 

授  業  計  画 

（第１回） 感性の構成要素と生体調節メカニズムの概要を解説(恒常性) 

（第２回） 中枢神経系の構成と機能(大脳皮質、大脳辺縁系、脳幹を中心に) 

（第３回） 感性の構成要素(安全・安心)と関連する脳領域及び作用 

（第４回） 感性の構成要素(適応・利便)と関連する脳領域及び作用 

（第５回） 感性の構成要素(心地・感動)と関連する脳領域及び作用 

（第６回） 自律神経系の分類及び機能 

（第７回） 感性の構成要素(安全・安心)と関連する自律神経系の反応 

（第８回） 感性の構成要素(適応・利便)と関連する自律神経系の反応 

（第９回） 感性の構成要素(心地・感動)と関連する自律神経系の反応 

（第１０回）免疫系の分類及び作用 

（第１１回）感性の構成要素と関連する免疫系の反応 

（第１２回）内分泌系の分類及び作用 

（第１３回）感性の構成要素と関連する内分泌系の反応 

（第１４回）感性の構成要素と関連する生体調節システムの交互作用 

（第１５回）まとめ 

キーワード 

感性の構成要素、中枢神経系、自律神経系、免疫系、内分泌系 

授業の進め方 

講義を中心に授業を行う。なお、課題を示し、レポートの提出を求める。 



教科書及び参考図書 

特になし。必要に応じて資料を用いる。 

学習相談 

希望する者は事前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

出席(20％)、レポート(50％)、最終試験(30％)により評価。 

（評価基準） 

出席は70％以上、その他は60 点以上を合格とする。 

なお、レポート及び最終試験の内容が不十分な場合、再提出及び再試験を求める。 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
感性心理学 

Psychology of Aisthesis 

講義題目 
視知覚 

Visual Perception 

授業方法及び開講学期等 前期 木曜日 ４時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

伊藤 裕之 Hiroyuki Ito 

履修条件 

None 

授業の概要 

視知覚について、眼と脳の機能の観点から考察する。前半はビデオ教材等を活用した講義

形式、後半は受講者による割り当てられたトピックのプレゼンテーションを行う。日本語

と英語の資料を配布する。 
This is an introductory course in psychology of visual perception. In the first half of 

the term, functions of eyes and brain will be a main topic of the lecture. Video 
teaching materials will be often utilized. In the latter half, students must make a 
presenataion on an assigned topic. Materials in Japanese and English will be 
distributed. 
全体の教育目標 

視知覚に関する基礎知識を身につけ、最新の情報を得る。 

The goal of this lecture is to learn basic knowledge and recent research trends in this field. 

個別の学習目標 

授  業  計  画 

 眼と脳による視覚の仕組み、脳の障害による特殊な知覚、錯視、動きの知覚等を講義する。 

 視覚と関連する感覚における最近の話題について、受講者がプレゼンテーションを行う。 

キーワード 

眼、脳、視覚、知覚 錯視   

eye, brain, vision, perception, visual illusion 

授業の進め方 

前半は講義、後半は受講者の発表とする。 

教科書及び参考図書 

必要な資料を適宜配布する。 

Materials or articles will be distributed in the class. 

学習相談 

電子メールにて相談可 

Send an E-mail to ito@design.kyushu-u.ac.jp  

試験・成績評価等 

 成績評価は出席状況とプレゼンテーションによる。 

The final grade will be determined by attendance and presentation. 

その他 

 

mailto:ito@design.kyushu-u.ac.jp


授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
美学 

Aesthetics 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  金曜日 ３時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

東口豊 

Yutaka Higashiguchi 

履修条件 

当科目は、感性科学コースに所属する学生は受講すること

が望ましい。また、他コースの学生であっても、感性を理解

する基礎科目であるため、履修を薦めたい。 

授業の概要 

バウムガルテンが創始した美学に関して、上級認識、下級認識、美の本質、基準および価値につ

いて詳述する。さらに美学が実験心理学、さらには知覚心理学に繋がっていく課程についても講義す

る。また、日本人の美意識（もののあはれ、わび、さび等）についても、日本建築や伝統工芸等の具体

例を通じて講義する。 

全体の教育目標 

感性は哲学領域、特に美学において人文科学的に研究されてきた。そこで美学を通して人文科学

的に感性がどのように議論されてきたかを知ることが本講義の目的である。 

個別の学習目標 

美学的側面から感性を理解する。 

授  業  計  画 

（第１回）：美学における感性 

（第２回）：下級認識 

（第３回）：上級認識 

（第４回）：美の本質 

（第５回）：美の基準 

（第６回）：美の価値 

（第７回）：黄金分割 

（第８回）：美と技術 

（第９回）：西洋における美に関するディスカッション 

（第10回）：日本の美学 

（第11回）：日本人の美意識 

（第12回）：いきという美意識 

（第13回）：対称と非対称 

（第14回）：日本における美に関するディスカッション 

（第 15 回）：まとめ 

キーワード 

美・美意識・感性 

授業の進め方 

通常の授業形態で行う。 



教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜資料を配布する。 

学習相談 

学習相談を希望する者は相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業ではレポートによって評価する。 

（評価基準） 

評価基準の割合は設けず出席状況、レポート、学習態度で評定する。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次・２年次 選択 

授業科目名 
感性哲学 

Philosophical Aisthetics 

講義題目 西洋哲学における「感性」論 

授業方法及び開講学期等 前期・後期・通年   曜日   時限 単位数   ２単位 

通常授業・集中講義・臨時 集中講義 （隔年開講：2015年開講） 

担当教員 

村上 龍 

Ryu MURAKAMI 

履修条件 

 

授業の概要 

 「感性」という語は、「感覚」「感情」「感受性」などの隣接する諸概念と時に混同されつつ、また時に

区分されつつ、重要な術語としての役割を西洋哲学において演じてきました。本講義では、こうした隣

接概念との関係を補助線にして、「感性」をめぐる西洋哲学の議論を概観します。 

前半では、古代ギリシアに淵源し近世に確立された、「真実らしさ」という古典主義詩学上の原理を軸

に話を進めます（その歴史の全体を視野に収めるとき、西洋哲学における「感性」論の根幹はここにこ

そあるとみられるからです）。 

後半では、そこからは漏れるがやはり重要ないくつかのトピック、すなわち、「悲劇の快」をめぐる古代

以来の議論の系譜、「美的質」と「非美的質」との関係をめぐる現代美学上の議論、諸感覚（とくに視

覚と触覚）のあいだの序列・交流をめぐる近現代の哲学的思索、などに目を向けます。 

全体の教育目標 

 西洋哲学における「感性」論を学ぶことを通じ、「感性」について知見を深める。 

個別の学習目標 

 「真実らしさ」「悲劇の快」「美的質」「非美的質」「触覚的視覚」等、講義中で取りあげられる概念・話

題を正確に理解する。 

授  業  計  画 

第１回：「感性」概念と隣接する諸概念との関係 

第２～７回：「真実らしさ」をめぐって 

第９～１０回：「悲劇の快」をめぐって 

第１１～１２回：「美的質」と「非美的質」との関係をめぐって 

第１３～１４回：諸感覚（とくに視覚と触覚）のあいだの序列・交流をめぐって 

第１５回：まとめ 

キーワード 

 西洋哲学、感性、感覚、感情、感受性、真実らしさ、イリュージョニスム、結合術、隠喩、メディウム

（媒体）、悲劇の快、アブジェクシオン、美的質、非美的質、認知主義、視覚、触覚 

授業の進め方 

 集中講義の形式で行います。 

教科書及び参考図書 

 教科書や参考図書はとくに指定しません。講義に必要な資料は適宜配布します。 

学習相談 

 適宜対応します（事前にアポイントメントを取ることが望ましい）。 



試験・成績評価等 

 レポートによって成績評価を行います。 

その他 

 特にありません。 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
感覚生理心理学演習 

Practice for Sensory Psychophysiology 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  金曜日  ３～４時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

金 兗奎、樋口 重和 

Yeonkyu Kim, Shigekazu Higuchi 

履修条件 

ユーザー感性学専攻の感性科学コースの基礎的な科目で

あるため、積極的に演習に参加し、計測及び分析方法を習

得すること。 

授業の概要 

感覚を計測・評価するための基礎的な測定法を習得する。具体的には背景脳波、心電図の周波数

解析、主観評価法および行動観察法を学習する。なお、免疫系の指標であるs-IgA及び内分泌系の

指標であるコルチゾールの測定及び分析方法を学習する。次にそれらの測定手法を用いて、匂いや

視覚刺激を与えた時の生理反応と主観評価との関係を行動観察も交えながら測定する。 

This exercise class aims to master the basic method for measuring and evaluating the 

physiological and psychological responses to sensory stimuli by using an electroencephalograms 

(EEG), electrocardiogram (ECG), subjective evaluation and behavioral and hormonal response etc.   

全体の教育目標 

感性の一つである諸感覚の感受性を検討するためには、感覚のそれらの生理評価及び心理評価方

法を習得しておく必要がある。そのため、本演習では基礎的な生理反応(背景脳波、心電図、免疫

系、内分泌系)及び心理評価を身につけることを目的とする。 

個別の学習目標 

基礎的な生理反応及び心理評価の計測・分析ができること。 

授  業  計  画 

（第１回） 生理反応の計測・分析方法の概要を解説 

（第２回） 背景脳波の計測 

（第３回） 背景脳波の分析方法(パワースペクトラム、相互相関等) 

（第４回） 心電図の計測 

（第５回） 心電図の分析方法(周波数分析、ローレンズプロット等) 

（第６回） 免疫系の指標(s-IgA)の計測及び分析方法(ELISA 分析) 

（第７回） 内分泌系の指標(コルチゾール)の測定及び分析方法(ELISA 分析) 

（第８回） 主観評価法及び行動観察法 

（第９回） 匂いにより生理心理反応の計測(実験方法計画) 

（第１０回）匂いにより生理心理反応の計測(実験) 

（第１１回）匂いにより生理心理反応の分析 

（第１２回）視覚刺激により生理心理反応の計測(実験方法計画) 

（第１３回）視覚刺激により生理心理反応の計測(実験) 

（第１４回）視覚刺激により生理心理反応の分析 

（第１５回）匂い及び視覚刺激による生理心理反応の評価結果の最終発表 

＊(第９回～第１４回ではグループで実施する) 



キーワード 

背景脳波、心電図、免疫系、内分泌系、心理評価、嗅覚刺激、視覚刺激 

授業の進め方 

演習を中心とする。なお、課題を示し、計測及び分析結果に関するレポートの提出を求める。 

教科書及び参考図書 

特になし。必要に応じて資料を用いる。 

学習相談 

希望する者は事前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

出席(20％)、課題の取り組み方(20％)、レポート(40％)、最終発表(20％)により評価。 

（評価基準） 

出席は70％以上、その他は60 点以上を合格とする。 

なお、レポートの内容が不十分な場合、再提出を求める。 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性科学コース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
感情生理心理学演習 

Practice for Emotive Psychophysiology 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  木曜日３～４時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

金 兗奎、樋口 重和 

Yeonkyu Kim, Shigekazu Higuchi 

履修条件 

ユーザー感性学専攻の感性科学コースの基礎的な科目で

あるため、積極的に演習に参加し、計測及び分析方法を習

得すること。 

授業の概要 

感性を計測・評価するための高度な測定法を習得する。具体的には事象関連電位、近赤外分光法

を用いた脳血流、インピーダンスカーディオグラフィによる心拍出量・総末梢血管抵抗等の測定手法

を学習する。そして、STAI、POMS等の心理評価法および画像解析による顔表情の測定法を学習す

る。次にそれらの測定手法を用いて、種々の感覚刺激によって快・不快情動が生じた時の生理反応と

主観評価との関係を検討する。 

This exercise class aims to master the basic method for measuring and evaluating the emotion and 

affective feeling by using physiological, psychological and behavioral indices.  

Electroencephalograms (EEG), functional near-infrared spectroscopy (fNIRS), electrocardiogram 

(ECG), subjective evaluation and behavioral and hormonal responses are measured. 
 

全体の教育目標 

感性の一つである諸感情の感受性を検討するためには、感情が生じた時の生理反応及び心理反応

を評価する方法を習得しておく必要がある。そのため、本演習ではそれらの高度の生理反応及び心

理反応の評価方法を身につけることを目的とする。 

個別の学習目標 

高度の生理反応及び心理反応の評価ができること。 

授  業  計  画 

（第１回） 本演習で取り組む生理反応の計測・分析方法の概要を解説 

（第２回） 事象関連電位(ERP)の計測 

（第３回） 事象関連電位(ERP)の分析方法(成分分析(N 200、P300 等)) 

（第４回） 随伴陰性成分(CNV)の計測及び分析方法(前後期CNV、α波率) 

（第５回） インピーダンスカーディグラフィの計測 

（第６回） インピーダンスカーディグラフィの分析方法(PEP、CO、TRP 等) 

（第７回） STAI・POMS 等の心理評価法 

（第８回） 画像解析による顔表情測定法 

（第９回） 視聴覚刺激による生理心理反応の計測(実験方法計画) 

（第１０回）視聴覚刺激による生理心理反応の計測(実験) 

（第１１回）視聴覚刺激による生理心理反応の分析 

（第１２回）視触覚刺激による生理心理反応の計測(実験方法計画) 

（第１３回）視触覚刺激による生理心理反応の計測(実験) 

（第１４回）視触覚刺激による生理心理反応の分析 

（第１５回）視聴覚及び視触覚刺激による生理心理反応の評価結果の最終発表 



＊(第９回～第１４回ではグループで実施する) 

キーワード 

事象関連電位、インピーダンスカーディグラフィ、STAI・POMS、顔表情、視聴覚刺激、視触覚刺激 

授業の進め方 

演習を中心とする。なお、課題を示し、計測及び分析結果に関するレポートの提出を求める。 

教科書及び参考図書 

特になし。必要に応じて資料を用いる。 

学習相談 

希望する者は事前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

出席(20％)、課題の取り組み方(20％)、レポート(30％)、最終発表(30％)により評価。 

（評価基準） 

出席は70％以上、その他は60 点以上を合格とする。 

なお、レポートの内容が不十分な場合、再提出を求める。 

その他 

 

 

 


