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１. はじめに 

 

２．⼼理⽣理学とは 

 ⽣理学的⼼理学と精神⽣理学（⼼理⽣理学） 

 

３．脳科学と⼼理学 

 脳＝⼈間と環境のさまざまな関係性を媒介する器官 

 ⼼理学は関係性を扱う。  

 

４．ニューロマーケティング 

 消費者神経科学（consumer neuroscience） 

 

５．脳波による興味の研究 

 個⼈に注⽬する⽅法（0.2 秒がカギになる） 

 集団に注⽬する⽅法（脳波反応同期性） 

 

６．「かわいい」の研究 

 かわいさと「かわいい」感情は違う 

 

７．おわりに 

 ⼼理⽣理学は 主観-⾏動-⽣理という３側⾯から⼼を眺める。 

 ⼼理学は ⼈間と環境との関係性を扱う学問である。 

 関係性を理解するには さまざまな⼿段が併⽤できる。 

 研究のツールボックスに ⽣理測度を⼊れておくのも悪くない。 
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