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感性心理学

• 感性学（Aesthetics）：ギリシア語のaisthesis （アイステーシス：感覚、
感情をふくめ感受すること全般を指す）を語源とした18世紀の造語。
一般的には美学と訳されるが、字義的には感性学である。工学では
知識情報処理との対比で、感覚情報にもとづくより直感的な評価の
しくみを感性情報処理と名付け多くの研究が行われている。感性の
英訳としては日本語のkanseiがそのまま使われる事が多いが、ここ
ではaestheticsの語義に立ち戻り、感性の学についてはaesthetics
を、感性的についてはaestheticを英訳として用いる。

• 感性心理学：感受（senseまたは feel ）にもとづく直感的な評価のしく
みとその応用を研究対象とする。感受の基本は五感だが、感情に
おけるSomatic Markerのモニターなど内的状態の感受も含まれる
（Russell 2003による感情のCore Affect 説におけるAffective 
Quality）。応用領域には、種々の芸術、娯楽、デザイン、消費者行
動などがあげられる。
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• 感性心理学の応用領域は、芸術、デザインをはじめ非常に広いが、
要点は感受に基づく直感的評価である。感性において、感受によ
るすばやい直感的評価が可能なのは、感性的評価が感覚情報を
より直接的に評価に結びつける進化的に形成されたしくみによっ
ているためである（Wallenstein 2009） 。応用領域が広いのは、人
類が、進化的に形成された直感的なポジティブ評価を引き出すよ
うに感覚を刺激するための芸術、デザイン、人工環境などを多量
に作ってきたからである(Voland & Grammer 2003,Dutton 2009)。

• 感受に基づく直感的なポジティブ評価という意味では、おかしみや
愛着などのポジティブ感情も、出来事をより直接的に評価に結び
つける進化的に形成されたしくみによっている( Panksepp 1998) 。
ポジティブ感情は、ネガティブ感情に比べると、反応に結びつく緊
急性がなく、よりディフューズな構成をしていているが、ポジティブ
感情を引き出すための文化的刺激物は発達している（Amemiya
2009）。進化的に形成された感受に基づく直感的評価、豊富な文
化的刺激物の存在という点で、五感に基づく直感的評価とポジティ
ブ感情のある部分は共通している。
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• 人工物はメディア系、プロダクト系、人工環境の三系統に分けられる

（雨宮1986)。メディア系、とくに知識伝達に重点を置かないマンガな
どでは、超正常刺激を初め、直感的な評価を引き出すための刺激
が過剰に発達している。

• Cook(2006)は音楽における短調と長調の印象を和音理論、動物の
音声伝達、日常会話の三レベルにわたって分析している。これは感
性心理学研究の範例となるものである。感性心理学では、豊富に存
在する文化的刺激の分析、進化との関連づけが欠かせない。

感性への三レベルアプローチ(Cook 2006)



5マンガ表現の特徴

（雨宮2001)
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• マンガにおける標準的な人物は、写実的な絵画表現ではなく、デ
フォルメされている。デフォルメには、図式的な単純化と特徴の誇張
によるカリカチュアの二つの側面がある（雨宮2002）。

• マンガにおける図式的な単純化は、人物を対象物ではなく、より自
己感を投入してとらえることを促進している（ McCloud1994)。一方、
写実的な人物表現は、マンガにおいては人物の対象としての他者
性を強調する際の特殊な表現として用いられている。

• カリカチュアは人物の平均からのズレの誇張である。美の平均仮説
によれば、カリカチュアは美しさを減少させる。同じ量の平均からの
偏倚の誇張でも、図式的な表現の方が、写実的な表現よりもより違
和感は少ない。カリカチュアには動物との類似性なども利用される。
また幼形表現の誇張、サイズシンボリスムの誇張など超正常刺激も
用いられる(Rhodes 1996) 。

• マンガにおける人物の図式的な誇張表現は、個性的な人物（変人、
低人、超人、低人=超人など、山本1996）、さらには動物、ロボット、
妖怪などの多様なキャラクターに違和感なく感情移入させることを
可能にしている(雨宮・住山・増田2002)。
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顔の図式化

McCloud（1994）
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図式化と自己感

McCloud（1994）
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マンガキャラクターの描写

McCloud（1994）
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マクラウドの三角形縦方向は無意味

カリカチュアと
図式化は別次元

McCloud（1994）
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フランシス・ゴ
ルトンによる顔
合成実験

ゴルトンは、犯罪者の写真を
合成して典型的な犯罪者の顔写真
を作ろうとしたが….

Rhodes(1996)



12カリカチュアと
アンチカリカチュア

Rhodes(1996)
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動物とカリカチュア
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幼形刺激・超正常刺激

大きな眼：マンガなら良いが実写には違和感が

強い大人の男ゴルゴの眼

嗜虐性超正常刺激？
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バカボンドにおける写実的表現

写実的表現：他者とし
ての実在感の強調

図式的表現：自己感の投入がより容易
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キャラクターと背景のデフォルメとその含意

雨宮・住山・増田(2002)
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感性的時空表現

• マンガにおける絵の基本は、単一視点、単一時点における写実
的な表現ではなく、展開される出来事を多視点で表現したもので
ある。（必要に応じて内在的視点からの表現もコラージュ的に導
入される。）さらに、人物には動きや感情状態などを表現する形
喩が加わっている。マンガの絵には、多視点的に切り取られた空
間が、時間的な展開、運動、感情などの感性的な表現とともに表
現されている。各コマに込められた時間は、スナップショット的な
短い時間から、より長い時間的な経過まで可変的であり、コマの
大きさ、形状、配置とともにマンガで表現される時間と語りの時間
展開を表現する。

• 写実から自由なマンガにおける空間と場所表現には、アングル
の魔術師高野文子における空間表現やトポスの達人水木しげる
における場所表現など、種々の感性的な表現が試みられている
（雨宮2005）。



18

線遠近法の世界観

表象のキャンバス

主観の拠点
対象世界

絵画の技法の重要な部分に、
空間をいかに平面のなかに
表現するかがある。一つの
回答が、ルネサンスの時期
に完成された線遠近法であ
る。線遠近法は、遠くの対象
を小さく描く順遠近法の特殊
な例で、不動の一点から空
間をキャンバスの平面に投
射して描くという手法による
ものだった。線遠近法のもた
らす立体感の効果は大きい
が、視点を対象の外の一点
に固定した人工的な手法で、
大きさの恒常性をまったく無
視し、網膜に映る像の大きさ
を描くことを必要とするため、
自然な態度で描けるもので
はない。

デューラー「遠近法的に女性を描く画家」
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ピエロ・デラ・フランチェスカ「笞打ち」。線遠近法に忠実な凍った空間。
形喩や音喩、バルーンの付加を受け入れそうもない。
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多視点画法の世界観

表象のキャンバス世界の中に入り込み移動する視点

世界

多視点表現

自然な空間認知は、観察者が空間
に中に入り込み視点を移動しつつ時
間的に展開される過程である。自然
な空間認知に対応した空間表現は、
過去の絵画や子供の絵に見られる
多視点画法である。線遠近法は対
象世界をスナップショット的に表象の
キャンバスにとらえたもので、ここで
は対象世界は、主観とは分離された、
固有の意味を持たない等質的な空
間として見なされると言う近代の世
界観をあらわしたものになっている。
一方、多視点画法では、対象世界
は等質な空間としてではなく、移動
する観察者との関わりでの固有の
意味をもつものとしてとらえられてい
る。
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絵巻における異時同図

捨身飼虎図（玉虫厨子/法隆寺）

信貴山縁起絵巻
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逆遠近法（ Inverse Perspective)

逆遠近法は、遠くの対象
を大きく描くという順遠近
法とは逆の手法だが、洋
の東西に関わらず宗教
画など重要人物が奥に
描かれる場合によく見ら
れる。逆遠近法がなぜ描
かれるのか、知覚説、情
報量説、重要人物からの
内側からの視点説、など、
諸説ある。多視点画法の
世界観からすれば、内側
からの視点説は自然な
考えである。ルブリョフ「三位一体」15世

紀初め

「竜猛像」東寺
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マンガにおける感性的時空表現

• マンガにおける絵は写実的絵
画表現とは対極の表現である。
まず、多視点的で動きの形喩も
加えた時間展開を込めている。
動きの形喩は一部の絵巻物に
もあるが、マンガではさらに人
物表現の図式化と誇張、感情
の形喩も加えられ、視覚化され
た言葉と無理なく接合している。

• 写実から自由なマンガにおける
空間と場所表現には、直感に
訴える種々の感性表現が見ら
れる。

夏目・竹熊他(1995)
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アングルの魔術師高野文子
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フォーカス
「うしろあたま」（「絶対
安全剃刀」） 子供の視点「ボビー＆

ハーシー」（「おともだ
ち」）
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不安定な見下ろすア
ングルと不安な心
「バスで四時に」
（「棒が一本」）
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トポスの達人水木しげる
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水木しげる
「河童の三平」

庇護された場所、空虚
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水木しげる
「河童の三平」

むき出しの場所
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水木しげる
「河童の三平」

隠れ家
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水木しげる
「幸福の甘き香り」

花に囲まれた
場所を見下ろす
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「自分の姿を見せることなく（隠れ場所；refuge）
相手の姿を見る（展望；prospect）ことができる」
（Appleton 1975）

展望隠れ家理論



33言葉の感性的視覚化

• 図式化され形喩もふくめ感性的に誇張されたマンガの絵は、視
覚化された言葉と無理なく接合できるものとなっている。マンガ
には、会話、内言、ナレーション、オノマトペなど、複数のジャン
ルの言葉が吹き出しや、字種、字形、表示位置などによって区
別され視覚的に表現されている。

• 吹き出しには種々のタイプがある。吹き出しのしっぽの方向と吹
き出しの形には、Hallidayの機能文法において（Halliday & 
Hasan 1989 ）何を語るか（フィールド）とは別に、誰が誰に（テ
ナー）、どのような様式（モード）で語るかが、さらに発話のトーン
が、視覚化され表現されている。

• 音象徴については、古い言語学では、例外的で周辺的な現象と
見なされてきたが、最近になって、言語におけるIconicity研究で
盛んに研究されるようになった(Hiraga 2005)。音象徴の特徴の
一つに感性的生産性があるが（Amemiya & Mizutani 2006）マン
ガでは、音象徴が創造的に多用される。音喩は、音象徴＋文字
の字形の印象として位置づけられる。
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吹き出しの
形は発話
のトーン、
テナーと

モードを視
覚的に描
写している

夏目・竹熊他(1995)
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吹き出しの
形は発話の
トーン、テ
ナーとモー
ドを視覚的
に描写して

いる

夏目・竹熊他(1995)



36

後舌音（ひっこんでる）

前舌音・開口小

中間位置（だらしない）
開口大・典型母音（堂々）

母音の明るさ・硬さのコントラスト

Amemiya & Mizutani（2006）

明るく・硬い/a/と/i/

暗く・柔らかい/o/と/u/
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拍データから求めた子音の明るさと硬さのコントラスト（Amemiya & 

Mizutani 2006）。母音のコントラストとは方向が９０度回転している。

暗く・硬い濁音

特別明るく・柔ら
かい/p/音

明るく・柔らかい
清音
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音象徴（音素の明るさ・硬さ）の生産性:ドラゴンクエストの呪文

AttackAttack

RecoveryRecovery

SupportSupport

Dif. hardness by Type (mean) 

attack(4.27) > recovery(4.03), 
(Tukey p<.05)

attack(4.27) > support(3.97) 
(Tukey p<.01)

Dif. brightness by Type (mean) 

support(4.32) > attack(3.98) 
(Tukey p<.01)

Amemiya & Mizutani（2006）
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形態的修辞法:表現面の感性的印象

• 表現面の感性的印象：言葉=>声喩（onomatopoeia）「ほ
ろほろと山吹ちるか滝の音」（松尾芭蕉）。視覚表現=>
絵の形や色調などによる印象効果。

malma takete

（ケーラー）
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音喩の形状は音の属性、心理効果を視
覚的に描写している
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