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第1章　感覚のメカニズム、受容体と神経回路
　第1節　口腔・咽頭・喉頭領域の感覚
　　1.　はじめに　2.　口腔粘膜の感覚
　　3.　咽頭・喉頭領 域の味蕾　4.　咽頭・喉頭領域の感覚
　　5.　口腔および咽頭・喉頭感覚と嚥下誘発
　　6.　口腔および咽頭・喉頭感覚による嚥下誘発の中枢調節
　　7.　まとめ
　第2節　味覚
　　1. はじめに　2. 味覚を構成する味質とその生理学的意義
　　3. 味覚受容体および味細胞でのシグナル伝達
　　4. 味蕾におけるシグナル伝達
　　5. 神経伝達および脳での情報処理
　　6. 味覚以外で機能する味覚受容体について　7. おわりに
　第3節　嗅覚
　　1.　はじめに　2.　匂い分子の鼻腔への取り込み
　　3.　匂いの識別メカニズム
　　4.　嗅覚情報とが伝達される脳神経回路
　　5.　嗅覚機能に関わる脳領域
　　6.　状況に左右されやすい匂いの認知　7.　おわりに
　第4節　聴覚
　　1.　はじめに　2.　聴覚系の解剖と機能
　　3.　難聴のメカニズムと分類　4.　補聴技術の基礎
　　5.　まとめ
　第5節　前庭のメカニズムと応用
　　1.　はじめに　2.　発生　3.　解剖と平衡システム
　　4.　めまい各論　5.　平衡機能検査
　　6.　治療：リハビリテーション
　　7.　発達障害における前庭入力、療育への応用
第2章　錯覚の基礎
　　1.　はじめに　2.　錯覚という現象を理解するために
　　3.　視覚の錯覚　4.　五感の錯覚
第3章　口腔・咽頭感覚の応用
　第1節　食感のバーチャルリアリティ
　　1.　バーチャルリアリティとは　2.　食べるハプティックス
　　3.　食感の提示手法　4.　噛合力以外の感覚提示
　　5.　Food Simulatorの評価実験
　　6.　Food Simulator を用いた感覚統合実験

　　7.　Food Simulatorの応用分野
　　8.　おわりに-食感バーチャルリアリティの新展開
　第2節　咀嚼検出デバイスを用いた食感拡張システム
　　1.　はじめに　2.　システム
　　3.　咀嚼運動と聴覚フィードバックの同時性の設計
　　4.　フィルタ音提示に関する実験　5.　本装置の効果　　　
　　6.　まとめ
　第3節　飲み心地、吸い心地の提示システム
　　1.　はじめに　2.　吸飲感覚　3.　実装と評価
　　4.　展示　5.　まとめ
　第4節　深度センサーによる舌・唇の動き計測システム
　　1.　はじめに　2.　舌運動の計測にまつわる状況
　　3.　非接触・非装着型舌運動計測システムSITA
　　4,　SITAによる口腔運動支援ゲーム　5.　おわりに
　第5節　飲料の「のど越し感」の計測センサー
　　1.　はじめに　2.　嚥下運動計測法
　　3.　ビール飲用時の嚥下運動と官能評価との関連
　　4.　ビール飲用時の嚥下運動とビール中の成分の関連
　　5.　おわりに
第4章　味覚の応用
　第1節　味覚センサの先端研究と応用動向
　　1.　はじめに　2.　味覚センサの構成と原理
　　3.　基本応答特性　4.　多変量解析について
　　5.　コク味の計測　6.　食品の味
　　7.　味覚センサを用いた商品開発
　第2節　味覚センサによる医薬品の味評価
　　1.　はじめに
　　2.　抗アレルギー薬エバスチン口腔内崩壊錠の苦味評価
　　3.　飲食物による抗てんかん薬トピラマートの苦味マスキング評価
　　4.　医薬品の苦味マスキング物質としてのクロロゲン酸の有用性評価
　　5.　味覚センサ苦味膜応答とヒト苦味受容体応答の相関性評価
　　6.　おわりに
　第3節　舌の電気刺激による味覚提示
　　1.　電気味覚とは　2.　電気味覚の仕組み
　　3.　電気味覚の基礎研究　4.　電気味覚の応用
　　5.　電気味覚技術の展望
　第4節　感覚間相互作用に基づく香り・味と食体験の拡張

　　1.　化学感覚の提示における感覚間相互作用の役割
　　2.　嗅覚と視覚の感覚間相互作用
　　3.　味覚と視覚・嗅覚の感覚間相互作用
　　4.　感覚間相互作用による摂食行動の変化
　　5.　香り・味の提示からその心理的・生理的作用や行動変容効果の活用へ
第5章　嗅覚の応用
　第1節　嗅覚センサと嗅覚ディスプレイ
　　1.　はじめに　2.　嗅覚センサの原理　3.　嗅覚センサの研究
　　4.　嗅覚ディスプレイの原理　5.　ウェラブル嗅覚ディスプレイ
　　6.　香りの要素臭　7.　まとめ
　第2節　MSS(膜型表面応力センサ)を用いた嗅覚センサと応用展開
　　1.　はじめに　2.　嗅覚センサとニオイ分析
　　3.　膜型表面応力センサ「MSS」　4.　MSSの感応膜材料の開発
　　5.　MSSの応用展開　6.　あとがき
　第3節　映像への香り付加提示法と心理的効果
　　1.　はじめに　2.　香り提示技術
　　3.　視聴覚・嗅覚・風触覚連動システム
　　5.　香り付き映像の心理的効果と応用　6.　まとめ
　第4節　映像と連動する嗅覚ディスプレイ
　　1.　はじめに　2.　嗅覚ディスプレイの種類
　　3.　匂い提示技術の応用先
　　4.　数値流体力学シミュレーションを導入した匂い提示
　　5.　局所的な匂い提示を可能にする嗅覚ディスプレイ
　　6.　まとめ
　第5節　インクジェット方式嗅覚ディスプレイの医療への応用
　　1.　はじめに　2.　香りのパルス射出
　　3.　インクジェット方式の嗅覚ディスプレイ
　　4.　嗅覚能力測定　5.　おわりに
第6章　聴覚・前庭覚・骨伝導の応用
　第1節　骨伝導のメカニズムと応用
　　1.　はじめに　2.　骨伝導知覚の基礎
　　3.　日常の中での骨伝導知覚　4.　軟骨伝導
　　5.　骨導超音波知覚と骨導超音波補聴器　6.　まとめ
　第2節　前庭電気刺激による加速度・平衡感覚提示
　　1.　前庭感覚とは　2.　前庭を刺激する方法
　　3.　前庭電気刺激のインタフェース利用を目指した基礎・応用研究
　　4.　前庭電気刺激の応用　5.　電気刺激の安全性について
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