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「食は生の原点である」
。この言葉は筆者が，各種セミナーなどで最初に口にする謂いもので
あり，人類の 700 万年，あるいはホモサピエンスの 20 万年の歴史において，いつの時代でも
人類の日常的な生活の原点である。
この書籍の原稿が執筆されている時期は，RNA ウイルスである新型コロナウイルスによる
感染症が世界を悩ませている時期に一致した。感染の陽性，陰性かを調べる方法として PCR
（Polymerase chain reaction）が採用された。この PCR は本来 RNA の分子構造を調べて判定
する方法であるが，この方法は，生物学上の研究の各分野で用いられてきたものであり，たと
えば本書のテーマに多少とも関係があるといえる，過去の遺物の歯石から PCR 法により，食
べ物を調べるなどという研究に採用されている※。
新型コロナといえば，内外の研究者による調査によれば，感染症の患者には，嗅覚と味覚に
異常が生じることが多いという。物理的感覚により知覚されるテクスチャー知覚への影響はな
いと推定され，PCR とは関係ないといえる。
2011 年 12 月に「進化する食品テクスチャー研究」と題して 48 人に執筆していただき，充実
した内容となり，概して好評であった。それから，まだ 10 年も経過していないが，テクス
チャーに関する研究が進んでいる現状を踏まえ，その後の研究について紹介する書籍を出版し
ようということになり，本書が世に出ることになった。前書に比べ，この分野の研究を完全に
網羅しているとはいえないが，時代性を反映した特徴ある内容も含んでおり，少しでも読者の
参考になれば幸いである。
コロナ騒ぎで，会議，講演会，学会やビジネスでの意見・情報交換などの方法が大きく変化
しつつある。前世紀から，雑誌や新聞，書籍など紙の世界の存在が懸念されてきたが，本書は
執筆者，出版社のご尽力により無事発行までこぎつけることができ大変感激している次第であ
る。改めて，各執筆者とエヌ・ティー・エス社に感謝申し上げる。
令和 3 年初春
一般社団法人おいしさの科学研究所
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第1章

1

おいしさとは何か─食における五感の位置づけ

はじめに

男性共感覚者を自任する岩崎純一1）は，種々の感覚が一緒に知覚されるという。たとえば，
色と匂いも切り離せない関係にあるという。また，色に限っても，日本人は縄文・弥生期には
白，黒，赤，青の 4 色しか認識せず，奈良時代には，この 4 色の関係と色合いの領域が変化
し，平安から江戸時代まではこれに緑と黄色が加わり，明治の開国後は現在用いられている色
相により色を表現してきたという。実際，日本人は今でも，青と緑の区別をしない例がある
（交通信号の緑を青信号というのは古来からの感覚と表現の名残である）
。以上のように，おい
しさを含め，人間のもの・現象に対する感覚は民族・文明とともに大きく変化し，したがって
表現する言葉も変化する。
同氏は，また男性は明治後の洋風化の影響が大きく古来の感覚とは異なっているが，女性は
男性とは異なる感覚を保持していると述べている。確かに，ほかの研究者が示しているよう
に，国により，食物の色の好き嫌いが異なるなどの例もあり，今後の研究の深化が望まれる。
今後，文化的，経済的な面で，歴史的な，また，その土地の文化的な観点からの議論が必要に
なってくると思われる。
さて，食べ物を口に入れるとき，安全性，栄養性が，重要であることはいうまでもないが，
おいしさもまた重要な要素であることは疑いもない。安全性，栄養性については，科学・技術
の進歩により変化することがあってもその大きさを数値として示すことができる。最後のおい
しさは感覚の世界であるので，客観的にデータ化することはなかなか難しい点がある。それで
もおいしさの知覚に関して，最近では多くの研究者により，生理的な面からも，文化的な面か
らも研究が進み，その進歩は加速されつつある。しかし，おいしさの要素や定義は各研究者に
より大きく異なる。そこで，筆者が最近話したり，記述したりする機会に示しているいわゆる
五感と科学的に分類した要素との関係を，図 1 にまとめて示した2）。

図1

おいしさにおけるテクスチャーの位置づけ（五感との関係）
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食品テクスチャーの測定とおいしさ評価

味と匂いを化学的な要素，そしてテクスチャーを物理的要素として，食品によりこの 2 つ
の要素を占める割合を，松本らが初めて調査したが3），かなり古いデータなので，新しい調査
が望まれる。

2

テクスチャーとは

テクスチャーとは，食品の物理的刺激の総合的感覚といえる。したがって力学的強度だけで
なく，他の物理的刺激（視覚的刺激，音響的刺激，温度刺激）をも含めた感覚をいうのである。
いわゆる「食感」が狭い意味でのテクスチャーである。喫食時に感じる順序を整理すると，図 2
のようになる2）。広い意味のテクスチャーである，外観や色などの視覚的要素，そして匂いを
まず感じる。口の中に入って，噛んだりなめたりする
（テクスチャー）
に続いて味を感じ，そし
て新たに生じた匂いを知覚し，最後に喉で再び滑らかさなどのテクスチャーを感じるというわ
けである。

図2

3

おいしさを感じる順序

テクスチャーの表現

テクスチャーの表現用語は，大きく分ければ，硬さ，軟らかさなどの形容詞と，こしこし，
サクサクなどのオノマトペ
（擬音語）からなる。日本語には特にオノマトペが多く全体の 70％
近くがオノマトペ
（他は形容詞）であり4），和食が食感を大事にしてきたことがうかがえる。特
に喉越しという日本語特有の用語があり，図 2 に示した最後の知覚がまさにこれにあたり，
和食は古来喉越し文化といわれたゆえんはここにある。
テクスチャー表現用語は，日本語で多く，早川らの調査時点で 445 が挙げられた5）。詳しく
は原報を参照されたい。筆者の研究所で，ヨーグルトのテクスチャーを表現する用語の整理過
程を紹介して，日本人のテクスチャー表現の豊かさの証としたい。
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第1章

おいしさとは何か─食における五感の位置づけ

まず，おいしさの科学研究所が具備する官能検査パネルに市販のヨーグルトを食してもら
い，テクスチャー用語を挙げてもらったところ。表 1 に示すように，数多くの用語が挙げら
れた。これに基づき，日常的によく用いる用語を挙げてもらった結果，上位 5 語は表 2 のよ
うになった。ちなみにヨーグルトの官能検査にはこの 5 語を中心にテクスチャー評価を行っ
ている。

表1

ヨーグルトのテクスチャー表現用語

1

クリーミー

21 まったり

41 さらっ

61 重い

2

とろっ

22 水っぽい

42 汁気が多い

62 ぐずぐず

3

なめらか

23 均一な

43 だらっ

63 ぐちゃぐちゃ

4

口あたりがよい

24 くずれやすい 44 だらり

64 くちゅくちゅ

5

やわらかい

25 口どけがよい 45 分離した

65 ぐちょっ

6

ゆるい

26 たらたら

66 すべすべ

46 ペちゃっ

7

舌ざわりがよい

27 乳状の

47 べとつく

67 にちゃっ

8

とろり

28 水気が多い

48 液状の

68 ねとっ

9

濃厚な

69 ふるふる

10 まろやか

29 さらり

49 軽い

30 とろける

50 ぐちょぐちょ 70 べたつく
51 しっかり

11 口ざわりがよい

31 どろどろ

12 こくがある

32 とろみがある 52 するっ

72 べったり

71 べちょべちょ

13 とろとろ

33 どろり

73 べとっ

53 だらだら

14 クリーム状の

34 まとわりつく 54 弾力がある

74 密な

15 きめ細かい

35 かたい

75 むっちり

55 つるっ

16 しっとり

36 たらり

56 つるり

76 むにゅっ

17 どろっ

37 ねっとり

57 べちゃり

77 もったり
78 柔らかい

18 のどごしがよい

38 べちゃべちゃ 58 ペちゃり

19 舌に残る

39 液のしたたる 59 べちょっ

20 たらっ

40 さらさら

表2

60 軟らかい

よく使われる用語

評価用語

試料 A

試料 B

クリーミー（クリーム状の）

2人

8人

とろっ（とろり，とろとろ）

3人

7人

口あたり（口ざわり）がよい

2人

8人

舌ざわりがよい

4人

6人

のどごしがよい

3人

7人
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業学会誌，41（5），413（1990）.

─ 6 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

この先をご覧いただくには、パスワードが必要です。

制限つきPDFにて電子試読を行っております。
（制限内容：閲覧期間の設定、コピーやプリントの禁止など）

PDFの閲覧には、パスワードと専用のビューア（無料）が
必要です。
費用は一切かかりません。
※WindowsのPCでのみご覧いただけます。予めご了承ください。

パスワード
https://www.nts-book.com/ntsの電子試読 より、
ページ下部のフォームからお申込み下さい。
ビューアのダウンロード
PDFは、株式会社スカイコムの SkyPDF Viewer （無償の
PDFビューア）をダウンロードすることで閲覧可能です。
※Adobe Acrobat Readerなど他のPDF閲覧アプリケーションでは
ご覧になれません。

SkyPDF Viewer 無償ダウンロード：
https://www.skycom.jp/free/

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）
あとがき

あとがきに替えて
―テクスチャー研究の未来―

おいしさの要素の中でも，唯一カタカナ表現を用いているのは，テクスチャーが力学的な感
覚
（食感）だけでなく他の物理的感覚
（色・外観，音，温度）
を含んだ総括的な物理的感覚を表現
しているためである。この点を考えに入れて今後の研究・開発の方向性を予想してみたところ
大きく４つの方向性が考えられる。それぞれについて簡単に考察する。
①テクスチャーの知覚
概して軟らかくて噛みやすい食物の摂取を重ねた結果，現在，若年者の咀嚼筋の太さは高齢
者の約半分であるとされる。この若年者の咀嚼力の低下による力学的な感覚の正確な把握と，
人口が増大している超高齢者の咀嚼力のより正確な把握などが考えられる。後者については，
本書の中でも記述されているようにかなり研究が進んでいるので，今後は前者について正確に
状況を把握する必要があり，これが今後の食育などに貢献すると考えられる。
上記のような物理的刺激である食品の外観や形が与える知覚の強さの把握も必要であろう。
②テクスチャー評価法と解析
力学的な測定において細部にわたる装置の改良と，食品製造，保存現場での品質管理におけ
る廉価な簡易法の開発が要求される。素材や構造と力学的数値と官能性について，ビッグデー
タの蓄積とそれによる人工知能の活用が期待される。
③テクスチャーに視点を置いた食品の開発
本書でも記述されているように，咀嚼力の低下した高齢者向けの食品の研究・開発はかなり
進みつつあるので，今後は，伝統的な知識の活用とともに新食感食品の開発，たとえば気泡を
うまく利用したもの，表面に工夫を凝らしたものなどが考えられる。これらは，食生活を豊か
にし，快感度を増してくれるであろう。
④快感度評価との関連
食品を口にした時の快感度を心理学的に客観的に，解析，活用する分野である。たとえば，
孤食で食が進まない場合，自分の前に鏡を置いて鏡に映った自分を眺めながら食事をすると，
食欲が出て摂取量が増えるという研究1）があり，さらなる発展が期待される。また，食べ物の
テクスチャーなどをバーティカルに変えて食べると味が変わるなどという研究2）もなされてお
り，新しい研究分野となるであろう。
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（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）
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─ 索─ 2 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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─ 索─ 3 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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─ 索─ 4 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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─ 索─ 6 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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※ホ ームページを閲覧する環境のない方は当社営業部（03 ─ 5224 ─ 5430）へお問い合
わせ下さい。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

関連図書

書籍名

発刊日

体裁

本体価格

進化する食品テクスチャー研究

2011 年

B5 536 頁

38,000 円

油脂のおいしさと科学

2016 年

B5 300 頁

36,000 円

食のバリューチェーン戦略

2020 年

A5 144 頁

1,500 円

実践 エマルション安定化・評価技術

2020 年

B5 248 頁

36,000 円

発酵と醸造のいろは

2017 年

B5 398 頁

32,000 円

賞味期限設定 ･ 延長のための各試験 ･ 評価法ノウハウ

2018 年

B5 246 頁

32,000 円

実践

2019 年

B5 246 頁

30,000 円

ボトリングテクノロジー

2019 年

B5 424 頁

36,000 円

青果物の鮮度評価・保持技術

2019 年

B5 412 頁

40,000 円

実践

ニオイの解析・分析技術

2019 年

B5 288 頁

34,000 円

ヒトマイクロバイオーム Vol.2

2020 年

B5 624 頁

49,000 円

Excel による生体信号解析

2020 年

B5 120 頁

18,000 円

商品開発・評価のための生理計測とデータ解析ノウハウ

2017 年

B5 324 頁

30,000 円

食品分野における非加熱殺菌技術

2013 年

B5 200 頁

24,000 円

情報社会における食品異物混入対策最前線

2015 年

B5 342 頁

40,000 円

糖鎖の新機能開発・応用ハンドブック

2015 年

B5 678 頁

58,000 円

進化する食品高圧加工技術

2013 年

B5 314 頁

28,200 円

微生物コントロールによる食品衛生管理

2013 年

B5 288 頁

34,000 円

嗅覚と匂い・香りの産業利用最前線

2013 年

B5 458 頁

36,800 円

生食のおいしさとリスク

2013 年

B5 602 頁

28,400 円

藻類ハンドブック

2012 年

B5 824 頁

38,000 円

未病医学標準テキスト

2018 年

B5 324 頁

6,800 円

～メカニズムから構造 ･ 状態、調理 ･ 加工まで～
～ ODA 経験豊富な著者がビジネスチャンスを掴むコツをやさしく解説～

～伝統技法からデータに基づく製造技術まで～
～保存試験 ･ 加速（虐待）試験 ･ 官能評価試験と開発成功事例～

食品安全統計学

～ R と Excel を用いた品質管理とリスク評価～
～飲料製造における充填技術と衛生管理～
～収穫後の生理・化学的特性から輸出事例まで～
～香気成分のプロファイリングから商品開発への応用まで～
～解析技術の進展とデータ駆動型・ターゲット機能型研究最前線～
～心電図、脈波、血圧～

～生理指標の特徴、測り方、実験計画、データの解釈・評価方法～

～リスク管理からフードディフェンス、商品回収、クレーム対応、最新検知装置まで～
～創薬 ･ 医療から食品開発まで～
～基礎から最新の応用事例まで～

～食の安全・危機管理から予測微生物学の活用まで～

※本体価格には消費税は含まれておりません。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

