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要旨 

食の感覚には、五感に加え、内臓感覚や咀嚼や嚥下といった運動感覚などが影響する[1]。中でも、我々の
味覚は視覚に大きく影響される[2]。視覚情報は食品の購入及び消費において、消費者の選択に大きく影響を
与える[3]。そこで本研究では、料理の魅せ方が想起させる五感イメージ(心的イメージ）に着目し、主菜の感
性的印象に周辺視覚情報である付け合わせが与える影響を検討した。料理写真の印象を味覚・触覚から評価

する感性評価実験を行い、多変量解析を用いて感性価値の構造化を行った。結果、色/乾湿(水分量)/味(酸味や
香辛料)が料理写真の判断に関わることが明らかになった。また、付け合わせが隣に配された主菜の食べたさ
と好ましさは、見た目の良さと温かさの想起によって共起することが示唆された。食欲を喚起するには、よ

り温かく見える要素と、主菜との組み合わせにおいて味のバランスをとってくれる酸味や潤いのある付け合

わせであることが重要であることがわかった。これらの知見を静止画像に適用したり、XR技術を用いて実食
品にリアルタイムで重畳することで、食事をより魅力的に見せることが可能になる。 
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1 研究の背景 
1.1 フードデザインの環境情報学 
近年の食研究では、食べることそのものの感覚の

みならず、周辺環境にある音や皿の色、形を変化さ

せることで食欲を喚起する研究が数多くなされて

いる[1-4]。例えば、皿の上の視覚的なコントラスト
を高める(皿の色を変えた)ことで、進行したアルツ
ハイマー病の患者における食べ物や飲み物の摂取

量が大きく増えることが報告されている[5]。このよ
うに、周辺にある色などから食欲を喚起する研究は

行われているが、主菜の周辺環境として最も近い要

素である付け合わせがどのような意味を持つのか

について検討を行った例は、私の知る限りはほとん

どない。 
 

1.2 付け合わせの有用性 
日本の食事における主菜は、たんぱく質の供給源

となる肉、魚、卵、大豆などを主材料とする料理を

指し、良質たんぱく質や脂肪の供給など、バランス

よく栄養素や食品を摂取する食事をするために重

要な役割を担っている[6]。本研究で使用する主菜

(鶏の唐揚げ)は日本の国民食であり、付け合わせの

食材はその主菜の隣に頻度高く配置されている。唐

揚げのような揚げ物料理は、高齢者が摂取するべき

脂質[7]を含み、少ない量でも多くのエネルギー量を

摂取することができる。また、子どもにも好まれや

すい主菜[8]を置くことで、その周辺環境にある野菜

を含む、付け合わせ食材の摂食増進、及び子どもの

食べず嫌い解消も考慮に入れ、主菜選定を行った。 

2 研究の目的 
本研究では、主菜の周辺環境を変化させることに

よる感性評価への影響を示すという研究目標を達

成するために、主菜の横に添えてある付け合わせを

変化させることで、どのような要因によって感性印

象が変化するのかを明らかにする。 
 

3 感性評価実験 
3.1 実験手法 
3.1.1 実験刺激 
 実験で呈示する実験刺激画像を用意するために、 
皿と主菜(唐揚げ)を変化させず、25種の付け合わせ
と組み合わせた。図1に実験時に呈示した実験刺激

画像を示す。本検討では、一皿の上にのせる付け合

わせを変化させた。25種の付け合わせの中には、一
般的に付け合わせによく使用されるレモンやパセ

リのような食材に加え、唐揚げとの組み合わせが一

般的ではない海苔や辣韮(らっきょう)、そしてチョ

コレート・クッキーに代表される甘い食材を使用し

た。食材の選定に関しては、事前に30種の付け合わ
せを実験参加者10名で予備検討をした結果より、色

や食味の観点から25種類とした。本実験は20代の学
生15名(男性４名/女性11名)を対象に実施した。 
 

3.1.2 評価項目 
食行動の先行研究を参考に、以下11項目の感性評
価項目を選定した。本研究では視覚刺激(料理写真)
に対する感性評価と料理写真が想起させる味覚・触

覚の心的イメージとの間の関係に着目し、質問項目

を選定することとした(表1)。 
 



表1：感性評価項目 

 

 
図1：実験で用いた26種の視覚画像刺激 

 

3.1.3 実験手順 
 実験では、各個人のディスプレイを用いて実験に

参加してもらった。付け合わせ無しの唐揚げのみの

写真を含む26枚の料理写真を視覚刺激画像として

参加者に呈示し、 形容詞対を用いて11項目を７件

法で評価させた。質問項目はランダムな順番で提示

した。また、同一回答傾向を避けるため、逆転項目

を設けた。アンケートはGoogle社のGoogle Formsを
用い、使用するWebブラウザをフルスクリーン(全画
面)にして回答させた。実験参加者はスクロールし

ていつでも画像刺激を見ることができた。 
 

3.2 データ解析手法 
 感性評価データを３種類の多変量解析を組み合

わせて解析した。Google Formsで集積した感性評価

データを、質問項目ごとの平均値を算出した。この

平均値を因子分析の対象データとして用いた。デー

タ解析にはMicrosoft社のExcel (Version 16.44)と
SPSS Statistics(Version 26.0.0.1)を用いた。 
 

3.2.1 因子分析 
 26種の料理写真に対して回答させた全11項目の
感性評価データを因子分析(主因子法、バリマック

ス回転)を用いて解析した。この分析により、食品画
像に対する感性評価結果を説明する潜在因子を探

索的に導出した。 

 
3.2.2 重回帰分析 
 本研究の目的である「食べたい」と感じる要因を

探るために、11の感性評価項目の中でも、視覚刺激

から直接得られるわけではなく、感覚情報を用いた

価値判断によって感性評価が行われると考えられ

る好き嫌い(嗜好) /食べたさ(食欲) /おいしさ/見た目
を従属変数とする重回帰分析を行った。これらの従

属変数除いた感性評価項目７項目を用いて因子分

析を行い、その因子得点と従属変数との間で重回帰

分析を行った。 
 

3.2.3 主成分分析 
 因子分析とは別に分散共分散行列を用いた主成

分分析を行った。因子分析と同様、はじめに物理的

要素と感性的要素を分けて主成分分析を行い、各付

け合わせ項目に対応した料理写真に対する印象の

感性構造を検討した。加えて、11項目をすべて含ん

だ感性評価データに対して主成分分析を行った。 
 

3.2.4 クラスター分析 
 主成分分析によって導出した各画像に対する主

成分得点は、感性評価結果を端的に表現する指標と

して解釈することができる。この主成分得点を実験

刺激として使用した付け合わせ食材間の距離デー

タとみなし、クラスター分析(Ward法)を行った。そ
して、クラスター分析で導出された各クラスター間

の関係を図示し、各付け合せが主菜の感性印象に与

える影響を分析した。 
 

4 結果 
4.1 因子分析による食品画像の潜在因子の検討 

11項目の感性評価データを因子分析した結果、3
つの潜在因子を見出した(表2)。各潜在因子に含まれ

る評価項目の内訳は、第一因子は食欲/おいしさ/嗜
好性/温かさ/甘さ、第二因子は潤い/乾燥/新鮮/酸味、 
第三因子が塩味であった。この結果より、第一因子

は「温かくて甘味がない」因子、第二因子は「新鮮

でさっぱりとした」因子、第三因子は「しょっぱさ」

因子と定義した。食品画像がもたらす感性価値はこ

の３つの潜在因子から構成されると解釈した。 
表2：因子分析の結果  

 
 

4.2 重回帰分析による「食べたさ」の感性構造 
本研究の取り組む課題である「食べたい」と感じる



要因を探るために、好き嫌い(嗜好)/食べたさ(食欲)/
おいしさ/見た目を除いた感性評価データを用いて

因子分析を行った。導出した因子得点を用いて、重

回帰分析を行った(表3)。この結果を図2に示す。第

一因子得点、第二因子得点が食べたさに統計的有意

な正の影響を及ぼすことが示唆された。標準化偏回

帰係数の大きさより第二因子得点の影響が色濃く

出ることが分かった。この結果は、主菜が唐揚げで

ある場合の「食べたさ」の価値判断には、「新鮮でさ

っぱりとした」感性印象の想起が色濃く反映される

ことを示す。 
表3：重回帰分析の結果

 

 
図2：重回帰分析 パス図 

 

4.3 主成分分析による付け合わせ効果の視覚化 
 感性評価データを主成分分析した結果、２つの

主成分PC1・2を見出した。PC1は見た目の良さ、お
いしさ、好ましさ、食べたさ、新鮮さ、潤い、温か

さ、甘くないが抽出され、 PC2では酸味と塩気が抽

出された(表4)。 
 

表4：主成分負荷量（物理的要素＋感性的要素） 

 
以上、11項目間の分散共分散行列による主成分分

析を行い、主成分負荷量を算出した。その際、 Scree 
Plot (横軸が主成分、縦軸が固有値を表す)を参照し

て、主成分の軸数を決定することとした。PC2まで
の累積寄与率は82.0 %を占め、80.0 %を超えている

ことが示された。これにより、主成分の軸数は2軸
と判断した。第一主成分は「出来立て度」を表して

いると読み取り、第二主成分は「味のバランス調整」

を表していると考察できる。また、主成分得点を算

出した。主成分得点は主成分ごとに平均が0、分散

が1 (標準偏差)になるように標準化を行った。付け

合わせの中で最もPC1とPC2の要素を汲み、主菜(唐
揚げ)をより出来立てに見せ、味のバランスを調整

してくれる食材はすだちだということがわかった。

次に主菜(唐揚げ)の付け合わせとして適しているの
は、レモンであった。さらに、主成分得点に基づい

て散布図を作り、その２次元平面上に主菜＋付け合

わせの画像を重畳させた(図3)。この図示結果より、

どの食品の魅せ方が感性価値として近い関係にあ

るのかを視覚化した。 

 
図3：主成分得点より描いた散布図 

 

4.4 クラスター分析による付け合わせ効果の解釈 
 4.3で算出した PC1・2の主成分得点を用いてクラ

スター分析を行った。結果、全26種の料理写真を３

つのクラスターに分けることができた(図4)。この分
類結果を付け合わせ要素によって解釈を試みた結

果、「色クラスター」「乾燥・甘味クラスター」「潤

い・味に関するクラスター」に分けられていた。 

 
図4：クラスター分析(Ward法)を用いて描いたデンドログラム 
- 主成分得点（PC1・PC2）による 
 

図6を上段からさらに細かく見ると、コリアンダー/
バジル/レタス/パセリが緑色のグループであり、「緑

色に関するクラスター」が含まれていることがわか

った。また、パン/クッキー/ナッツクラスターとチ



ョコレート/レーズンクラスターに分かれている。

また、「潤い・味クラスター」の中のすだち/レモン

は「潤い・酸味クラスター」とも解釈できる。図4中
の青線で細分化したクラスター分けを示す。この結

果より、唐揚げを主菜とする料理写真は大きく分け

て「緑色に関するクラスター」「甘味・酸味・香辛料

など味に関するクラスター」「乾湿に関するクラス

ター」に分けることができる。 
 

5 考察 
  主成分分析によって、付け合わせの中で最もPC1
とPC2の要素を汲み、主菜(唐揚げ)をより出来立て

に見せ、味のバランスを調整してくれる食材はすだ

ち、次にレモンだということがわかった(図3)。この
結果は「食べたさ」における平均値(標準偏差)と結
果が一致している。「食べたさ」の順位が高かった

のは上から順にすだち、レモンであった。また、因

子分析とクラスター分析の結果からは、色/乾湿(水
分量)/味(酸味や香辛料)が判断に大きく関わること
がわかった。重回帰分析と主成分分析の結果からは、

食欲を喚起するには、実際に主菜が出来立てでなく

とも、より温かく見える視覚要素と、主菜と組み合

わせて味のバランスを整える酸味を有していて、新

鮮さの演出にも役立つ潤いを想起させる付け合わ

せが重要と考えられる。 
 

6 本研究の汎用可能性 
本研究において、多変量解析から得られた結果は、

食事体験や食欲の喚起を変調する方法の開発に有

用である。少なくとも揚げ物料理に関しては、食事

の見た目が食欲喚起に貢献することが示唆された。

本研究では取り上げなかった料理、例えば煮物や焼

き物、炒め物、蒸し物に対しても同様の検討を行い、

共通する・相違する要素を明らかにしてゆくことが

必要である。こうした、食事の魅せ方が食欲喚起に

貢献することの知見は、料理画像のみならず、実物

を提示した検討[9]や、AR/VRなどのXR技術を利用
して感覚情報をリアルタイムで重畳することで食

事を魅力的に見せる方法に寄与できるだろう。本研

究では、画像の視覚刺激から生じる印象変化に着目

したが、今回得られた結果が実物の食べ物を目の前

にした際に評価してもらう結果と同様の結果にな

るのか、または異なるのか。異なるのであれば、ど

のような因子が変化するのかを議論することもで

きるだろう。実際に食べ物を目の前にした時に香り

が加わることは確かだが、香りを除外して実物を呈

示した時、視覚から香りが想起されるのかといった

問いも立てられる。今後は本研究での潜在因子から

温冷感、質感をはじめとするマルチモーダルな情報

の想起により身体や情動が動く、食欲も含む根源的

な欲求を呼び起こさせるような方法の探索に取り

組んでいく。 
 

7 今後の課題と展望 
予備検討より仮説として立てていた食品の新鮮

さと食べたさの関係性について、先行研究では視覚

画像の統計量と新鮮さ知覚の共起が指摘されてい

る[3, 10-11]。これらの先行研究を参照にしながら、

今回の研究で得た感性評価データを利用した共分

散構造分析(SEM)による「食べたさ」の感性価値構

造の理解や、視覚質感評価実験との結果と照らし合

わせる研究が望まれる。今後、実物体が持つ物理特

徴量が人間の質感認知、感性価値判断に利用される

「質感認知」研究 [12-13]の流れの中で、人間がそれ

らに対してどのような心的イメージを想起するの

かが明らかにできるだろう。この知見が蓄積するこ

とで、料理の環境情報学を体現することが、今後の

研究展望である。 
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