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概要：	 本研究では, 従来の大さじや小さじを使う方法よりも速く簡単に合わせ調味料を作ることが出来るシステ

ムを提案する. 本システムは直感的に調味料の量が分かるように必要量を可視化し, 様々な単位表記を意識する

ことなく, 複数の調味料を単一容器で計量することを目指した. 調味料の計量には体積で計るものと重量で計る

ものが混在している. 全てを体積で計ろうとすると, 固体は液体調味料に溶けてしまい目盛りを上手く読み取る

ことが難しい. そこで本研究では全て重さに換算し重量計測を採用した. 重量計測には iPhone 6s Plus の 3D 
Touch を用い, 加える調味料の指示や量はリアルタイムにディスプレイに表示する. 通常の大さじと小さじを使

用する方法と本システムを使用する方法とどちらが速く簡単に合わせ調味料を作ることが出来るか実験を行い, 
本システムを使用した方が速く簡単に合わせ調味料を作成出来ることが示唆された. 
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１．はじめに	 

	 合わせ調味料とは,	 醤油や砂糖などの基本的

な調味料を複数混ぜ合わせたものの通称である.

合わせ調味料を作る時には必ず計量を行う.	 こ

の工程は煩わしさを伴い労力を使う.	 まず,	 レ

シピに基づいて多くの種類の中から調味料を選

択しなければならない.	 また,	 レシピに表記さ

れている単位は大さじ,	 小さじ,	 カップ,	 cc,	 ml,	 

g 等様々なものが混在している.	 その中でも体

積で計測するものと重量で計測するものがあり,	 

まとめて 1 つの計量器具で計れず,	 合わせ調味

料を素早く作ることが出来ない.	 	 

	 そこで本研究では従来よりも速く簡単に合わ

せ調味料を作成することを目的とした.	 そのた

めの要件として,	 直感的な計量を実現するため

に,	 これから入れるべき調味料の種類・量・順番

と容器の中にどれだけの量の調味料が入ってい

るかグラフィカルに可視化することと,	 異なる

単位表示のものも全て重量に変換して計測する

ことを提案する.	 重量で計測する理由は,	 全て

体積で計測しようとすると固体が液体調味料に

溶けてしまい上手く積層することが出来ないた

めである.	 本研究では iPhone	 6s	 Plus の機能の

1つである 3D	 Touch を用いて,	 可視化と計測を 1

つのデバイスで実現する合わせ調味料制作支援

システムを提案する.	 	 

	 

	 

２．合わせ調味料制作支援システム	 

２.１	 調味料分析	 

	 本研究では１冊のレシピ本[1]	 を分析した（図	 

1）.	 使用頻度が 4 回以上の調味料だけでも 27

種類あり,	 平均すると 1 つの料理で４種類の調

味料を混ぜ合わせていることが分かった.	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

２.２	 システム提案	 

	 合わせ調味料を制作するための計量カップ型

のシステムを図	 2 に示す.	 スチロール樹脂製の

カップ（旭化成バックス社製の PARTY	 CUP	 ワイ

ンのカップ部分）の下にステンレス製のスプーン

を取り付けた.	 重量計測には iPhone6s	 Plus

（Apple 社製）を使用し,	 iPhone6s	 Plus の機能

で圧力を感知する 3D	 Touch を利用した.	 ディス

プレイにかかる圧力を調味料の重量として表示

する.	 ディスプレイに反応させるためにスプー

図	 1	 合わせ調味料における調味料別使用頻度	 
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ンを取り付けた.	 	 

	 調味料の種類・量・順番を可視化するために専

用アプリケーションを作成した.	 ディスプレイ

の上にカップを置くと,	 ディスプレイ上に入れ

るべき調味料の種類・量・順番が提示される.	 調

味料を入れた量に応じてディスプレイの調味料

ゲージが増えるようになっている.	 ユーザーが

指示される調味料を目標線まで注いでいくと,	 

目標線のところで音が鳴るので次の調味料を順

次入れていき合わせ調味料を作成する.	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

３．実験	 

	 従来の方法と本システムを使用した方法とど

ちらが速く簡単に合わせ調味料を作成出来るか

明らかにすることを目的とする.	 

【被験者】20〜50 代の合計 8 人（男 4	 女 4）	 

【課題】大さじ(15cc)と小さじ（5cc）を使用し

た通常の方法と本システムを使用した方法と 2

パターンで合わせ調味料を作成してもらい,	 そ

れぞれ作成にかかった時間を測り比較する.	 出

来上がった合わせ調味料の味の比較もしてもら

った.	 	 

【刺激】調味料の使用頻度が高いものから順に並

べると醤油,	 砂糖,	 塩,	 水,	 酒,	 みりんだがこ

の中でも醤油,	 砂糖,	 酒,	 みりんの 4 種類の調

味料を使ったレシピが多く存在するので本実験

ではこの 4 種類の調味料を使用する.	 3 つのレシ

ピ（表	 1）を用い,	 作成時間に差が出ないように

さじを使う合計数を 6 回に統一した.	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【結果と考察】実験結果は以下の図	 3 のとおり

である.	 被験者内で通常の方法と本システムと

合わせ調味料制作にかかる時間に差があるかど

うかについて t 検定を行ったところ有意水準 1%

で有意差が見られた（t=7.33,	 df=23,	 p	 <	 0.01）.	 

この結果,	 通常の方法よりも本システムを使用

した方が速いことが明らかになった.	 平均値の

差を見ると 37.8 秒本システムを利用した方が速

く合わせ調味料を作ることが出来た.	 

	 さじや計量カップ等の計量器具を使う必要が

なく,	 そのまま調味料を容器に注ぐだけでよい

ので時間短縮が実現したと考えられる.	 また,	 

アプリケーションで調味料を入れる順番をユー

ザーに示すことによって,	 ユーザーは調味料を

入れる順番を考える必要がなくなる.	 通常の方

法では液体を計った後に,	 砂糖を計るためにさ

じに残った調味料をペーパーで拭き取る人もい

た.	 この行為も時間を割く原因の一つである.	 

本システムでは全て一つの容器で重量計測する

ので洗う必要がなく計測出来る.	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

４．まとめ	 

	 直感的に調味料の種類・量・順番が分かるよう

に必要量を可視化し,	 様々な単位表記を意識す

ることなく,	 複数の調味料を単一容器で重量計

測することを目指し合わせ調味料制作支援シス

テムを作製した.	 通常の方法と本システムを使

用する方法とどちらが速く簡単に合わせ調味料

を作成出来るか実験を行い,	 本システムを使用

する方が速いことが示唆された.	 本システムで

は砂糖が簡単に溶けずに容器に残ってしまった

ので,	 本システムに砂糖等もすぐに溶ける混合

システムも組み込めばさらに利便性が上がるだ

ろう.	 	 
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醤油	 大さじ 2	 大さじ 1	 大さじ 3	 

酒	 大さじ 1	 大さじ 1	 大さじ 1	 

みりん	 大さじ 1	 大さじ 1	 大さじ 1	 

砂糖	 小さじ 2	 小さじ 3	 大さじ 1	 

図 2	 システム実装	 

表	 1	 実験刺激	 

図	 3	 合わせ調味料の作成にかかった時間	 
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