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概要：	 筆者は視覚情報を操作することで味覚を変化させることを目指し, ヘッドマウントディスプレイ上で飲料

の彩度を置換提示するシステムを開発した．本稿では，開発したシステムを用いて特に飲料の彩度変化が味の濃

さと味の明瞭さへ与える影響を検討した．実験の結果，いずれのショ糖の濃度でも彩度が高くなると味が濃いと

判断されることと，彩度が高くなるとその色と合致した特定の飲料の判定を素早くする傾向が明らかになった． 
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１．はじめに	 

	 近年,	 外食や中食の機会が増加し,	 自分の手での味

の調節が困難になっている.	 この課題解決のため,	 本

研究では味の濃さとその味が何であるかの味の明瞭さ

の 2 つの操作を目指す.	 工学系の分野では食品の味を

変える研究は数多くなされ,	 その手法として異なる感

覚間での相互作用がもたらす知覚現象(クロスモーダ

ル)が取り上げられてきた.	 特に視覚情報でのクロス

モーダルでは色相が操作されてきたが,	 味の濃さと明

瞭さの操作には彩度の操作が大事だと筆者は考えてい

る[1].	 心理実験に目を向けてみると彩度と味の濃さ

の関係しか扱われていない[2].	 また彩度変化の手法

では着色料を用いており,	 食品の味を損なう可能性が

あるため問題がある.	 	 

	 そこで本研究では,	 先の課題解決のためのシステム

実現を目的とし,	 彩度変化が味の濃さと味の瞭さに影

響を与えるかを明らかにするための実験を行った.	 	 

	 

２．飲料の彩度を置換提示するシステムと展示	 

	 図 1 のように,	 本システムは,	 食品を実際の色から

彩度の高い色や低い色へ置換し画像提示する. ビデオ
シースルー型ヘッドマウントディスプレイ(HMD)用
いてユーザの見る食品の彩度を変化させた. 画像処理

の流れを図 2 に示す. 使用したのは HMD と PC であ

る. HMD のカメラから映像を取得し, OpenCV を用い

て映像を RGB から HSV に変換する. PC は置換する

色の閾値を設定し, 無線 LAN で HMD に転送する.  
	 本システムを体験者が彩度変化のインタラクション

を可能にして, IVRC2015 でデモ展示した[3]. ユーザ

スタディから, 彩度変化によって味の濃さと味の明瞭

さが変わることが示唆された. 味の明瞭さとは何味で

あるかの判断のしやすさと定義する. これらの検証の

ため, より精密な心理実験をそれぞれに行う.  

	 

図 1	 飲料の彩度の置換提示	 
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図 2 飲料の彩度を置換提示するシステム 

３．実験１:	 彩度変化と味の濃さの関係	 

	 実験 1 では彩度変化が味の濃さに影響を与えるかを

明らかにする.	 要因はショ糖の濃度と飲料の彩度の 2

つとした.	 味の濃さの指標として,	 甘さの感覚量と風

味の感覚量を測定した.	 

【参加者】被験者は健全な20歳代の男性6名であった.	 

【刺激】ショ糖の濃度が 3.2,	 3.6,	 4.0,	 4.4,	 4.8[w/v]

の 5 水準で,	 HMD 上での彩度が 10,	 45,	 80%の 3 水

準,刺激の組み合わせは全 15 種である.	 なお色相は赤

で,	 フレーバーはストロベリーで固定した.	 	 

【手続きと課題】標準飲料をショ糖の濃度が 4.0	 [w/v],	 

HMD 上で彩度が 45%とした.	 被験者の課題は,	 標準

飲料の味の濃さを 100 として,	 本システムを通して呈

示された比較飲料の甘さと風味を採点することである.	 

甘さと風味の感覚量の測定には,	 マグニチュード推定



法を用いた.	 全 15 種の比較飲料の呈示順序はランダ

ムとし,	 各比較飲料につき 3 回ずつ実施した.	 	 

【結果と考察】図 3 に甘さ感覚量,	 図 4 に風味の感覚

量の平均値と標準誤差の結果をそれぞれ示す.	 彩度と

ショ糖の濃度を 2 要因とする分散分析を行った.	 その

結果,	 甘さの感覚量に関してはショ糖の濃度と彩度の

要因で主効果のみ認められた(F(4,20)	 =	 12.65,	 p	 <	 

0.01	 ,	 F(2,10)	 =	 8.17,	 p	 <	 0.01	 ).	 下位検定で彩度

10%と 80%に有意な差が見られた.	 風味に関してもシ

ョ糖の濃度と彩度の要因で主効果のみ認められた

(F(4,20)	 =	 9.80,	 p	 <	 0.01	 ,	 F(2,10)	 =	 8.94,	 p	 <	 0.01	 ).	 

下位検定で彩度 10%と 80%に有意な差が見られた.	 以

上の結果から,	 いずれのショ糖の濃度でも彩度が高く

なると味が濃く判断される傾向がある.	 

	 

４．実験２	 彩度変化と味の明瞭さの関係	 

	 実験 2 では彩度変化が味の明瞭さに影響を与えるか

を明らかにする.	 要因は飲料のフレーバーと彩度の 2

要因とした. 判断尺度の味の明瞭さの指標として,	 フ

レーバーを判断するまでの時間と正答率を測定した. 
【参加者】被験者は健全な 20 歳代の男性 10 名であっ

た.	 

【刺激】フレーバーはストロベリー,	 メロン,	 レモン

の 3 水準で,	 飲料の HMD 上での彩度は 15,	 45,	 80%

の 3 水準で,	 刺激の組み合わせは全 9 種である.	 ショ

糖の濃度は 4.0(w/v)で,	 飲料の色相は赤で統一した.	 	 
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図 3	 実験 1:	 甘さの感覚量	 
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図 4	 実験 1:	 風味の感覚量	 

0"

0.1"

0.2"

0.3"

0.4"

0.5"

0.6"

0.7"

0.8"

0.9"

1"

Strawberry" Melon" Lemon"

Ac
cu
ra
cy
'R
at
e'

Flavor�

10%" 45%" 80%"Satura=on:�

n"="10�

	 

図 5	 実験 2:	 正答率	 

0"

2000"

4000"

6000"

8000"

10000"

Strawberry" Melon" Lemon"

Ju
dg
in
g'
Ti
m
e'
[m

se
c.
]�

Flavor�

10%" 45%" 80%"Satura9on:�

��
�"��

�

n"="10�

��
�

	 

図 6	 実験 2:	 判断時間	 

【手続きと課題】被験者の課題は,	 本システムを用い

て呈示された飲料を飲み,	 フレーバーをなるべく早く

判断し,	 そのフレーバーに対応するボタンを押すこと

である.	 全 9 種の飲料の呈示順序はランダムとし,	 各

条件につき 5 回ずつ実施した.	 	 

【結果と考察】図	 5 に正答率,	 図 6 に判断時間の平均

値と標準誤差の結果をそれぞれ示す.	 彩度とフレーバ

ーを 2 要因とする分散分析を行った.	 その結果,	 判断

時間に関して,フレーバーと彩度の交互作用に有意傾

向が見られた(F(4,36)	 =	 2.38,	 p	 <	 0.10).	 下位検定で,

フレーバー要因の色相と合致しているストロベリー水

準のときに彩度要因で有意な差が認められた(F(2,18)	 

=	 32.76,	 p	 <	 0.01).	 以上の結果から,	 彩度が高くな

るとその色と合致した特定の飲料水の判定を素早くす

る傾向がある.	 

	 

５．今後の展望	 

	 本システムの応用で,	 病院食など味が薄くなりがち

な食品の味の濃さを増すアプリケーションや漢方など

苦味の強い食品の苦味を下げるアプリケーションが可

能になり, QoL の向上に役立つと考えられる.	 	 
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