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ヒト研究とは何か？ 

What is human research? 
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ヒトとマウスの間には —ネズミはチーズが本当に好きか？— 

A taste gap between humans and rodents ~do 

rodents prefer cheese? 
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アニメなどの影響からネズミはヒトが食するチーズを好んで食べるとの印象が持たれている。

果たして、ネズミは本当にチーズが好きなのであろうか。 

我々、味嗅覚研究者をはじめ、栄養科学、生理学、行動学、分子生物学者はげっ歯類を使用す

ることが多い。同じ哺乳類であり、遺伝子改変動物の作出が可能であることなどから、げっ歯類

はヒトのモデル動物として生命科学研究に君臨している。しかし、げっ歯類とヒトの進化学的な

距離や食性の違いなどから、げっ歯類は最適なヒトモデルとは言い難い。実際に、げっ歯類とヒ

トでは同一物質であっても特定の呈味物質に対する感受性が全く異なる。例えば、アスパルテー

ムなど人工甘味料の一部は、げっ歯類に対して甘味物質にはならない。また、苦味物質やうま味

物質に対する受容体の特異性が異なることが分かってきた。特に、うま味受容体に反応するアミ

ノ酸はげっ歯類とヒトとでは大きく異なる。行動学実験からも、げっ歯類は甘味とうま味を区別

できていないという結果が得られている。 

このようなことから、ヒトの味覚研究を遂行するには、ヒトそのもの、あるいはヒトに近い動

物を用いた実験系も必要と考える。我々は、げっ歯類と霊長類から味蕾オルガノイドを作製し、

味蕾に発現する遺伝子の類似点や違いを調べており、その取り組みの一部を今回紹介したい。 

ネズミがチーズを好きかどうかは屋根裏にチーズを置いてみれば分かるはず！？ 
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ヒトとサルの間には —多様な味覚受容の役割— 

Role of diverse taste sensation ~between human 

and non-human primates~ 
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ヒトの味覚には遺伝的多様性があることが知られている。特に、フェニルチオカルバミド（PTC）

の苦味を受容する tasterとPTCの苦味がわからないnon-tasterの存在は 1930年代から知られ、

2000 年以降にその原因が TAS2R38 の SNP に由来することが判明した。しかし、このような遺

伝子多型がヒト集団で維持されていることの意義については、まだ未解明の部分が多い。ヒトの

食生活や進化を考えるときに非ヒト霊長類は、マウス等の齧歯類よりもヒトに近縁であることか

ら、遺伝子や行動等の比較がしやすい良いモデルになると期待される（1）。  

我々は、ヒト以外の霊長類でも PTC に対する taster と non-taster の存在を確かめ、遺伝的要

因を解明してきた。例えば、チンパンジーではアフリカ大陸の西側の集団に non-taster が多く存

在し、霊長類研究所内の個体でも taster と non-taster が存在する（2）。ニホンザルでは紀伊半

島の群れに non-taster が多く存在し、最近になって急速にその頻度が拡大した（3）。インドネ

シア・スラウェシ島には 7 種の最近種分化したニホンザルと近縁なマカク類が存在し、それぞれ

の集団で non-taster が存在する（4）。葉食に特化した霊長類であるコロブス類では non-taster

の傾向が非常に強く、進化の過程で TAS2R38 の機能が失われてきた（5）。これら様々な霊長類

における taster と non-taster の意義について考えることにより、ヒトを含めた多様な味覚受容の

意義について考察する。  
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ヒトとヒトの間にも —ヒト研究者のヒト仕事— 

Mental distance between you and me: 

Understanding human behavior and brain function 
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ヒトの味嗅覚に関する心理実験・脳計測に長年携わっていると、ヒト研究の専門家と他分野の

専門家の間には、多かれ少なかれヒト研究に対する見解の相違があることに気づかされる。 

 
そこで、このような行き違いを少しでも明瞭化・意識化することによって、ヒト研究に対する

理解の深化を目指したい。 

 
例として、 

・ヒト計測 = アンケート（質問紙）調査なのか？ 

・心理実験と官能評価は同一なのか？ 

・脳計測（脳波や MRI などの非侵襲計測）と心理実験の関係は？ 

・ヒト計測におけるデータのバラツキをどう解釈するか？ 

・ヒト計測における結果の再現性をどう担保するか？ 

といった話題を取り上げる。  
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ヒトと人工物の間には —人工物の設計における「橋渡し」— 

How can human-researches and people who 

engage in its researches contribute to fill in gaps 

between users and artifacts on product 

developments? 
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発表者は長きに渡りユーザと人工物とのインタラクションを適切なものにするための仕事に取

り組んできました。その設計においては、ユーザの心理・行動特性や利用状況、更にはニーズの

理解、そしてそのような理解に基づく深い洞察が求められます。言うなれば性質の異なる両者の

橋渡しに取り組んでいるわけです。 

企業においてこの橋渡しを実現するためには、そしてそれをより良いものにするためには、ユー

ザと人工物の他にも、関係部門間、専門領域間など、異なるレベルでの更なる橋渡しが必要です。

当日は、発表者の業務経験に基づき、より良い人工物の設計に向けた様々な種類の橋渡しについ

て、そしてそこで求められる能力やマインドセット、留意点についてお話させていただければと

思います。 

本大会のスローガンは「橋渡し：インタラクション」。皆さまとこの点について議論させていた

だければ幸いです。 
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アジア国際シンポジウム 

Asian symposium on chemoreception 

 
Research on olfaction and taste in Humans; 

from perception to behavior
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towards street foods as bounded by their 

socioeconomic status 
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 Food safety has now become an issue in Vietnam due to the existence of many unsafe foods 
on the market. This has posed a big threat to public health in Vietnam. Among the vulnerable 
people who might be affected by contaminated foods, low-income workers/laborers are those being 
affected the most. Therefore, the aim of this study was to investigate how this group of people 
perceived the safety of the foods they eat on a daily basis. The study employed both qualitative and 
quantitative approaches to the problem of interest, including: (1) Focus group interviews (focus 
groups), (2) Survey questionnaires, and (3) Behavioral experiment using steamed bun as stimulus. 
Participants were generally from low-income class with certain variations in household monthly 
income. 
 The results of focus groups and survey questionnaire showed that the factors influencing 
people in buying food were the perception of food safety, good taste and acceptable price. The 
behavioral experiment found that participants with lower income tended to accept foods that 
contained unsafe chemicals and additives more than participants with higher income. In conclusion, 
the study revealed that low-income people were highly to be vulnerable to unsafe foods and their 
perception of food safety was bounded by their socioeconomic status.   
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Role of olfactory measurement in the 2020 

COVID-19 pandemic 
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 New loss of smell or taste has finally become recognised by health authorities around the 
world as a key symptom of COVID-19 and one which occurs early, often before any other symptom, 
when people themselves are unaware of the infection and are likely to spread the disease into their 
communities. Early detection of new smell loss is therefore a potential weapon in the fight against 
the deadly coronavirus pandemic. The global consortium of chemosensory scientists (GCCS) has 
shown by means of large international co-operative surveys, that with COVID-19 also comes loss of 
the three main chemosensory systems: olfaction, gustation and chemesthesis. The consortium also 
showed, at the end of July 2020, that recent smell loss (that is not the result of nasal blockage) is the 
best predictor of COVID-19. The consortium now suggests using a 0-10 self-reporting scale of 
introspective smell loss which it calls ODoR-19. In February and March 2020, ear-nose-and-throat 
(ENT) physicians began reporting that anosmia is associated with COVID-19 infection.  I launched 
an appeal to authorities and to anyone who was listening, that monitoring the sense of smell and 
being “smell aware” could make a significant impact on the spread of the virus, since it would allow 
a person to immediately isolate and seek further tests, before spreading it into the community. The 
best way to measure smell loss is by monitoring a change in sensory detection threshold for an 
odorant. Clinical tests (“Snap & Sniff” and “Sniffin Sticks”) devised originally by Doty and Hummel 
in the USA and Germany are sold at a cost too high for community members. In April 2020 I 
devised a do-it-yourself olfactory threshold test using inexpensive household items in a simple 
dilution series.  The test requires attention only to presence or absence of the test odour, without 
higher-level cognitive input required for recognition of the smell, and no standardisation or recourse 
to psychometric norms, as it is performed only on one subject. It gives a numerical value that 
reflects the person’s detection threshold for the chosen smell. Retesting allows the subject to be alert 
to early change that signals the onset of anosmia. It is suitable for use in self-isolation or 
“lock-down”. In the event of anosmia being detected, the person can make sure they have minimal 
contact with other people and seek medical advice and an appropriate test. The uptake of this test 
has been lower than expected, but the need for promotion of smell awareness is more important 
than ever: the pandemic continues to grow and progress through successive “waves”. People must 
be encouraged to use any simple method of smell measurement, such as attending to smells in the 
home when they occur (introspection) or performing the “jelly-bean test” by pinching the nose and 
putting a piece of candy or food into the mouth, then after a short interval, releasing the nose. The 
flavour of the item in the mouth should be absent when the nose is blocked and return when the 
nose is released. If the food/candy item has no apparent flavour, anosmia is indicated. These simple 
methods will give ordinary people vital early warning that they may have contracted COVID-19 
and can take early steps to save their own lives and to stop the spread of this deadly illness. 
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Crossmodal correspondences between vision, 

olfaction, and taste 
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 When watching a film or eating a meal, for example, these everyday activities involve 
different senses working together. The human brain, therefore, needs to integrate multisensory 
signals originating from the same source and construct a unitary perceptual experience. In this 
process, the perceiver’s assumption or belief regrading which signals should go together, known as 
the “unity assumption”, provides a top-down cognitive constrain on multisensory integration. The 
unity assumption can be elicited by another person’s instructions, or can emerge from semantic 
congruency and crossmodal correspondences between multiple sensory signals (see Chen & Spence, 
2017, Front. Psychol., for a review). 
 The unity assumption and crossmodal correspondences between vision, audition, and 
touch have long been studied (see Spence, 2011, Atten. Percept. Psychophys., for a review). These 
two mechanisms can be generalized to the interactions between vision and olfaction, and vision and 
taste. Recent studies demonstrate cultural commonality and cultural differences of crossmodal 
correspondences between vision, olfaction, and taste, suggesting the critical role of past experiences. 
Our understanding of unity assumption and crossmodal correspondences is useful knowledge in the 
field of marketing, product design, and food display.  
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Food literacy, emotion, preference and food choice 
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 In recent decades, with changes in people’s lifestyles and rapid social changes, people’s 
eating habits have changed from a traditional simple diet to a more diverse diet. At the same time, 
in the eating habits of contemporary individuals or families, most of them will incorporate food 
choices provided by different food cultures. Although these changes have enriched people's dietary 
life, they have also allowed people to develop many unhealthy eating habits and even diseases that 
affect their health. 

According to many research literatures on food choice, the factors that influence how 
people choose food usually includes the sensory characteristics and taste of the food, as well as 
personal and social factors. Among them, personal factors mainly include food knowledge, 
preferences, and emotions, etc., which will affect personal attitudes and behaviors when making 
food choices. 

This talk will focus on the above issues, discuss how people may be affected by sensory 
characteristics, personal food literacy, and their related emotional reactions when choosing food. 
This presentation will also further discuss the possible differences in food choices in Eastern and 
Western societies. 
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五感と味嗅覚研究の最前線 

Frontiers in multisensory flavour perception 
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匂い情報処理における抑制・拮抗作用・相乗効果のメカニズム 

Widespread inhibition, antagonism, and synergy in 

mouse olfactory sensory neurons in vivo 
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入力された感覚情報が中枢神経系で様々な調節を受けることは良く知られているものの、末梢

レベルでどのような調節機構が存在するのかはよく分かっていない。匂いは、一般的に、嗅神経

細胞の「活性化」を生じるとされてきた。また、匂いを混ぜ合わせることで生じる感覚の様々な

非線形効果は中枢の演算の結果であるという考え方が一般的であった。本研究では、2 光子カル

シウムイメージングを用いて、マウス嗅神経細胞の匂い刺激応答を in vivoで観察した。その結果、

嗅神経細胞は、興奮性の応答だけでなく、しばしば抑制性の匂い応答を示すことが判明した。様々

な変異マウスを使った解析や、嗅上皮の 2 光子イメージングの結果、抑制性応答は嗅球内の抑制

回路の影響ではなく、嗅上皮で既に生じていることが判明した。嗅覚受容体の in vitro アッセイ

系の解析の結果、少なくとも一部の嗅覚受容体は匂い分子に対して逆作動薬効果（inverse agonism）

を示すことが判明した。従って、逆作動薬効果が抑制性匂い応答の 1 つの原因であると考えられ

る。次に我々は、匂いを混合したときの嗅神経細胞の応答について in vivo で解析した。その結果、

多くの嗅神経細胞において、拮抗作用や相乗効果が生じ、それぞれ個々の匂いに対する応答の足

し算よりも反応が小さくなったり、大きくなったりすることが判明した。拮抗作用は高濃度の匂

いを混ぜたときに顕著であり、嗅神経細胞の反応が飽和するのを防ぐ効果がある。一方、相乗効

果は低濃度の匂いを混ぜたときに生じやすい傾向があり、微量の匂いに対する応答を増強する効

果があると言える。このように、匂い応答は、最も末梢の嗅神経細胞のレベルにおいて既に抑制・

拮抗作用・相乗効果による調節を受けており、こうした調節は匂い情報処理に大きな影響を与え

ると考えられる。  
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官能評価で測る食品のテクスチャーと味・香り 

Food texture and flavor characterized by sensory 

evaluations 
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風味や食感といった食べているときに感じる食品の品質は、食品の価値の重要な部分を占めて

いる。食品の開発や製造、農産物の育種や栽培などでは、対象物の食味や食感を把握することは

必須である。 

食べたときの品質を測る最も直接的で効率的な方法は、官能評価であろう。演者らのグループ

では、食べたときの品質を客観的に示すために、研究所外部から募集、選抜、訓練した約 10 人の

パネリストで官能評価を行っている。これまで、モデル食品、食品素材、加工食品、調理品、生

鮮食品など、さまざまな対象物について官能評価法を開発し、官能評価データを得てきた。 

官能評価で最も難しい対象の一つは野菜や果物である。経時変化、部位差、個体差があり、し

かも、品種による官能特性を調べたい場合、品種によって収穫時期が異なるために同時に比較で

きない。しかし、特に果物については、嗜好品としての機能も有しているため、香りは重要な品

質要素である。本演題では、モモ、トマトを対象とした官能評価をご紹介したい。 

モモの官能評価では、6 品種のモモを、追熟なし、5℃あるいは 20℃で 4 日間追熟させたもの

を試料とした。追熟によって試料モモにはテクスチャーの軟化と香りの増加がみられたが、一方

で、甘さや糖度は大きく変化しなかった。香りの項目については、①果皮がついた個体のままの

においかぎ評価、②剝皮後の試料片のにおいかぎ評価、③剝皮後の試料片を食べて口中評価の３

通りで評価させた。その結果、いくつかの品種や項目で、①の個体のままの評価が最も試料間差

が大きく、③試料片の口中評価は試料間差が小さかった。この違いは、果皮に含まれる香気成分

だけでなく、いずれの試料にも感じられる強い甘さが影響している可能性があると考えられた。 

トマトの官能評価では、多品種のトマトを試料として、19 項目で評価したところ、「甘く熟し

た感じ」と「酸味と香りによる濃厚感」の２つの軸で構成される平面でマッピングできることが

示された。市場でのトマトの高糖度化が進む中、官能評価によって食味の特徴が示せると考えて

いる。 

以上のように、食品、特に青果においては、香り、味、テクスチャーは、相互に複雑に影響し

ており、かつ、試料が「生きている」ため、さまざまに変化する。しかし、食べたときの品質の

プロファイリングに対するニーズは高い。テクスチャーや香りを評価するためのノウハウとデー

タの蓄積、さらには、基礎的、基盤的研究による知見の蓄積が必要であると思われる。 
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咀嚼音による高齢者食事支援 

A pseudo-chewing sound to help older people on 

texture-modified diets 
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加齢に伴い咀嚼嚥下機能が低下すると、誤嚥のリスクが高まり、食品の物性値が調整された食

感が乏しい食事を強いられる。食の楽しみは、味や見た目だけでなく、食感も重要な要素である

ため、食感のない食事は食への興味を低下させる。食感は口腔内の感覚だけでなく、咀嚼音によっ

ても形成される複合的な感覚であり、これまでに咀嚼音が食感に影響を及ぼすことが報告されて

いる。そこで我々は、人工的に生成した擬似的な咀嚼音を用い、音を使った感覚統合により食感

の物足りなさを補うような食感改善を試みている。 

疑似的に提示した咀嚼音を自身の咀嚼音として知覚させるためには、噛んだタイミングを検出

して、音を提示する必要がある。咀嚼音は食品の崩壊によって生じる音であり、その崩壊に必要

な力の発生源は閉口筋の筋力であるため、咀嚼音に最も関係のある生体信号として閉口筋の筋活

動に着目し、筋電図信号を使って疑似咀嚼音を提示するシステムを構築した。 

介護食の咀嚼中に疑似咀嚼音を提示することで、味や食感、気分などに変化があるかを調べた

結果、味などの化学的な特性に関する変化は見られなかったが、噛みごたえ感や食べている実感

などの機械的な特性に関する心理的変化が得られることが確認された。また心理的変化を得るに

は、擬似咀嚼音と食品との間に違和感がないことが重要で、さらに口腔内感覚に不均一な食感が

感じられる食品の場合に変化が生じやすい傾向があった。 

本結果から擬似咀嚼音には介護食の物足りなさを補える可能性があると考えている。音による

食感改善は実際の食事中にも使用可能な有効な方法であり、デバイスの観点からも実現性の高い

方法であると考えている。疑似咀嚼音提示システムは、自己の咀嚼に関する感覚を提示する一種

のバイオフィードバック技術であるため、介護食の食感や物足りなさの改善だけでなく、食事中

の覚醒度維持や咀嚼のリハビリ訓練などの食事支援技術としても応用可能ではないかと考えてい

る。  
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五感の VR による食の拡張 

Augmentation of eating experience with 

multimodal virtual reality 
 

鳴海 拓志 

Takuji Narumi 

 

東京大学東京大学大学院情報理工学系研究科 

Graduate School of Information Science and Technology 

 

バーチャルリアリティ(VR)研究では、視覚、聴覚に留まらず、触覚、嗅覚、味覚等を含む幅広

い感覚情報を扱える多感覚インタラクション技術の研究がおこなわれてきた。こうした成果が積

み重なってきたことで、体験としての飲食を扱う情報技術が登場してきている。栄養的観点から

心身の健康・心の豊かさといった観点まで多岐にわたる重要性を持つ飲食体験を、情報技術を用

いることで拡張し、より良い飲食体験を生み出す取り組みは Human Food Interaction (HFI)と呼

ばれ、国際ワークショップの開催や Frontiers での特集号企画など、世界的にも注目を集めてい

る。 

本発表では、音や匂いの活用からプロジェクションマッピングまで、多感覚を扱う VR 技術を

活用することで味覚や満腹感・満足感などに影響を与えて食体験を拡張する技術について紹介し、

情報技術による未来の食体験のあり方、そして味と匂いを研究するツールとしての情報技術の可

能性について議論をおこなう。
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化学感覚の情報処理機構： 

末梢入力から行動出力まで 
Information processing in chemosensory systems: 

From peripheral input to behavioral output
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味細胞の多様性と産生機構 

Functional diversification of taste cells 
 

松本 一朗 

Ichiro Matsumoto 

 
モネル化学感覚研究所 

Monell Chemical Senses Center 

 
脊椎動物の味覚受容組織である味蕾は、上皮系の細胞系譜に属し味蕾周辺の非味覚系上皮細胞

とともに動物の生涯を通じて継続的な細胞のターンオーバーにより維持されている。この細胞ター

ンオーバーを可能にしているのが舌上皮層基底部に分布する上皮幹細胞の存在である。一つの幹

細胞は舌上皮のあらゆる細胞を産生することが出来るが、こうした様々な細胞が産生される機構

の詳細は不明である。我々は上皮幹細胞から多様な味蕾細胞が産生される分化機構の全容解明を

目指し、特に転写因子の関与に注目してマウスを用いた分子遺伝学的研究を行なっている。これ

までの我々の研究によって、複数の転写因子が段階的に味蕾の細胞分化を制御していることが明

らかとなってきた。本講演では、味細胞の多様性とそれらの産生機構について概説するとともに、

最近得られた新たな知見を紹介する。  



 

S4-2 

塩味受容の細胞と分子のメカニズム 

Transduction and coding of sodium taste in taste 

buds 
 

樽野 陽幸 1,2 

Akiyuki Taruno1,2 

 
1京都府立医科大学 細胞生理学・2JST さきがけ  

1Department of Molecular Cell Physiology, Kyoto Prefectural University of Medicine, 2JST 

PRESTO 

 
飽食の現代、味覚からくる“おいしさ”が過食を引き起こして生活習慣病の主たる要因となっ

ている。食塩（NaCl）に含まれる Na+は体液の主要陽イオンとして体液恒常性を維持する必須栄

養素であり、食塩のおいしさを担う。一方でそのおいしさによる食塩過剰摂取は高血圧の最大の

リスク因子である。味蕾細胞での塩味センサー分子は上皮型 Na+チャネル（ENaC）だが、どの

味蕾細胞が塩味受容細胞なのか、また ENaC の下流の塩味受容細胞内シグナルカスケードなど、

塩味受容の細胞分子機構の理解は不十分であった。 

 本研究では、マウスを用いた実験で塩味受容細胞を同定し、さらに、この細胞で塩味の情報が

変換され、脳へと伝えられる仕組みを分子レベルで解明した 1。まず、味蕾の ENaC 発現細胞の

一部がENaCを介したNa+流入によって活動電位を生じるとともに、求心性味神経との間に“チャ

ネルシナプス”を形成していた。チャネルシナプスではシナプス小胞の開口放出の代わりにcalcium 

homeostasis modulator 1（CALHM1）と CALHM3 からなる電位依存性チャネル CALHM1/3

のポアを介して神経伝達物質であるアデノシン 3 リン酸が放出される 2-4。さらに、CALHM3 欠

損マウスおよび CALHM1 発現細胞選択的 ENaC 欠損マウスにおいて、Na+に対する味覚応答が

損なわれていた。以上の結果から、ENaC と CALHM1/3 を共発現する細胞が塩味受容細胞であ

ると結論づけた。さらに、これらの細胞において ENaC を介した Na+流入による脱分極が活動電

位を生じ、最終的に CALHM1/3 チャネルシナプスを介した神経伝達を引き起こすことが明らか

となった。 

 

参考文献 

1. Neuron 106; 816-829, 2020. 

2. Sci Adv 6; eaba8150, 2020. 

3. Neuron 98; 547-561, 2018. 

4. Nature 495; 223-226, 2013.  
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嗅覚受容体クラス選択と嗅覚行動 

Odorant receptor class choice and olfactory 

behavior in mice 
 

廣田 順二 

Junji Hirota 

 
東京工業大学生命理工学院 

Department of Life Science and Technology, School of Life Science and Technology, Tokyo 

Institute of Technology 

 
様々な匂い物質を感知する嗅覚受容体はゲノム上最大の遺伝子ファミリーを形成する。哺乳類

の嗅覚受容体ファミリーは、大きくクラス I 型とクラス II 型の２種類に分類される。クラス I は

「魚類から哺乳類に共通したタイプ」で水に溶けやすい親水性の匂い分子を、クラス II は「陸棲

動物特異的なタイプ」でより水に溶けにくい疎水性の高い匂い分子を受容すると考えられている。

クラス I 嗅覚受容体を発現するクラス I 嗅神経細胞は嗅上皮の背側領域に限局して存在し、嗅球

の背側領域に神経接続する。一方、クラス II 嗅神経細胞は嗅上皮全体に分布し、嗅球のクラス I

より腹側の領域に接続する。このように、嗅神経細胞は発現する嗅覚受容体のクラスによって、

機能的にも神経解剖学的にも明確に区別されることになる。 

嗅神経細胞の分化過程において嗅神経細胞は、まずクラス I かクラス II かのいずれかの運命を

選択し、その運命決定に従い対応するクラスの嗅覚受容体レパートリーから、１種類の受容体の

みを選択し発現する。嗅覚受容体の発見以降、この嗅神経細胞の「１細胞１受容体」の分子機構

の解明が大きく進展してきた一方で、その前段階である「嗅覚受容体のクラス選択」は、嗅覚機

能の基盤を形作る重要なプロセスであるにもかかわらず、その分子メカニズムは長年未解明のま

まだった。 

最近、我々の研究グループは、嗅覚受容体のクラス選択を制御する転写因子としてBcl11b（Ctip2）

を同定した。Bcl11b機能欠損変異および機能獲得変異マウスを解析した結果、嗅神経細胞は、Bcl11b

非存在下ではクラス I を選択すること、一方、Bcl11b 存在下ではクラス I の運命選択は抑制され、

それによってクラス II の選択が許容されることを明らかにした。このように、人為的に転写因子

Bcl11b の発現を制御することで嗅神経細胞のクラス選択をコントロールできることを示し、主に

クラス I 嗅神経細胞からなる鼻をもったマウスと、主にクラス II 嗅神経細胞からなる鼻をもった

マウスを作り出すに成功した。嗅覚受容体のクラス選択に異常が生じた変異マウスは、忌避臭へ

の先天的な嗅覚行動に異常が認められるなど、変異マウスが感知する匂いの世界は大きく変化す

ることがわかった。本シンポジウムでは、嗅覚受容体のクラス選択の分子機構とクラス選択が嗅

覚行動にもたらす影響について紹介する。  



 

S4-4 

匂いの行動学習に関わる嗅球−嗅皮質の可塑性機構 

Plastic mechanisms of olfactory bulb and olfactory 

cortex for odor behavior learning 
 

山口 正洋 

Masahiro Yamaguchi 

 
高知大学医学部統合生理学講座 

Department of Physiology, Kochi Medical School, Kochi University 

 
ある匂いが生き物にとってどのような意味を持つかは、先天的に決まっている場合と後天的な

学習によって決まる場合がある。もともと特定の意味を持たない匂いが報酬や忌避的刺激との連

合学習によって意味付けされ、誘引・忌避行動を引き起こす事例が多々あるが、このような匂い

学習を担うシナプス可塑性機構、特に匂い情報が意味付け情報とどのように結びついてシナプス

の可塑的変化を誘導しているかはよく分かっていない。この点を理解するため、私共は匂い情報

を担うシナプス入力を光遺伝学を用いてマウスに再現性よく活性化し、これに意味付け情報を与

える場合と与えない場合で嗅覚神経回路のシナプスにどのような違いが生じるかを調べている。

嗅覚一次中枢の嗅球では成体でも新しいニューロンが神経回路に組み込まれている。嗅球新生ニュー

ロンへの匂い入力を光刺激で促進し、光刺激単独の場合と、光刺激とえさ報酬との連合学習を行っ

た場合で、匂い入力を受ける新生ニューロンのシナプス発達に如何なる違いが生じるかを検討し

ている。また、上位中枢の嗅皮質の一領域である嗅結節には匂い行動に対応した亜領域があり、

前内側領域は誘引行動に、外側領域は忌避行動に関与している。嗅結節が受ける様々なシナプス

入力のうち、嗅皮質の代表的な領域である梨状皮質から嗅結節への投射経路に着目し、これを光

刺激で促進して、光刺激単独の場合とえさ報酬との連合学習を行った場合で嗅結節亜領域への軸

索投射に如何なる違いが生じるかを検討している。以上を通じて嗅球－嗅皮質の特定の細胞や機

能領域におけるシナプス可塑性機構を紹介したい。
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匂い記憶を支える嗅内皮質の回路機構 

Circuit dynamics of the entorhinal cortex 

underlying odor associative learning 
 

五十嵐 啓 

Kei M Igarashi 

 
カリフォルニア大学アーバイン校 

Department of Anatomy and Neurobiology, University of California, Irvine 

 
匂いの記憶は、脳のどの部位で、どのようにして実現されているのだろうか？Haberly らは 20

年以上前に、ニオイ記憶が olfactory cortex (piriform cortex を含む高次嗅覚野)によって実現され

ているだろうと提唱したが、その回路機構は未だほとんど不明である。私たちは最近、外側嗅内

皮質(lateral entorhinal cortex)が匂い記憶に重要な役割をはたしていることを示唆した(Igarashi 

et al., Nature 2014)。この報告で私たちは、外側嗅内皮質の浅層細胞が、匂い連合学習時に匂い

特異的な発火パターンを獲得することを見いだした。 

では、外側嗅内皮質のどの細胞種が匂い学習を可能としているのだろうか？電気生理学ではこ

れまで、どの神経細胞種から活動電位（スパイク）記録を行っているのかを同定することは困難

であった。しかし近年、光遺伝学と電気生理学を組み合わせた、細胞種特異的にスパイク記録を

行う方法(opt-tag 記録法)が確立しつつある(Cohen et al., Nature 2012)。本研究では opt-tag 記録

法を用い、外側嗅内皮質の第 2 層興奮性細胞から細胞種特異的にスパイク活動を記録し、解析を

行った。その結果、2a 層の細胞が、新しい匂い記憶を既習の匂い記憶の上にまとめ上げている事

が明らかになった。心理学では、私たちの記憶は、既習の記憶の分類方法に基づいて新しい記憶

を分類、保存する(memory assimilation)ことが提唱されているが、今回の結果は外側嗅内皮質が

memory assimilation を行っていることを示唆している。  
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雌性行動のタイミングを規定する視床下部神経回路の可塑的変化 

Structural plasticity in a hypothalamic circuit 

regulates the timing of female sexual behavior 
 

井上 清香 

Sayaka Inoue 

 
スタンフォード大学 

Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University 

 
哺乳類を含め多くの脊椎動物の雌は、発情期という排卵前後のタイミングに雄のマウントを受

け入れ性行動の頻度を増加することで、生殖の成功確率を高めている。雌マウスの発情期は、卵

巣で産生されるエストロゲンやプロゲステロン等の性ホルモンの上昇とリンクしており、脳内に

発現しているこれらの性ホルモン受容体が雌性行動の発現に必要であると明らかにされてきた。

しかし、性ホルモンが脳内のどの神経回路に作用し、雌性行動の頻度を増加するタイミングを決

定するのか、そのメカニズムは不明だった。今回、我々は、視床下部腹内側部のプロゲステロン

受容体陽性細胞（ Progesterone receptor-expressing neurons in the ventrolateral portion of the 

ventromedial hypothalamus: Pvl ニューロン）に着目した。発情期の Pvl ニューロンの形態を調べた

ところ、前腹側室周囲核（Anteroventral periventricular nucleus: AVPV）への神経回路特異的にプレ

シナプス bouton の密度が 3 倍以上にも増加していた。また、このプレシナプス bouton の増加は、

エストロゲンのシグナルを介して起こっていた。加えて、発情期には Pvl ニューロンから AVPV

への神経回路における神経伝達が促進されていた。さらに、Pvl ニューロンから AVPV への神経

回路の活動を阻害したところ、発情期にもかかわらず雌は雄を拒否し、性行動の頻度が大きく減

少した。以上から、「発情期には、性ホルモンが Pvl ニューロンから AVPV への神経回路接続を

増加させることにより、性行動の頻度を増加させる」ことが明らかとなった。本講演では、これ

らの結果に加え、Pvl ニューロンの異性の匂いに対する応答やその行動制御における役割について

も議論したい。 
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若手の会シンポジウム 

Young scientists symposium 

 

Communication: Interactions through 

sensory functions in humans and animals 
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ソーシャルディスタンスを制御する生体機構の解明 

Deciphering a neuronal circuit that modulates 

social distance 
 

征矢 晋吾 1、八代 海 1、兎田 幸司 4、櫻井 勝康 1、阿部 学 3、崎村 建司 3、櫻井 武 1,2 

Shingo Soya1, Kai Yashiro1, Koji Toda4, Katsuyasu Sakurai1, Manabu Abe3, Kenji 

Sakimura3, Takeshi Sakurai1,2 

 
1筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 (WPI-IIIS)、2筑波大学 医学医療系、3新潟大学 脳研究

所細胞生物学分野、4慶応義塾大学 心理学専攻 

1International Institute for Integrative Sleep Medicine (WPI-IIIS), University of Tsukuba, 
2Faculty of Medicine, University of Tsukuba, 3Department of Cellular Neurobiology, Brain 

Research Institute, Niigata University, 4Faculty of Psychology, Keio University 

 

 The regulation of interpersonal distance i.e. social space plays a central role in social 
behavior, and intrusions into personal space often evoke negative emotion in social 
interactions. However, the neural mechanism regulating interpersonal distance remains 
unknown. Here, we identified a novel genetically-defined population of neurons that express 
neuropeptide B/W receptor 1 (Npbwr1 neurons) in the central nucleus of the amygdala (CeA) 
as an essential component for regulating interpersonal distance in mice. We generated 
Npbwr1-iCre knocked-in mice which express Cre recombinase specifically in Npbwr1 neurons. 
Chemogenetic manipulation of Npbwr1 neurons in the CeA with excitatory and inhibitory 
DREADD (hM3Dq, hM4Di) expressed in Npbwr1-iCre bidirectionally modulated time of 
social interaction with a novel conspecific. Next, we used AAV carrying 
synaptophysin-mCherry for anterograde tracing and identified the PBN, NTS and 
microcellular tegmentum (MiTg) as potential postsynaptic targets. Pathway specific 
optogenetic manipulation of Npbwr1 neurons projecting MiTg by expression of ChR2 or 
eNpHR3.0 bidirectionally regulated time of social interaction with a conspecific mouse. 
Finally, we took rescue experiment to know the physiological function of Npbwr1 in the CeA 
using human Npbwr1. The human Npbwr1 gene has a frequent SNP at nucleotide 404 (SNP 
404A>T) associated with amino acid substitution (Y135F). This variation shows reduced 
receptor function and affects the emotional response in human (Watanabe et al., 2012). We 
used homozygous Npbwr1-iCre mice which showed increased social interaction and reduced 
social distance consistent with previous report of Npbwr1-KO mice. Cell type specific recovery 
of human NPBWR1(135Y) expression in the CeA decreased time of social contact and increase 
social distance to recover the abnormality in social behavior. We also found the mutated 
human NPBWR1(135F) showed no effect in the time of social interaction and social distance. 
These results suggested that Npbwr1 neurons in the CeA projecting to the MiTg plays a 
crucial role in maintenance of interpersonal distance with conspecifics. These findings shed 
light on the role of Npbwr1 to regulate interpersonal distance showing a possibility to develop 
a new drug to treat the abnormal sociability sometimes seen in social phobia or adjustment 
disorder.  
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嗅覚と自伝的記憶に関する心理学的研究 

Psychological research of the relationship between 

olfactory and autobiographical memory 
 

山本 晃輔 1,2 

Kohsuke Yamamoto1,2 

 
1大阪産業大学、2立命館大学 BKC 社系研究機構 

1Faculty of International Studies, Osaka Sangyo University, 2BKC Research Organization of 

Social Science, Ritsumeikan University 

 
 In daily life, memories of past events may be triggered by smelling an odor associated 

with them. This phenomenon is known to many people as the Proust phenomenon. This talk 

introduces the relationship between olfaction and autobiographical memory (memory of past 

personal events) in relation to the Proust phenomenon, focusing on psychological experiments 

and empirical investigations. First, I review research on olfaction memory, especially that 

verifying the effect as a retrieval cue of olfaction. I focus on the effects of odor cues on 

autobiographical memory and describe the main experimental results for each method. 

Previous studies have suggested that odor-evoked autobiographical memories are more vivid, 

older, and more emotional than those recalled by visual or verbal label stimuli. Second, 

research examining the effect of focusing emotion and language as a factor regulating 

odor-evoked autobiographical memory is introduced. Previous studies have suggested that 

emotional and verbal factors in processing olfactory cues affect autobiographical memory. 

Third, studies of the functions of odor-evoked autobiographical memory are discussed, whose 

results reveal that odor-evoked autobiographical memory promotes the initiation of 

communication behavior. Fourth, research on the elderly is presented. Although olfactory 

ability basically decreases with age, the recollection of autobiographical memories shows that 

elderly people recall more vivid and emotional memories than younger people. In addition, 

recent survey results regarding nostalgic smell are introduced, and the present and future of 

this field are discussed.  



 

S5-3 

味と視聴覚要素のクロスモーダル現象 

Crossmodal correspondences between tastes and 

audiovisual features 
 

元木 康介 

Kosuke Motoki 

 
宮城大学 食産業学群 

School of Food Industrial Sciences, Miyagi University 

 

Crossmodal correspondences refer to sensory interactions among the senses. People 

map features in one sensory modality onto features in other modalities in a surprisingly 

consistent manner (e.g. sweet and round shape/high pitch). Extending this line of research, 

the present study examines crossmodal correspondences between tastes and audiovisual 

features. Specifically, our research investigates associations between tastes and speech 

sounds as well as tastes and shape features. Our findings of tastes and speech sounds 

demonstrate that vowels and consonants in fictious brand names are associated with taste 

expectations. For example, people expect sweetness from front (vs. back) vowels and voiceless 

(vs. voiced) consonants while they expect bitterness from back (vs. front) vowels and voiced (vs. 

voiceless) consonants. Our findings of tastes and shape features demonstrate that round 

shapes are associated with sweetness, while angular shapes are associated with 

sourness/saltiness/bitterness. Moreover, shape contexts (i.e., surrounding shapes) can 

influence associations between shapes and basic tastes. Affective mediation account partially 

explains crossmodal correspondences between tastes and audiovisual features. These findings 

reveal novel associations between tastes and audiovisual features and provide practical 

implications for food marketers to convey taste information more effectively.



 

 
 

特別シンポジウム 

 
新型コロナウイルス感染症と嗅覚味覚障害 

Smell and taste dysfunction in COVID-19 



 

SS-1 

COVID-19 associated olfactory loss – clinical 

observations 
 

Thomas Hummel 

 

Smell & Taste Clinic, Department of Otorhinolaryngology, TU Dresden, Fetscherstrasse 74, 

01277 Dresden, Germany 

 

 Olfactory disorders are common and affect about one fifth of the general population. 

Apart from aging, the main causes of olfactory loss are post-viral upper respiratory infection, 

nasal/sinus disease and head trauma, and are therefore very frequent among patients in ear, 

nose and throat clinics. Loss of the sense of smell leads to disturbances in important olfactory 

areas, mainly in food enjoyment, detecting harmful food and smoke, and to some extent in 

social situations and working life. Most patients seem to deal well with these restrictions. 

However, a smaller proportion has considerable problems and expresses a noticeable 

reduction in general quality of life and enhanced depression. COVID-19 leads to olfactory loss 

in 40-60% of the patients. Olfactory loss is often transient, but recovery may also be prolonged, 

often accompanied by parosmia. Diagnostic and therapeutic options will be discussed. 



SS-2 

COVID-19 における嗅覚障害と今後の展望 

Olfactory dysfunction in COVID-19 and future 

prospects 
 

上羽 瑠美 

Rumi Ueha 

 
東京大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

Department of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, Faculty of Medicine, the 

University of Tokyo 

 
2020 年にパンデミックとなった新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染症（COVID-19）の

臨床所見の特徴として、発症初期の嗅覚・味覚障害が挙げられる。特に鼻腔組織は、SARS-CoV-2

の侵入・増幅部位としても重要な組織とされ、中枢神経系への感染経路として、鼻腔から神経向

性に中枢神経に入る経路が注目されている。世界各国からの報告によると、COVID-19 患者の半

数前後に嗅覚障害を認め、興味深いことに 1 割程度の患者では嗅覚障害が COVID-19 の初発症状

で、一般的なウイルス感染による嗅覚障害よりも発症頻度が高いように思われることも興味深い。

COVID-19 の嗅覚障害は 1-2 週間以内に改善することが多いとされる一方、数か月以上嗅覚障害

が続く症例もあり、一般的な上気道感染後の嗅覚障害と類似した経過を呈しうると推測される。

しかし、COIVD-19による嗅覚障害の背景機序や臨床像についてはまだ十分に解明されていない。 

我々は、COIVD-19による嗅覚障害の背景機序を解明するため、鼻腔と嗅球におけるSARS-CoV-2

受容体の angiotensin-converting enzyme 2(ACE2)と、ウイルス侵入を補助するプロテアーゼ 2

種類（transmembrane protease serine subtype 2 ：TMPRSS2、furin）の発現について、組織

解析および遺伝子解析により検証した。鼻腔の呼吸上皮には ACE2/TMPRSS2/furin の共発現を

認めたが、嗅粘膜においては、嗅上皮の支持細胞とボウマン腺に 3 つの共発現を認めた一方で、

嗅神経細胞には ACE2 の発現をわずかに認めたもののプロテアーゼの発現は認めなかった。嗅球

では、顆粒細胞層や僧帽細胞層に ACE2 の散発的な発現を認めたものの、プロテアーゼの発現は

低かった。鼻粘膜と嗅球の遺伝子解析では 3 遺伝子がすべて確認され、一部の組織発現と遺伝子

発現が解離していた。 

本シンポジウムでは，COVID-19 による嗅覚障害の臨床像および、COVID-19 の臨床像の背景

機序について、我々の研究結果も含めて詳しく解説し、治療法など今後の展望についてお話しす

る。  



 

SS-3 

味蕾レニン-アンジオテンシン系と COVID-19 との接点 

Possible linkage between taste renin-angiotensin 

system and COVID-19 
 

重村 憲徳 1,2 

Noriatsu Shigemura1,2 

 
1九州大学大学院 歯学研究院 口腔機能解析学分野、2九州大学 味覚・嗅覚センサ研究開発セン

ター 

1Section of Oral Neuroscience, Graduate School of Dental Science, Kyushu University, 
2Research and Development Center for Five-Sense Devices, Kyushu University 

 
Na イオン（Na+）は、体液浸透圧の保持、神経の興奮など生命維持に不可欠な働きを担うため、

体内 Na+濃度は常に一定に保たれる必要がある。この Na+を外部から摂取するための主役が塩味

受容機構である。しかし、この分子メカニズムの詳細については未だ不明な点が多い。塩味受容

成分は少なくとも2つの成分：利尿剤アミロライドにより抑制される成分（amiloride sensitive: AS） 

と抑制されない成分 (amiloride insensitive: AI) に分類される。AS塩味受容体に関しては、近年、

ENaCα サブユニットがその分子実体であることが明らかにされた。AS 塩味感受性の多様性に関

しては、αENaC の遺伝子多型性（single nucleotide polymorphisms: SNPs）が関与する可能性

をマウスの遺伝学的解析から見出した。塩味の調節機構に関しては、血圧調節ホルモンであるア

ルドステロン（Aldo）に加えて、アンジオテンシン II（AngII）もその受容体 AT1 を介して味覚

器に直接作用し、AS 塩味感受性を Aldo と連携して調節している可能性が示唆された。さらに、

AngII の産生に関わるレニン-アンジオテンシンシステム（RAS）を構成するレニン、アンジオテ

ンシノゲン、アンジオテンシン変換酵素 1 と 2（ACE1, ACE2）が味蕾内の一部の味細胞に存在

していることを明らかにした。以上のことから、塩味感受性は、腎臓を起点とする全身循環系 RAS

（長期フィードバック調節）と味蕾を起点とする味蕾系 RAS（短期フィードフォワード調節）の

2 つのシステムが協調的に調節することにより、無駄のない Na+摂取が可能となっていることを

示唆してきた。この研究発表の後、パンデミックを引き起こしている COVID-19 感染の初期症状

として味覚・嗅覚障害が認められることが報告され、その感染には ACE2 が受容体として働いて

いる可能性が報告された。このことから、COVID-19 感染による味覚障害の発症の原因に味蕾系

RAS の関与が推定されることとなった。本発表では、私たちが行ってきた塩味修飾についての研

究結果を中心として、COVID-19 感染による味覚障害発症との接点についても考察を加えたい。 
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日本味と匂学会 功労賞 

食欲や味覚機能に寄与する亜鉛と亜鉛酵素の研究、ヒト苦味受容

体の遺伝子多型の研究 

Studies on zinc and zinc-enzyme contribution to 

food appetite and taste reception, and genetic 

polymorphism study on human bitter taste 

receptor 
 

駒井 三千夫 

Michio Komai 

 
東北大学・大学院農学研究科 

Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University 

 
1) 「炭酸」の受容機構と香辛料成分の味覚修飾作用 

ラット三叉神経舌枝を用いて炭酸飲料の炭酸刺激味の受容機構の解明を行い、炭酸によるピリ

ピリ・チクチク感は、水に溶けた炭酸ガスが舌表皮組織内の神経終末に到達して受容されること

と、その際に表皮組織内の炭酸脱水酵素（Carbonic Anhydrase (CA)＝亜鉛酵素）が働き、プロ

トン（H+）と重炭酸イオン（HCO3－）を生じさせることによって感じることを証明した。また、

カプサイシンやスピラントールの基本味修飾作用について解析した。 

2) 炭酸脱水酵素（亜鉛酵素）と味覚受容に関する研究 

膜透過性の高い CA 阻害剤を舌に滴下したラット鼓索神経を用いた実験や、CA 活性が低下する

亜鉛不足状態になると炭酸刺激味を感じにくくなることを神経生理学的に証明したばかりでなく、

CA は基本味の受容にも関与している重要な因子であることを明らかにした。さらに、これを亜

鉛不足による味覚障害の研究に発展させ、味覚の受容に亜鉛が必須であることの一端を証明した。 

3) 亜鉛の食欲亢進作用と亜鉛不足による味覚障害の研究 

経口的に投与した亜鉛が、低下した食欲を増進させる機構をラットで証明して、ヒト臨床試験

にも応用し、食欲が激減している外科手術後の高齢者に適用して食欲を改善させて健康の回復に

も貢献できることを証明した。 

4) 肉体疲労時の味嗜好変化に関する研究 

ラットでの肉体疲労直後のクエン酸等の有機酸投与は、エネルギー物質（ATP 等）の産生に有

効であることが示され、その有効性を内臓神経を介した中枢において感知して（＝内臓神経切除

術から判定）、疲労時の有機酸摂取率上昇に反映させていることを証明した。 

5) ヒト苦味レセプターTAS2R の遺伝子多型の研究 

ヒト苦味受容体 TAS2R の発癌リスクや生体防御機構への関与について消化器系癌患者を用い

て解析して、TAS2R 38 の 3 通りの遺伝子多型のうちの一つの遺伝子型が発癌リスクに関与して

いる可能性を初めて提唱した。



日本味と匂学会 研究奨励賞 

トウガラシの研究からニワトリの味覚・体性感覚研究へ 

From study on red peppers to study on taste and 

somatic senses in chickens 
 

川端 二功 

Fuminori Kawabata 

 
弘前大学 農学生命科学部 家畜生理学分野 

Physiology of Domestic Animals, Faculty of Agriculture and Life Science, Hirosaki University 

 
私は近年ニワトリの味覚について研究を行っているが、元々は栄養や食品の研究をしていた。

大学院では辛みの少ないトウガラシ品種 CH19 甘に含まれるカプシエイトによるエネルギー代謝

亢進作用のメカニズムについて研究し、カプシエイトが口腔ではなく胃や小腸に発現するTransient 

receptor potential vanilloid 1（TRPV1）を介してエネルギー代謝を亢進させていることを明ら

かにした。また、PKD1L3/PKD2L1 複合体が酸味刺激に対してオフ応答を示すイオンチャネルで

あること等を報告した。これらの研究で得た考え方や手法を家畜・家禽に応用することで農学の

中で新たな研究分野を開拓できるのではないかと着想し、特に世界的な需要と実験動物としての

利点からニワトリの味覚と体性感覚に特化して研究を行った。 

 ニワトリの味覚や体性感覚を包括的に理解するため、基本五味である甘味、うま味、苦味、酸

味、塩味に加え、油脂（脂肪酸）やコク味フレーバーの受容、並びに酸刺激や辛みの受容機構に

ついて解析を進めた。その結果、ニワトリはそれらの受容体の多くを口腔組織に発現させている

一方で、ニワトリ特有の受容体機能も明らかとなってきた。また、ニワトリを用いた食行動試験

も行い、受容体機能との関連性を確かめた。受賞講演ではこれら一連の研究の一部を紹介する。 

 家畜・家禽は食生活だけに留まらず、人間の文化的な生活に欠かせない重要な産業動物である。

人間は長い年月をかけていくつかの野生動物を家畜化し、生活のパートナーとした。家畜に餌を

与え、大切に育てることでその恩恵を受けてきたが、味覚受容体や味覚行動に関する科学的知見

はまだまだ足りていない。今後それらの知見を蓄積させることで、地球環境に配慮しながら家畜

の能力を最大限に引き出すことに貢献していきたいと考えている。 

 

 今回の受賞は私の中で大変意義深いものです。味覚研究において、家畜の味覚を知ることも大

事であろうということを認めて頂けたように思うからです。本当に嬉しく思います。また、この

受賞はこれまでお世話になった先生方の教えと、研究を共に行ってくれた多くのスタッフ及び学

生達のお陰です。受賞を励みとし、家畜と人間の関係性がより良いものとなるよう、今後もニワ

トリの味覚について突き詰めて考えていきたいと思います。  



 

日本味と匂学会 研究奨励賞 

神経可塑性 —時間的活動パターンに基づく回路の精緻化— 

Neural Plasticity – Neurons that fire in the same 

pattern wire together - 
 

竹内 春樹 

Haruki Takeuchi 

 
東京大学大学院薬学系研究科 

Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo 

 
この度は、日本味と匂学会の名誉ある賞を頂き、大変うれしく光栄に存じます。選考委員なら

びに学会関係の先生方には心より御礼申し上げます。また、これまで研究活動を支えてくださっ

た数多くの先生方、共同研究者の方々、苦楽を共にした仲間に深く感謝したいと思います。 

私の研究は、いわゆる嗅覚、匂いの研究ではありません。ましてや味の研究でもありません。

分子神経科学でもあり、電気生理学でもある、強いて言うならばその狭間に位置する研究である

と思っています。私と同じ立場で研究している研究者は世界を見渡しても数える程しか見当たり

ません。だからといって、私の研究テーマはマイナーかというと、私自身は全くそのように考え

ておらず、むしろ最も重要なことを研究していると思っております。この研究が単なる一研究と

して終始するのか、もしくは今後の新しいトレンドの先駆け的な研究として位置づけられるかは、

私のこれからの頑張りとも無関係ではないでしょう。そういう意味で当学会の奨励賞の受賞は、

大変有難く、そして勇気づけられると共に、身の引き締まる思いがいたします。 

私はこれまで嗅覚系をモデルに神経回路の形成原理に関する研究を行って参りました。一般に

高等動物の神経回路は、遺伝的プログラムに加え臨界期に生じる神経活動を介した精緻化を経て

完成されます。「三つ子の魂百まで」という諺にあるように、発達期における神経細胞の適切な活

動とそれに伴う回路の成熟は、その後の動物の行動・機能発現に極めて重要な役割を果たします。

この神経活動に依存的した回路形成を説明するモデルとして、1949 年に Donald O. Hebb が提唱

したヘブ則があります。これは、シナプス前細胞と後細胞の同期的活動により両者のシナプス結

合が強化されるという神経細胞間の相互作用を想定したモデルであり、“Neurons that fire together 

wire together”というフレーズとして多くの教科書に記載されております。しかしながら私共は、

光遺伝学及び光イメージング法など最先端の神経活動の操作、可視化技術を通じて、発達期の嗅

覚神経細胞は、細胞の種類に応じた規則的かつ多様な神経活動パターンを産み出すこと、そして

それらの細胞種固有の活動パターンが神経回路の形成に関わる遺伝子群の発現量を調節すること

で回路構築に寄与することを明らかにいたしました。このことは、嗅覚神経回路が『神経活動の

同期性』に基づくヘブ則とは異なる『神経活動の時間的なパターン』（”Neurons that fire in the same 

pattern wire together”）に基づく新奇の機構によって形成されることを示しています。ヘブ則に

基づく神経可塑性は、神経回路構築のみならず脳の情報処理過程においても広く用いられていま

す。したがって、今回の一連の研究によって見出された可塑性のメカニズムが嗅覚神経回路形成

以外の過程に敷衍できるかどうかが、このモデルがヘブ則に並ぶモデルとなり得るかを左右する

重要な命題となると考えています。



 

 
 

海外招待講演 

 



 

海外招待講演 

知覚の潜在/顕在過程と、多感覚間統合 

Implicit/explicit processing of perception, and 

multisensory integration 
 

下條 信輔 

Shinsuke Shimojo 

 
カリフォルニア工科大学 生物・生物工学部・計算神経系 

California Institute of Technology, Division of Biology & Biological Engineering/Computation 

& Neural Systems 

 
感覚・知覚過程の大部分は、潜在(・無自覚・無意識)的といえる。つまり感覚入力の処理はほと

んど潜在的なレベルでしかも瞬時に行われ、私たちが「見えた」「聞こえた」などど自覚できるの

は、その処理過程の最終出力に過ぎない。これには推論に似た処理も含まれる。たとえば網膜像

の大きさは知覚距離された距離の情報で「スケール」されて、対象の大きさの知覚を与える(大き

さの恒常性)。このことから、感覚・知覚の潜在過程を探ることが、研究のひとつの大きな方向と

なる。「潜在的な感覚の存在が見出されているが、意識レベルでの知覚に確証がまだない」最新の

特異な事例として、ヒト磁気感覚の神経学的証拠を挙げる(筆者らカルテックチームの研究; Wang 

et al., 2019)。また光感受性を持つ神経節細胞(ipRGCs)の存在が比較的最近見出され、研究が進ん

でいるが、こちらは潜在レベルから(間接的に自覚される)機能レベルへ処理が進む例とも言える。

他にも、顔や言語知覚など高次認知機能が潜在的に行われ得る証拠が挙がっている。 

以上は単一感覚モダリティの話だが、言うまでもなく私たちの日常の知覚経験のほとんどは多

感覚的であり、（潜在的な）感覚間統合の結果である。多感覚間統合の心理学的・神経学的研究は

この 20 年ほどで急速に進んだ。この講演の後半では、「分野の主導原理と、それに対する部分的

な反証」という形で、成果をまとめて紹介する。さらに、視知覚で見出された「ポストディクショ

ン（後付け再構成）」現象(Shimojo, 2014)が、多感覚統合においても見られることを、講演者自身

らの研究から示す (Stiles et al., 2020)。このポストディクションの過程もまた、潜在→顕在とい

う処理の重要な側面といえる。味・匂いの研究分野でも、(1) 他感覚モダリティとの統合過程、(2) 

能動的な探索過程と、受動的な感覚過程のループ、(3) (ポストディクションをはじめとする)潜在

→顕在の移行過程の解明、などが進むことを期待している。 
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*P-01 ゲル食品の離水率・破壊特性・表面積と咀嚼時唾液分泌量の関係 

 
Relationship between syneresis, fracture characteristics and surface area of gel 

foods and salivation during mastication 
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Yukino Ogawa, Kaoru Kohyama, Yuko Kusakabe 
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食品のおいしさ、食べやすさを特徴づける要素の理解は、生活の質向上に資する食品開発における課題である。

そこで、摂食に必須の生理機能である唾液分泌反応に着目し、咀嚼時の口腔内生理応答を明らかにすることを

目指す。本研究では、味刺激や異なる素材に由来する複合作用を除外するためフレーバーを添加していないゲ

ルを用いて、食品のおいしさや食べやすさに関連する物理特性であるゲルの離水率・破壊特性・表面積が、咀

嚼時に分泌される唾液量に及ぼす影響を解析した。その結果、離水率が低い脱アシル化ジェランガム・ネイティ

ブジェランガムの咀嚼時には、離水率が高い寒天の咀嚼時より多くの唾液が分泌された。唾液分泌の個人差は

大きいが、個人毎に標準化することで、破砕されやすい寒天・脱アシル化ジェランガムの咀嚼時には咬筋の活

動強度と唾液分泌量が有意な正の相関関係を示すことが明らかになった。一口量は少量の場合のみ唾液分泌量

に影響し、表面積は唾液分泌量に影響しなかった。食品の物理特性が単独でもたらす唾液分泌作用を明らかに

したことで、物理特性・味・香りの複合作用として生じる唾液分泌の理解を深めることが可能となった。 

 

 

 

 

  
  

*P-02 食事への興味・食習慣が味覚閾値に及ぼす影響について 

 Effect of food interest and dietary habit on taste threshold 
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味覚は、食事をおいしく食べるという観点から、健康や QOL にとって非常に重要な要素である。しかし、こ

れまで味覚と食習慣の関連は明確には分かっていない。本研究では、大規模疫学調査である岩木健康増進プロ

ジェクト健診において、食習慣の他、食事への興味、喫煙と味覚閾値との関連を検討した。対象は、同プロジェ

クト健診 2019 年に参加した 20～89 歳の男女 1025 名であった。味覚閾値は、4 基本味である塩味・甘味・酸

味・苦味の認知閾値を全口腔法により測定した。喫煙習慣および食事への興味、食習慣は、質問票により調査

した。食事に関心のある群と比較して、食事に関心のない群は、塩味閾値が有意に高値であった。また、食習

慣の一つである共食回数については、共食回数の少ない群は、共食回数の多い群と比較して、塩味閾値が有意

に高値であった。これらの結果から、普段の食事への興味や食習慣（とくに共食回数）が、塩味閾値に影響を

及ぼす可能性が示唆された。 

  
  



  
*P-03 食器の色がチョコレートの甘味の知覚に及ぼす影響 

 Influence of the color of the plateware on perceived sweetness of chocolates 
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近年の心理学や感性科学の研究により、食物を盛り付ける食器のデザインによって、その食物の味わいの感じ

方も変容することがわかってきている。そこで本研究では、チョコレートに感じられる味わいが、食器の色に

よってどのように変容するかを検討した。実験参加者は、カカオ含有量の異なる 4 種類のチョコレートを一つ

ずつ提示された。この際に、半数の参加者は、チョコレートを赤色の食器で提示され、残りの半数の参加者は

黒色の食器で提示された。参加者はこれらのチョコレートを食べ、感じられる味わいについて線分を用いた評

定を行った。その結果、チョコレートを赤色の食器で提示された参加者は、黒色の食器で提示された参加者と

比べて、感じられる甘味の強さを有意に高く評定することがわかった。これらの結果から、一般的に甘味を連

想させるような赤色の食器を用いることで、食物の甘味をより強く感じさせられることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

*P-04 食塩代替物としての塩化カリウムの異味は繰り返し摂取により蓄積する 

 Repeated intake of potassium chloride as a salt substitute accumulates off-taste 
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ナトリウムの過剰摂取により心疾患及び脳卒中のリスクが高まることが世界的に問題となっている。WHO は 1

日の食塩（塩化ナトリウム）摂取量を 5g とすることを目標としているが、日本人の 1 日の食塩摂取量は 9g を

越えている。食塩に食味が近い塩化カリウム（以下、KCl）は塩味以外の独特の味（異味）を呈することが代

替品として問題である。この KCl の異味を軽減できれば、塩味を維持しながら食味を保つことができる。そこ

で本研究ではこの KCl の異味の性質、および塩味や喉の感覚と異味の関係を調べることを目的とし、官能評価

を行った。健常な男女 39 名が 0.8%KCl 溶液を 10 回繰り返し摂取し、塩味強度、異味強度、喉の感覚の 3 項

目を評価した。その結果、KCl の異味および喉の不快感は KCl 溶液の繰り返し摂取により蓄積する傾向にあり、

KCl の塩味は摂取回数が増加するほど低下する傾向にあることがわかった。異味強度と塩味強度には負の相関

がみられたが、摂取回数が増加するほどその相関は弱くなった。本研究は、「ヒトを対象とした実験（倫理）」

に関する京都大学大学院農学研究科の研究活動推進委員会の承認を受けて行われた。 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

  
*P-05 細胞外酸性化による酸味細胞の電気的興奮性の抑制 

 
Attenuation of electrical excitability of sour taste cells by extracellular 

acidification 
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pH の低下に伴い酸味強度は単調増加する。味蕾では III 型細胞（酸味細胞）が細胞外 pH（pHo）の低下によっ

て活動電位を発生し酸味受容を担う。一方、一般に極度の pHo 低下は細胞機能を抑制する。本研究では、III

型細胞の電気的興奮性の pH 感受性を生体内および単離細胞で解析した。まず、生体内の III 型細胞応答を調べ

るため、マウス鼓索神経の酸応答を測定した。HCl による pH 低下（pH 1.0~3.0）に伴い鼓索神経の応答は単

調増加を示した。一方、甘味など II 型細胞を介した神経応答は HCl で処理しておくと強く抑制された。次に、

パッチクランプ法でマウス有郭乳頭から単離した II型および III型細胞における電位依存性Na+チャネル（Nav）

電流の pH 感受性を解析した。どちらの細胞でも Nav 電流は pHo が 6.0 まで低下すると強く抑制されたが、細

胞内 pH の低下には影響を受けなかった。さらに、単離 III 型細胞では pHo 低下が活動電位の発火頻度を高め

るが、pHo6.0 以下では発火頻度が低下した。以上の結果は、正常味蕾構造内に III 型細胞周囲の pHo 低下を緩

衝する機構の存在を示唆していた。加えて、酸による鼓索神経の甘味応答の抑制はこの pHo 緩衝機構が III 型

細胞に特有であることも示唆している。 

 

 

 

 

  
  

*P-06 L 型アミノ酸であるオルニチンは味細胞に発現する GPRC6A を介しうま味の嗜好性を増強する 

 
Ornithine, an L-type amino acid, enhances umami taste preference via GPRC6A 

expressed in taste cells 
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近年 CaSR は味細胞に発現しそのアゴニストは主としてうま味を強めコク味を発現することから、コク味受容

体と呼ばれている。本研究では CaSR と類似性の高い GPRC6A がコク味受容体として機能している可能性を

探るため、GPRC6A のアゴニストである L 型アミノ酸のオルニチンの味覚効果ついて C57BL/6 雄性マウスを

用い検討した。二ビン選択実験においてオルニチン単独では嗜好性を示さないが、みそ汁や甘味、塩味、うま

味の混合溶液にオルニチンを添加すると嗜好性増強効果がみられた。オルニチンを各基本味溶液に添加したと

ころそれぞれの溶液に対し嗜好性増強効果がみられたが、特にうま味（MSG）の嗜好性を増強した。MPG、IMP

についてもオルニチンの嗜好性増強効果が確認された。GPRC6A アンタゴニスト添加によりオルニチンの嗜好

性増強効果は抑制された。鼓索神経応答記録実験においてオルニチン単独では応答がほとんど見られないが、

MSG はオルニチン添加により応答増強がみられ、アンタゴニストにより応答増強は抑制された。免疫組織化学

的実験において II、III 型味細胞における GPRC6A 発現が確認された。以上の結果から GPRC6A はコク味受

容体として機能している可能性が示唆された。 

 

 

 

 

  
  



  
*P-07 老化促進モデルマウスの口腔内化学感覚についての行動解析 

 
The behavioral analysis of intraoral chemoreception in senescence-accelerated 

mice 
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加齢に伴う口腔感覚機能の変化を調べるため、老化促進モデルマウス SAMP8（senescence-accelerated mouse 

prone 8，雄性）と正常老化を示す SAMR1（senescence-accelerated mouse resistant 1, 雄性）の成熟期（8–

14 週齢）と老年期（33–39 週齢）において、48 時間二ビン選択テストを行った。刺激溶液はショ糖（2–32%）、

塩酸キニーネ（0.01–1 mM）、デナトニウム（0.01–1 mM）、カプサイシン（0.1–10 uM）、メントール（1–100 

uM）であった。成熟期 SAMP8 群は SAMR1 群より 0.1 mM 塩酸キニーネを好んだ（p<0.05）。老年期 SAMP8

群は 0.01、0.1 mM 塩酸キニーネ、0.01 mM デナトニウム、1 uM メントールを SAMR1 群より有意に好んだ

（いずれも p<0.05）。一方，2%ショ糖の選好率は有意に低かった（p<0.05）。これらの結果から、SAMP8 群は

週齢に関わらず口腔内感覚機能の低下または情動変化の表出に異常があることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

  
  

*P-08 うま味物質の持つ塩味嗜好性増強効果－マウスにおける検討－ 

 A synergistic effect of salt and umami taste in mice 
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うま味物質の添加は塩味の持つ嗜好性を増強することがヒトにおいて報告されている。しかし、実験動物にお

いて同様の効果が認められるかどうかは検討されて来なかった。本研究では、塩摂取制限下にあるマウスを対

象として、食塩水報酬（NaCl）に対するうま味物質（MSG）の添加が及ぼす影響について、給餌チューブ舐

め行動（リッキング）を指標としたオペラントリッキング課題を用いて検討した。実験 1 では、比率累進スケ

ジュールを用いて異なる濃度の食塩水報酬に対する動機づけを調べたところ、食塩濃度の増加に伴って時間あ

たりの報酬獲得回数が増加した。実験 2 では、同じ課題を用いて、食塩水に対する MSG 添加が報酬獲得動機

づけに及ぼす影響を調べたところ、MSG 添加量の増加に伴って時間あたりの報酬獲得回数が増加した。以上の

結果は、マウスにおいて，うま味物質の添加が塩味嗜好性を増強する可能性を示している。重要なことに、食

塩単独条件と食塩+MSG条件において時間あたりの報酬獲得回数が同程度の時、ナトリウム含有量は食塩+MSG

条件の方が 30%少ない、このことは、マウスにおいて食塩の一部を MSG に置き換えることにより、減塩効果

が得られることを示唆している。 

 

 

 

 

 

  
  



 

  
*P-09 味細胞に発現する転写因子の探索 

 Search for the transcription factors expressed in taste cells 
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五つの基本味（甘味・旨味・苦味・塩味・酸味）はそれぞれ異なる味細胞により受容される。味細胞の寿命は

数週間であり、口腔内では絶えず新たな味細胞が作り出されている。これまで、転写因子 Skn-1a が甘味・苦

味・旨味細胞の発生・分化に関与することが明らかになっているが、これら Skn-1a 系譜の味細胞がどのよう

にして細分化するのかという分子機構は不明である。そこで本研究では、Skn-1a 系譜の特定の味細胞にのみ発

現する転写因子を同定することを目的とした。まず、野生型マウスと甘味・旨味・苦味細胞が消失した Skn-1a
欠損マウスの有郭乳頭上皮のトランスクリプトームデータを取得し、野生型マウスにおいて発現量の高い転写

因子遺伝子を抽出した。次に in situ hybridization により野生型マウスの味蕾に発現し、Skn-1a 欠損マウスの

味蕾には発現しない遺伝子を選別した。現在、これらの遺伝子が発現する味細胞種を同定するため、味覚受容

体などとの発現相関を解析している。 

 

 

 

 

 

 

  
  

*P-10 マウス体内組織の苦味受容体発現解析 

 Analysis of TAS2R expression in mice internal tissues 

 
木村 駿介 1、加藤 英介 2 

Shunsuke Kimura1, Eisuke Kato2 

 
1北海道大学大学院農学院 農学専攻、2北海道大学大学院農学研究院 

1Grad. School of Agriculture, Hokkaido Univ., Hokkaido, Japan, 2Research Faculty of Agriculture, 

Hokkaido Univ., Hokkaido, Japan 

 
近年、口腔外の様々な組織において苦味受容体（TAS2R）の発現が報告されている。気道や消化管では、発現

する TAS2R の詳細な機能解析が進みつつあるが、脂肪や筋肉などの体内組織では、機能はおろか発現につい

ても詳しくは解析されていない。本研究では、体内組織で発現する TAS2R の働きを調べることを目標に、各

組織及び一部対応する細胞株における TAS2R 発現を解析した。マウス正常組織（褐色脂肪組織、白色脂肪組

織、骨格筋、小腸、肝臓）由来の RNA を用いて PCR 法により 35 種類の TAS2R の mRNA 発現を調べた。そ

の結果、全ての組織で複数種の TAS2R 発現が確認された。またマウス白色脂肪細胞モデル 3T3-L1 と骨格筋モ

デル C2C12 の TAS2R 発現解析を行ったところ、それぞれ 5 種類の TAS2R が発現しており、これらは正常組

織で発現していたものと一致した。今回発現の見られた TAS2R について詳細な解析を行うことで、今後体内

での TAS2R の働きを調べることが期待される。また、細胞株はその解析ツールとして有用である可能性が示

唆された。 

 

 

 

 

 

  
  



  
*P-11 茸状乳頭および有郭乳頭における Gustducin 発現細胞の Single cell RNA-Seq 解析 

 
Single cell RNA-Seq analysis of Gustducin-expression cells in mouse fungiform 

papillae and circumvallate papillae 

 
山田 優 1,2、高井 信吾 2、渡邉 雄 2、尾崎 礼奈 2、川端 由子 2、尾池 麻未 2、平山 彩夏 2、岩田 周

介 2,3、實松 敬介 2,3、西村 正太郎 1、田畑 正志 1、重村 憲徳 2,3 

Yu Yamada1,2, Shingo Takai2, Yu Watanabe2, Ayana Osaki2, Yuko Kawabata2, Asami Oike2, Ayaka 

Hirayama2, Shusuke Iwata2,3, Keisuke Sanematsu2,3, Shotaro Nishimura1, Shoji Tabata1, Noriatsu 

Shigemura2,3 

 
1九大 農院 家畜生体機構、2九大 歯院 口腔機能解析、3五感応用デバイスセンター 

1Lab. of Functional Anatomy, Grad. Sch. Biosource and Bioenvironmental Sci., Kyushu Univ., Fukuoka, 

Japan, 2Dept. Oral Neurosci., Kyushu Univ. Grad. Sch. Dent., Fukuoka, Japan, 3R&D Cent. for Five-Sense 

Devices, Kyushu Univ., Fukuoka, Japan 

 
Gustducin は甘味・うま味・苦味の受容体に共役する G タンパク質として知られている。近年の研究により、 

茸状乳頭では甘味・うま味受容体サブセットである T1r3 と Gustducin が共発現していることが明らかとなっ

た。一方、有郭乳頭では T1r3 と Gustducin が共発現している細胞が少なかったことより、茸状乳頭と有郭乳

頭では Gustducin 発現細胞の機能が異なる可能性が示唆されている。このことから、それぞれの味細胞の細胞

特性を決定する因子の存在が予想されるが、その決定因子についてはほとんど明らかでない。そこで本研究で

は、Gustducin-GFP マウスを用いてソーティングにより茸状乳頭および有郭乳頭から GFP 陽性細胞を収集し、

Single cell RNA-Seq により遺伝子発現を比較した。その結果、茸状乳頭もしくは有郭乳頭の味細胞群に特異的

に発現する遺伝子が多数見出された。さらに、茸状乳頭の味細胞群では上皮細胞への分化に関わる遺伝子の発

現が強く促進されていた。以上の結果より、Gustducin 発現味細胞の多様な遺伝子発現プロファイルが明らか

となり、茸状乳頭と有郭乳頭では味細胞の発生様式が異なる可能性が示唆された。 

  
  

*P-12 霊長類とげっ歯類の膵臓に存在する Tuft 細胞 

 Identification of tuft cells in primate and rodent pancreases 

 
坂口 恒介 1、籏野 佳子 2、中嶋 ちえみ 3、稲葉 明彦 4、小川 花菜子 1、今井 啓雄 4、山根 拓実 1、

大石 祐一 1、岩槻 健 1 

Kousuke Sakaguchi1, Yoshiko Hatano2, Chiemi Nakajima3, Akihiko Inaba4, Hanako Ogawa1, Hiroo 

Imai4, Takumi Yamane1, Yuichi Oishi1, Ken Iwatsuki1 

 
1東京農業大学 応用生物科学研究科 食品安全健康学専攻、2慶応義塾大学 医学研究科、3国立遺伝学研究所 

神経回路構築研究室 、4京都大学 霊長類研究所 ゲノム進化部門 

1Dept. of Nutritional Science and Food Safety, Graduate School of Applied Bioscience, Tokyo Univ. of 

Agriculture, 2Graduate School of Medicine, Keio Univ., 3Laboratory of Mammalian Neural Circuits, 

National Institute of Genetics, 4Molecular Biology Section, Primate Research Institute, Kyoto Univ. 

 
気道や消化管など体の様々な臓器に存在する細胞として、Tuft 細胞が最近注目されている。Tuft 細胞は味覚シ

グナル伝達分子を用いて、消化管では寄生虫の排除を、気管や鼻腔では刺激物の排除を促進するなど、新しい

生体防御機構を担っている。Tuft 細胞はげっ歯類やヒトの膵臓にもその存在が知られているが、膵臓における

同細胞の機能については明らかでない。今回、 我々はヒトと同じ霊長類であるニホンザルの膵臓を用いて Tuft

細胞の存在を調べると共に、膵臓オルガノイドをマウスから作製し、Tuft 細胞が in vitro において分化誘導で

きるかを調べた。ニホンザル膵臓の免疫組織化学染色の結果、 DCLK1 をはじめとする Tuft 細胞マーカーが膵

管に発現することが確認された。また、マウス膵臓オルガノイドを分化誘導させることにより、Tuft 細胞マー

カーの発現が観察されることが明らかとなった。本研究により、膵管に Tuft 細胞が存在すること、また、同細

胞を in vitro で誘導できることが示された。これらのことは、気道や消化管と同じように、化学感覚を司る Tuft

細胞が膵臓にも存在することを意味する。 

 

  
  



 

  
*P-13 消化管オルガノイドを用いた Tuft 細胞の機能解析 

 Analysis of intestinal tuft cell function using organoid culture system 
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慶應義塾大学医学部 分子生物学教室、4東京農大 ゲノム解析センター 

1Dept. of Nutritional Science and Food Safety, Guraduate Shool of Applied Bioscience, Tokyo Uni. of 

Agriculture, 2Morecular Biology Section, Primate Research Institute, kyoto Univ., 3Dept. of Molecular 

Biology, Keio Univ. School of Medicine, 4NODAI Genome Research Center, Tokyo Univ. of Agriculture 

 
消化管上皮の Tuft 細胞は、味覚伝達シグナルを介して、寄生虫などの感染に対し 2 型自然リンパ球を活性化し

て生体防御に関わるが、上皮間相互作用など不明な点も多い。我々はTuft細胞がアセチルコリン合成酵素(ChAT)

を発現することに着目し、アセチルコリン（ACh）が周辺細胞に与える影響を、消化管オルガノイド培養系に

て調べている。 

Tuft細胞におけるChAT発現は、同細胞にAch産生およびその放出メカニズムが存在することを意味する。IL-4

刺激により、Pou2f3、Dclk1 など Tuft 細胞マーカーの発現は上昇するが、同様に ChAT 遺伝子の発現も亢進

した。このことから、Tuft 細胞の機能に Ach が密接に関係することが予想された。そこで我々は、腸管オルガ

ノイド培養系に Ach を添加したところ、Paneth 細胞から細胞内顆粒の放出が確認された。Paneth 細胞は細菌

感染時に抗菌ペプチドを分泌し生体防御反応を惹起することが知られているが、その際に Tuft 細胞も Ach を

分泌することで Paneth 細胞からの抗菌ペプチド放出を正に制御している可能性がある。 

 

  
  

*P-14 サケ脳および嗅覚器官における UNC13，UNC18 およびシナプトフィジンの遺伝子発現 

 
Gene expressions of UNC13, UNC18, and synaptophysin in brain and olfactory 

organ of chum salmon Oncorhynchus keta 

 
阿部 嵩志、工藤 秀明 

Takashi Abe, Hideaki Kudo 

 
北海道大学大学院水産科学院・研究院 

Fac. of Fisheries Sciences, Hokkaido Univ., Hokkaido, Japan 

 
河川で生まれた後、海に降りて成長し、再び産卵のために生まれた川に戻るサケ (Oncorhynchus keta) は、そ

の降海時に刷込形成した河川水のニオイ記憶を想起し母川を識別して回帰する。我々は最近、シナプス開口放

出を制御する SNARE 複合体がサケの刷込・想起に関与する可能性を報告した。本研究では、刷込・想起時の

シナプス前部の神経分子の挙動をさらに明らかにするため、サケ脳・嗅覚器官において SNARE 複合体の制御

因子 UNC13-1、UNC18-1 および synaptophysin (SYP) の発現を qPCR 解析した。 

嗅覚器官の unc13-1 と unc18-1 の発現は、降海中と降海後で河川遡上後より高かった。同 syp 発現は降海前で

海洋回遊期と遡上後より高く、遡上中盤で高かった。嗅球では降海後で遡上後よりも高く、unc13-1 発現は遡

上初期で、syp 発現は遡上中盤で遡上後より高かった。終脳でも降海後に発現が高く、unc18-1 と syp の発現

は遡上中盤で遡上初期より高かった。SNARE 複合体と同様に、成長期でもある降海時付近で今回分析した

SNARE 複合体の制御因子も発現が高い傾向にあった。 

 

 

 

 

 

  
  



  
*P-15 アミノ酸変異による嗅覚受容体の異所発現系での機能発現向上 

 
Improvement of the functional expression of mouse odorant receptors by 

site-directed mutagenesis based on RTP independency 
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1東京農工大学大学院工学府 生命工学専攻、2デューク大学医学部 

1Dept. of Biotechnology and Life Science., Tokyo Univ. of Agric. and Technol., Tokyo, Japan, 2Dept. of 

Molecular Genetics and Microbiology, Sch. Med., Duke Univ., NC, USA 

 
哺乳類の嗅覚受容体（Odorant receptors, 以下 ORs）は G タンパク質共役型受容体に属す 7 回膜貫通タンパ

ク質である。異所発現系において、大多数の ORs は立体構造が不安定なため小胞体で停留し細胞膜に局在でき

ず、機能発現には Receptor transporting protein (RTP) 1S や RTP2 の共存が必要である。最近、発表者らは

RTP の補助を受けず単独で細胞膜に局在できる RTP 非依存性 ORs を発見し、これら ORs は立体構造安定性

が他の ORs に比べ高いことを報告した。そこで、本研究では RTP 非依存性 ORs の中で有意に保存されている

アミノ酸に着目し、変異体構築を行うことで ORs の機能発現が向上するかどうか試みた。まず、14 種の RTP

非依存性 ORs に対し、40 個の変異体を構築したところ、4 種の ORs 変異体が野生型と比べ細胞膜局在量が 30%

以上増加した。特に Olfr544 の変異体は、細胞膜局在量が著しく向上し、既知のいずれのマウス ORs よりも高

い発現を示した。さらに、RTP なしでは機能発現が出来ない ORs に対し、同様の変異体を約 100 種試したと

ころ、2 種の変異体で単独での細胞膜発現量が 30%以上増加した。RTP 非依存性 ORs 間の保存性を参考にす

ることで ORs の機能発現を向上させることできることが示唆された。 

 

 

 

  
  

*P-16 産卵遡上サケ親魚における母川水反応性の行動学的解析 

 
Behavioural responses to natal stream water in chum salmon (Oncorhynchus 

keta) during the spawning migration 
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河川で生まれた後、海で成長し、再び産卵のために生まれた川（母川）に戻るサケ (Oncorhynchus keta) は、

降海時に記憶した河川のニオイを回帰時に想起することで母川を識別している。サケの母川水に対する選択性

の行動学的確認には、Y 字水路実験が一般に行われているが、装置が大規模かつ多量の流水が必要である等の

欠点がある。そこでより簡便で機動力のある手法の確立を目的として、実際に母川に産卵遡上中のサケ親魚を

用いて、自然環境下での行動学的実験を行った。 

産卵遡上中のサケ雄親魚を、推定される母川とは異なる河川（非母川）内に設置した長方形の簡易生簀に輸送

し、馴致後、上流から非母川水、母川水の順で各 10 分間試験水を添加し、その間の反応を上部から動画撮影し

分析した。実験後、頭部硬組織（耳石）にある人工ふ化放流時の標識を確認し実際の母川を同定した。 

母川水に反応した個体において、生簀内の総移動時間、上流方向への移動時間、総停止回数が非母川水添加期

間に比べ母川水添加期間で有意に高値を示した。これらのことから、本手法による 3 つの行動指標は母川水へ

の反応を評価する指標として有用であると考えられた。 

 

 

 

 

  
  



 

  
*P-17 匂いに基づく摂食行動における神経調節性シグナルの役割 

 Role of neuromodulatory signals in the odor-guided feeding behavior in mice 
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Odor-guided feeding behavior is regulated by neuromodulatory signals. We examined the function of 

orexin, an orexigenic neuropeptide, because its receptor is abundantly expressed in the attraction-related 

anteromedial domain of olfactory tubercle. Local injection of orexin receptor antagonist into this domain 

reduced attraction and conversely induced aversion to the cue odor associated with food reward, indicating 

the crucial role of orexin signal in the odor-guided feeding behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

*P-18 広範な脊椎動物に保存される新規鋤鼻受容体候補分子 ancV1R の機能解析 

 
Functional analysis of a novel putative vomeronasal receptor ancV1R conserved 

in various vertebrates 
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フェロモンは多くの動物で個体間コミュニケーションを担う物質である。鋤鼻器に存在する鋤鼻神経細胞には

フェロモン感知を担う鋤鼻受容体（V1R・V2R）が発現している。近年、広範な脊椎動物に保存される新規 V1R
遺伝子が発見された。ancV1R と命名されたこの遺伝子は、偽遺伝子化と鋤鼻器の退化に密接な関係が見られ

ることから、フェロモン受容において基盤的な役割を担っていることが示唆される。本研究では、ancV1R の

生理機能を解明することを目的とし、ancV1R 欠損マウスの表現型解析に取り組んでいる。これまでに、ancV1R

の欠損によってオスに対するメスの行動に異常が見られることが明らかとなった。ancV1R の欠損がフェロモ

ン受容に与える影響を解析した結果、オスの匂い刺激時に活性化される鋤鼻神経細胞が ancV1R 欠損マウスで

減少していることが示された。このことから、ancV1R が鋤鼻器におけるフェロモン受容を促進する機能を有

しており、ancV1R の欠損はフェロモンによる他個体の識別に影響を与えることが示唆される。 

  
  



  
*P-19 シクリッドのフェロモン受容体候補 V1R2 を介した選択的交配の可能性 

 Assortative mating of cichlid via putative pheromone receptor V1R2 
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I 型鋤鼻受容体 V1R は哺乳類において特異的な行動を引き起こすことが良く知られている。一方で、魚類でも

同様に V1R が特異的な行動を誘起するかどうかは不明のままである。我々はこれまでに、適応放散の好例であ

る東アフリカ産熱帯魚シクリッドにおいて、V1R ファミリーの 1 つである V1R2 に遺伝的な二型が存在し、こ

れが種を越えて広く維持されていることを明らかにした。我々は、この V1R2 の遺伝的二型による選択的交配

によってシクリッドの爆発的放散が生じたと予想しているものの、魚類 V1R2 はリガンドすら同定されていな

い。そこで本研究では、シクリッドが交配時に総排出腔に鼻を近づける特有の配偶行動を示す点に着目し、尿

に V1R2 のリガンドが含まれると予想して、まず小型魚類からの尿採取法を確立させた。次に採取尿の分離分

析からリガンド候補物質の探査を行った。さらに、生体を用いてリガンド候補物質曝露時の V1R2 の応答性を

検出する系を確立させた。本発表では、これらの独自に開発した手法を用いた解析結果から、魚類 V1R の機能

や、V1R2 を介した選択的交配の可能性を考察する。 

 

 

 

 

 

  
  

*P-20 類似したウレタンの匂いの異なる生理心理学的効果 

 
Different physiological and psychological effects evoked by the similar smells of 

different urethane forms 

 
李 虹佳 1、車 張誠 1、井上 湧太 1、高橋 亮平 2、岡本 剛 1 

Hongjia Li1, Chosei Sha1, Yuta Inoue1, Ryohei Takahashi2, Tsuyoshi Okamoto1 

 
1九州大学 大学院システム生命科学府、2東ソー株式会社 

1Graduate School of Systems Life Sciences Kyushu University, 2Tosoh Corporation, Tokyo, Japan 

 
快適な生活空間を実現するには、匂い環境の制御が重要である。消臭や芳香については多くの研究がなされて

きたが、生活臭そのものを生理心理学的に評価した研究は少ない。本研究では、身近な素材であるポリウレタ

ン樹脂に注目し、その匂いと生理心理学的な効果について評価することを目的とした。そのため、認知課題「ス

トループ・クレペリン混合課題」と匂い呈示法「2 枚重ねマスク」をそれぞれ新規開発した。異なる触媒で生

成した 2 種類のウレタンフォーム（TEDA と RZETA）の匂い提示環境下および無臭環境下において、主観評

価、課題中の脳波計測（安静、認知課題、暗算）の実験を行った。実験対象者は 20 歳前後の大学生とし、TEDA

群、RZETA 群、無臭群それぞれ 15 名をリクルートした。実験の結果、TEDA 群は、眠気が他群より有意に低

く、課題応答速度が他群より有意に速かった。また、RZETA 群は、安静閉眼時及び安静暗算時の前頭 α 波のパ

ワーが他群より有意に小さかった。これらの結果から、TEDA の匂いは覚醒あるいは緊張を引き起こし、RZETA

の匂いは安静時の精神疲労を軽減する効果があることが示唆された。 

 

 

 

 

 

  
  



 

  
*P-21 化粧品の長期連用により形成される香りの嗜好“やみつき感”の評価法の探索 

 
Examination of a new evaluation method for “YAMITSUKI”, the preference of 

fragrances formed by long-term continuous use of cosmetics 

 
武井 涼 1、渡邉 梨奈 2、興野 朝未 1、平井 美帆 1、相良 圭祐 1、小林 剛史 3 

Ryo Takei1, Rina Watanabe2, Asami Kyono1, Miho Hirai1, Keisuke Sagara1, Takefumi Kobayashi3 

 
1株式会社コーセー 研究所、2株式会社コーセー 美容開発部、3文京学院大学 人間学部 

1Research Lab., KOSE Corporation, Tokyo, Japan, 2Beauty Dev., KOSE Corporation, Tokyo, Japan, 3Dept. 

of Human Studies, Bunkyo Gakuin Univ., Saitama, Japan 

 
化粧品において、近年では香りのバリエーションは増加傾向にあり、香りが製品を差別化する重要な役割を担っ

ている。そのため香りの開発過程においては、品質追求のために嗜好調査が行われる。調査では化粧品を一時

的に使用し、その香りの好意度を含めた印象について回答する形式が一般的である。しかしこの形式では、化

粧品を購入後、使い終わるまで使用し続けるという消費者行動に基づいた、長期連用により形成される嗜好ま

でを評価することはできない。そこで我々は連用に伴い形成される嗜好“やみつき感”の評価法の開発を目的

として、化粧品を 1 ヶ月間連用し、その香りの印象（好き、嫌い、強い、親しみやすい、快、不快、覚醒度が

高い：VAS）を毎日記録したデータからやみつき感について検証を試みた。その結果、製品を連用することで

その香りを徐々に好きになるパネルの中で、連用後もその香りを強く、覚醒度が高いと評価する傾向を有する

集団が確認された。このことから、化粧品の香りの印象として、好意度に加えて感覚強度、覚醒度の指標を連

続的に評価することで、消費者行動に基づいた連用により形成される嗜好“やみつき感”について評価できる

可能性が示唆された。 

  
  

*P-22 出生直後の赤ちゃんの頭の匂いのはたらきを探る：感覚評価と心理効果 

 
Putative role of the newborn baby’s head odor: Sensory evaluation and 

psychological effect 

 
米谷 充史 1、上尾 達也 2、柳瀬 詩穂子 3、針山 孝彦 4、鈴木 一有 5、金山 尚裕 6、大坪 庸介 7、永

田 仁史 8、尾崎 まみこ 8 

Atsushi Kometani1, Tatsuya Uebi2, Shihoko Yanase3, Takahiko Hariyama4, Kazunao Suzuki5, Naohiro 

Kanayama6, Yohsuke Ohtsubo7, Yoshifumi Nagata8, Mamiko Ozaki8 

 
1 神戸大学 人文学研究科  心理学講座、2 奈良女子大学 共生科学研究センター、3 神戸大学 理学部  生物

学科、4 浜松医科大学 光先端医学教育研究センター ナノスーツ研究開発部、5 浜松医科大学 周産母子セン

ター、6静岡医療科学専門大学校、7岩手大学 理工学部、8神戸大学 工学部 

1Dept., Psychol., Grad. Sch. Humanities, Kobe Univ., Kobe, Japan, 2KYOUEI Sci. Center for Life and 

Nature, Nara Women’s Univ,. Nara, Japan, 3Dept. Biol., Fac, Sci., Kobe Univ., Kobe, Japan, 4Institute of 

NanoSuit, Preeminent Medical Phonics Education and Research Center, Hamamatsu Univ., Hamamatsu, 

Japan, 5Perinatal Medical Center, Hamamatsu Univ. Hospital, Hamamatsu, Japan, 6Shizuoka College of 

Medicalcare Sci., Mamamatsu, Japan, 7Fac. Sci. & Engineering, Iwate Univ., Morioka Japan, 8Grad, Sch. 

Engineering, Kobe Univ., Kobe Japan 

 
要新生児の頭部の匂いの分析結果をもとに化学的模擬臭を調整し、匂い関連の言葉を適宜選んで質問紙を作成

して感覚評価テストを行った。今回は、標準的な成分構成を示す 14 人と個性的な成分構成を示す 5 人、計 19

人の赤ちゃんの頭部の匂いについての結果を紹介する。回答を得点化していえることは、「好」「悪」判定にお

いては、概して好＞悪、「快」「不快」判定においては快＞不快の得点傾向がみられ、「癒される」「爽やかな」

といった言葉における得点が高いことである。一方で、赤ちゃんの匂いのイメージを表すといわれてきた「甘

い」「乳のような」「粉っぽい（Powdery）」といった言葉の得点は必ずしも高くなかった。実際の出生直後の赤

ちゃんの頭部の匂いは、赤ちゃんにまつわる一般的なイメージとは異なっているようだが、その匂いを嗅ぐ成

人に対しては、総じてポジティブな感覚を引き起こす可能性が示唆された。より詳細な議論も加えて発表をし

たい。 

  
  



  
*P-23 呼吸が香りによる味覚増強に与える影響 

 Effects of breathing on taste enhancement by aroma 

 
天野 祥吾 1、鳴海 拓志 2、小早川 達 3、小林 正佳 4、田村 昌彦 1、和田 有史 1,5 

Shogo Amano1, Takuji Narumi2, Tatsu Kobayakawa3, Masayoshi Kobayashi4, Masahiko Tamura1, Yuji 

Wada1,5 

 
1 立命館大学 BKC 社系研究機構、2 東京大学大学院 情報理工学系研究科、3 産業技術総合研究所 人間情報イン

タラクション研究部門 身体情報研究グループ、4 三重大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科、5 立命

館大学 食マネジメント学部 

1BKC Res. Org. of Soc Sci., Ritsumeikan Univ., Shiga, Japan, 2Grad. Sch. of Inf Sci. & Tech., the Univ. of 

Tokyo, Tokyo, Japan, 3Physiol Sys. Res. Gr., HIIRI, AIST, Ibaraki, Japan, 4Dept. of Otorhinolaryngol. Head 

Neck Surg., Mie Univ. Grad. Sch. of Med., Mie, Japan, 5Coll. of Gaston Mgmt, Ritsumeikan Univ., Shiga, 

Japan 

 
オルソネーザルアロマとレトロネーザルアロマは質的に異なる知覚経験を生み出すことが知られている。この

差を生み出す要因としては様々な可能性が考えられているが、その一つとして呼吸による運動感覚があげられ

る。たとえば、嗅覚刺激の呈示タイミング（参加者の吸気時 or 呼気時）でオルソネーザル条件とレトロネー

ザル条件を操作した先行研究では、香りによる味覚増強効果に条件間で差がみたれた。しかしながら、この研

究では嗅覚刺激の呈示位置が条件間で異なっており（鼻孔前 or 口腔内）、呼吸の要因と交絡していたため、呼

吸が 2 つのアロマの差を生む要因なのか厳密には分かっていない。そこで本研究では両条件でも同じ位置（鼻

腔内）から嗅覚刺激を呈示することで、先行研究の追試を行った。結果、有意傾向ではあったものの条件間で

観測された香りによる味覚増強効果は先行研究と同様のパターンを示した。呼吸がオルソネーザル・レトロネー

ザルアロマの差を生み出す要因であることが示唆された。 

 

  
  

*P-24 嗅知覚の一貫性―形容詞選択を指標とした検討― 

 Consistency of adjective choice for characteristics of odor 

 
小川 緑、綾部 早穂 

Midori Ogawa, Saho Ayabe-Kanamura 

 
筑波大学人間系心理学域 

Faculty of Human Sciences, Univ. of Tsukuba 

 
嗅知覚は、ニオイを嗅いだ際に他の感覚から得た情報や嗅いだ文脈などの影響を受け、一貫しにくいとされる。

本研究では、ニオイに対して量的評価は行わず、ニオイの特徴にあてはまる形容詞の選択を 2 回繰り返し、選

択される形容詞がどの程度一貫するのかを検討した。具体的な物体は想起されにくいが、刺激間の弁別が比較

的容易な香水 5 種類を嗅覚刺激として用いた。嗅覚刺激を嗅ぎ、48 の形容詞からあてはまるものを選択させた。

これを別日に 2 回行い、2 回の間での選択される形容詞に変化がみられるかを検討した。形容詞ごとに、各実

験参加者（全 20 名）が、1 回目，2 回目ともに選択した場合（使用変化なし）、選択しなかった場合（未使用

変化なし）、1 回目と 2 回目で選択の有無に変化があった場合（変化あり）を数え、それぞれ割合を算出した。

その結果、使用変化なし、未使用変化なし、変化ありの間で割合に大きな差はみられず、ニオイに対して形容

詞があてはまるか否かの判断を行う場合では、比較的に安定した判断がされることがわかった。しかし、形容

詞の種類によっては、嗅覚刺激間で選択の有無や 1 回目、2 回目間の選択の変化にばらつきがあることも示さ

れた。 

 

 

 

 

 

  
  



 

  
*P-25 調香師を対象とした香りに対する色の調和傾向を説明変数とする香りの分類 2～香りの非言語的表現

における色の印象の役割～ 

 
Classification of aromas based on color-aroma harmonization by flavorists 2 

—The role of color impression in nonverbal expression of aroma— 

 
若田 忠之 1、野尻 健介 2 

Tadayuki Wakata1, Kensuke Nojiri2 

 
1早稲田大学 グローバルエデュケーションセンター、2長谷川香料(株) 総合研究所 

1Global Education Center, WASEDA Univ., Tokyo, Japan, 2T.HASEGAWA CO.,LTD. R&D CENTER., 

Kanagawa, Japan 

 
調香師を対象として香りの印象評価と、調和する色によって香りを表現する実験を行った結果、色の調和傾向

が類似する香りは印象も共通する傾向が認められた(若田・野尻; 2019)。そこで本研究は色について同一の実験

参加者群を対象に香りと同じ印象評価を実施し、色を用いた香りの表現における印象の関係性について検討す

ることを目的とした。色刺激は PCCS 表色系よりトーン、色相、無彩色を系統別にまとめた 25 パターンを用

い iPod 上に提示した。印象評価は 20 形容詞対で構成された Semantic Differential 法を用いた。実験には 33

名の調香師が参加した。若田・野尻(2019)でのデータも併せて解析した結果、香りと色の印象評価値に対する

主成分分析において 4 主成分が得られ、第 1 主成分は色のトーンが寄与し、第 2 主成分には色相が寄与するこ

とが示唆された。また、クラスター分析によって色を説明変数とした香りの分類を行い第 1、第 2 主成分との

関連を調べた結果、各クラスターを構成する調和色の特徴と主成分得点における色の印象に関連が見られた。

このことから、色によって分類した香りの印象が類似した背景として、色が印象を反映し、香りを非言語的に

表現できる可能性が示唆された。 

 

 

  
  
P-26 嗅覚における極微量の亜鉛イオンの役割 

 Role of trace zinc ions in olfaction 

 
石丸 正 

Tadashi Ishimaru 

 
医療法人社団 耳順会 ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 

Hyotan-machi ENT Clinic 

 
1998 年と 1999 年の本会において、亜鉛をキレートするとニオイに対するウシガエルの EOG が低下し、フェ

ムトモルレベルの亜鉛を投与すると回復することを報告した。その後、同様の現象がコレラ毒素刺激において

も観察されることを確認していたが、発表する機会を逸していた。なお、ニオイ刺激としては、アミルアセテー

トとメントンを用いている。亜鉛キレートには、ジチゾンを用いた。過去の発表では、フォルスコリンに対す

る EOG では、亜鉛キレートによる電位低下を認めていないことから、イオンチャンネルや ATPase への効果

でなく、Golf への効果を推測していた。 G 蛋白を刺激するコレラ毒素が、におい物質と類似の挙動をするこ

とから、嗅細胞のニオイ受容には、微量の亜鉛が必要で、その作用部位は G 蛋白が推測された。未発表のまま

20 年近く経過してしまったデータだが、この間、類似の報告は未だ無い。しかしながら、本結果を支持するよ

うな論文が近年見られるようになり、あえて発表することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



  
P-27 ネコのマタタビ反応における神経生理学的メカニズムの解明 

 
Studies on the neurophysiological mechanism of the response to silver vine in the 

domestic cat (Felis catus) 

 
上野山 怜子 1、宮崎 珠子 1、安立 昌篤 2、小野田 伊吹 2、片山 理恵子 1、山下 哲郎 1、金子 周司 3、

西川 俊夫 2、宮崎 雅雄 1 

Reiko Uenoyama1, Tamako Miyazaki1, Masaatsu Adachi2, Ibuki Onoda2, Rieko Katayama1, Tetsuro 

Yamashita1, Shuji Kaneko3, Toshio Nishikawa2, Masao Miyazaki1 

 
1岩手大学総合科学研究科、2名古屋大学大学院生命農学研究科、3京都大学大学院薬学研究科 

1Fac. of Agriculture, Iwate Univ., Iwate, Japan, 2Grad. Sch. of Bioagricultural Sciences, Nagoya Univ., 

Aichi, Japan, 3Grad. Sch. of Pharmaceutical Sciences, Kyoto Univ., Kyoto, Japan 

 
ネコはマタタビを大好物とする。マタタビを嗅いだネコは、葉を舐め、顔や頭を擦り付け、陶酔しているよう

に葉の上で転げ回る（マタタビ反応）。我々は、マタタビ葉からネコにマタタビ反応を誘起するイリドイド化合

物を同定したが、その作用機構は未解明であった。本研究では、ネコのマタタビ反応の発動に関わる神経生理

学的メカニズムの解明を目的として、動物の多幸感に関わる神経系の一種である μ オピオイド系がマタタビ反

応に関与するか検証した。活性物質に対するマタタビ反応後のネコでは、μ オピオイド系の内因性リガンドで

ある β エンドルフィンの血中濃度が反応前と比較して有意に上昇していた。ネコに μ オピオイド受容体の阻害

薬であるナロキソンを筋肉内投与すると、活性物質に対するマタタビ反応時間が生理食塩水投与時に比べ顕著

に減少した。以上の結果、μ オピオイド系を介した情動系がネコのマタタビ反応の発動に機能していることが

明らかになり、マタタビ反応中のネコは多幸感を得ていると考えられた。また、外因性オピオイドとは異なり

イリドイド化合物に対して依存性がないのは、嗅覚刺激を介したオピオイド受容体の活性化によるものと示唆

された。 

 

  
  
P-28 神経性食思不振症モデルマウスの行動と脳活動性の解析 

 Behavior and brain activity of the model mice for anorexia nervosa 

 
西山 典寛、山口 正洋 

Norihiro Nishiyama, Masahiro Yamaguchi 

 
高知大学医学部統合生理学講座 

Department of Physiology, Kochi Medical School, Kochi University 

 
神経性食思不振症（Anorexia nervosa; AN）は若年女性に好発し、拒食などの摂食障害による著しい痩せを主

症状とし、一方で体の活動性は高く保たれる特徴を持つ精神疾患である。極端な痩せ願望や肥満に対する恐怖

心が発症の引き金となることが知られているが、その病態メカニズムは不明であり治療法も確立されていない。

この病態理解のため、AN のモデルマウスを作成して行動および食行動に関わる脳領域の活動性を検討した。

若年メスマウスに、運動ホイールによる自発運動促進と摂食制限（1 日の食餌時間を 6～4 時間に制限）を組み

合わせてモデルマウス(Activity-based anorexia mouse; ABA マウス)を作成したところ、摂食量と体重の減少、

また明期にも運動性が高まる行動の概日リズム異常が観察された。更に ABA マウス脳の c-Fos および pERK

抗体を用いた免疫組織染色によって脳領域の活動性を検討した。食の意欲と恒常性のバランス機構に着目し、

食の意欲を司る腹側線条体に属する嗅覚領域や、食の恒常性を司る視床下部の神経核などを中心に解析した結

果を報告する。 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

  
P-29 嗅覚障害モデルマウスの嗅覚輸送を用いた治療効果の検討 

 
The analysis of therapeutic effect using olfactory transport in olfactory disorder 

model mouse 

 
金田 春佳 1、太田 拓希 2、荒木 匠 1、遠藤 翔太 1、鈴木 一生 3、澤田 研 1 

Haruyoshi Kaneta1, Hiroki Ota2, Takumi Araki1, Syota Endo1, Issei Suzuki3, Ken Sawada1 

 
1室工大・生産システム工学系専攻、2室工大・応用理化学系学科、3室工大・環境創生工学系専攻 

1Div. of Production Systems Engineering, Muroran Inst. Tech., Muroran, Japan, 2Dep. Applied Sciences, 

Muroran Inst. Tech., Muroran, Japan, 3Div. Sustainable and Environmental Engineering, Muroran Inst. 

Tech., Muroran, Japan 

 
本研究では匂い分子結合タンパク質をキャリアとし薬剤を鼻腔内投与により脳へ薬剤輸送を行うことで中枢神

経系疾患の高効率な治療方法を検討している。これまでに嗅粘液層に分布している匂い分子結合タンパク質の

生理機能の解析を行ってきた。このタンパク質は薬剤のキャリアとして有効であると考えている。その理由は

1.匂い分子と薬剤の構造が類似している 2.リポカリン・ファミリーに属しその特徴である樽型構造の内腔に薬

剤が結合することで代謝されにくくなる。本研究で使用した中枢神経系疾患のモデルはアルツハイマー型認知

症などの初期症状であると考えられている嗅覚障害に注目した。このマウスは慢性的なストレスを与えること

で嗅覚障害を起こしているが短期記憶に異常は見られていない。薬剤は日本鼻科学会嗅覚検査検討委員会制定

の嗅覚改善評価法で 78％の何らかの改善判定が得られているリンデロン点鼻薬を濃度別に使用した。人に投与

する適性値の 1/10 濃度の薬剤をモデルマウスに使用した際、嗅覚症状の改善が見られ、1/100 濃度ではモデル

マウスに変化は見られなかった。現在、匂い分子結合タンパク質を用いた薬剤輸送系の検討を行っている。 

 

 

 

  
  
P-30 匂い刺激後の嗅上皮における匂い分子結合タンパク質の取り込み機構の解析 

 
Analysis of uptake mechanism of odorant binding protein in the olfactory 

epithelium after odor stimulation 

 
花崎 寧々1、大村 勇人 1、上野山 修平 1、山田 颯馬 2、澤田 研 3 

Nene Hanazaki1, Yuto Omura1, Syuhei Uenoyama1, Soma Yamada2, Ken Sawada3 

 
1室工大 生産システム工学系専攻、2室工大 応用理化学系学科、3室工大 環境創生工学系専攻 

1Div. of Production Systems Engineering, Muroran Inst. Tech., Muroran, Japan, 2Dep. Applied Sciences, 

Muroran Inst. Tech., Muroran, Japan, 3Div. Sustainable and Environmental Engineering, Muroran Inst. 

Tech., Muroran, Japan 

 
我々はこれまでに両生類アカハライモリの嗅組織から単離された匂い分子結合タンパク質の生理機能の解析を

行ってきた。このタンパク質は嗅上皮表面の嗅粘液に分布して嗅神経細胞へ匂いを受け渡し、嗅覚受容体の匂

い感度上昇に関与していることを明らかにしてきた。また、匂い刺激時タンパク質の時間応答分布を解析した

結果、刺激前は嗅粘液層に分布していたが刺激後嗅上皮内に取り込まれ、その後消化されていることがわかっ

た。消化後には新たに分泌されたタンパク質が嗅粘液層に分布していた。嗅粘液層に分布する全てのタンパク

質が細胞内へ取り込まれたことから、匂い刺激されていない細胞であっても取り込みが行われると推測された。

そこで、二つの疑問が挙げられた。1.細胞内に取り込まれる分子機構、2.未刺激の細胞に取り込まれている分子

機構。 本研究では 1.に注目して研究を行っている。この分子機構はエンドサイトーシスで取り込まれている

と推測した。エンドサイトーシス時に形成されるエンドソーム内の酸性化を可視化するためにアクリジンオレ

ンジを用いた結果、エンドサイトーシスを示すシグナルが確認できた。現在、より詳細な時間応答を解析中で

ある。 

 

 

  
  



  
P-31 前向性記憶の形成と想起に及ぼす匂いの影響 

 Influence of odor on formation and remembering of forward memory 

 
関口 晋 1、佐藤 比奈子 2、須藤 瑠南 2、木村 静華 2 

Susumu Sekiguchi1, Hinako Sato2, Runa Sudo2, Shizuka Kimura2 

 
1新渡戸文化短期大学生活学科食物栄養専攻、2郡山女子大学家政学部食物栄養学科 

1Dept. of Food Nutr., Nitobe Bunka Collage, Tokyo, Japan, 2Dept. of Food Nutr., Koriyama Women’s Univ., 

Koriyama, Japan 

 
匂いが与える心理的影響については多種多様な例が報告されており、特に記憶については鮮明な自伝的記憶を

想起させる特性がプルースト現象として広く知られている。本研究は、心理面への作用が異なる匂いが、エピ

ソード記憶の形成と想起にどのような影響を及ぼすかについて、前向性記憶を標的とし言語性記憶と視覚性記

憶の場合それぞれを検討した。嗅覚刺激のための匂いとしては、日本の日常生活臭の類型を参考として快と不

快の観点を考慮した予備実験を踏まえて、チョコレートとガソリンが選択された。本研究の結果からは、嗅覚

条件が記憶の保持に影響を及ぼすことが示された。記憶保持率は、よりネガティブな（不快な）心理状態を喚

起させる匂い条件（ガソリン）でより低い値を示した。この匂い条件では、心理的影響質問項目「記憶に残る

－忘れっぽい」が記憶の形成時と比較して記憶の想起時に、有意により「忘れっぽい」値を示していた。これ

より、ネガティブな心理状態を喚起させる匂い条件は、想起を妨げるような心理状態を促すような作用も含ん

でおり、この作用が記憶保持率の結果に影響を及ぼした可能性があると考えられる。 

 

 

 

 

 

  
  
P-32 スギを原料としたアルコール飲料の香りに対する主観的評価 

 Subjective assessments of aroma of alcohol made from sugi 

 
松原 恵理、野尻 昌信、大塚 祐一郎、楠本 倫久、松井 直之、橋田 光、鈴木 悠造 

Eri Matsubara, Masanobu Nojiri, Yuichiro Otsuka, Norihisa Kusumoto, Naoyuki Matsui, Koh Hashida, 

Yuzo Suzuki 

 
森林総合研究所 

FFPRI, Tsukuba, Japan 

 
森林総合研究所では樹から造る木の酒の開発を進めており、湿式粉砕した木材そのものを発酵させることで、

木の香りを豊富に含むアルコールが得られることが分かっている。これまでに、スギやミズナラなどの複数の

樹種を用いて試験製造を実施し、酵母の種類や蒸留回数などの製造条件が木の香り成分やその組成に及ぼす影

響について検討してきた。一方で、木から造った新規性の高い酒に対する人の嗜好性については分かっていな

い。そこで、SD 法による調査用紙を作成して、スギを原料とした木の酒の香りに対する主観的な評価を調査し

た。試料として、市販酒 5 種とスギを原料とした木の酒 1 種の計 6 種類の酒を用いた。被験者は、各酒に浸し

た試験紙の香りを嗅いで評価した。また、被験者は当所職員で、男性 25 名、女性 8 名の計 33 名であった。解

析の結果、スギを原料とした木の酒は、市販酒と比べて「個性的な」酒と評価されることが分かった。本研究

は、農研機構生研支援センター｢イノベーション創出強化研究推進事業｣及び森林総合研究所運営費交付金プロ

ジェクト（課題番号：201806）の支援を受けて行った。 

 

 

 

 

 

  
  



 

  
P-33 新生児の頭部の匂いの個別化学分析：標準的な匂いと個性的な匂いの存在 

 
Individual analyses of newborn baby’s head odors: A standard and several 

characteristic patterns 

 
上尾 達也 1,2、柳瀬 詩穂子 2、針山 孝彦 3、永田 仁史 4、鈴木 一有 5、金山 尚裕 6、米谷 充史 7、大

坪 庸介 7、綾部 早穂 8、尾崎 まみこ 1,2,9 

Tatsuya Uebi1,2, Shihoko Yanase2, Takahiko Hariyama3, Yoshifumi Nagata4, Kazunao Suzuki5, 

Naohiro Kanayama6, Atsushi Kometani7, Yousuke Ohtsubo7, Saho Ayabe-Kanamura8, Mamiko 

Ozaki1,2,9 
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研究開発部、4岩手大学 院 理工学、5浜松医科大 周産母子センター、6静岡医療専門大学校、7神戸大 文 心理

学、8筑波大 人間系(心理学域)、9神戸大 工 

1KYOUSEI Science Center for Life and Nature, Nara Woman’s Univ., 2Dept. of Biology, Fac./Grad. Sch. of 

Science, Kobe Univ., Kobe, Japan, 3Institute for NanoSuit Research, Preeminent Medical Photonics 

Education & Research Center, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Japan, 4Grad. 

Sch. of Science and Engineering, Iwate Univ., Morioka, Japan, 5Perinatal Medical Center, Hamamatsu 

Univ. Hospital, Hamamatsu, Japan, 6Shizuoka College of Medicalcare Science, Hamamatsu, Japan, 7Dept. 

of Psychology, Graduate School of Humanities, Kobe Univ., Kobe, Japan, 8Div. of Psychology, Fac. of 

Human Sciences, Univ. of Tsukuba, Tsukuba, Japan, 9Grad. Sch. of Engineering, Kobe Univ., Kobe, Japan 

 
我々は、「受動的な存在と思われている新生児が、母親や共在する対面者に向け生得的に持っている匂いを発信

し、ごく初期の社会関係性を生みだす」との仮説のもと、出産直後の新生児の頭の匂いを非侵襲的に採取する

方法を開発し、GCxGC-MS を用いた高分解能の化学分析に成功した（Uebi et al., Scientific Reports, 2019）。

今回、新たに 19 人の新生児から頭部の匂いを採集、分析した。検出された成分のうち、上位 20 成分の構成比

を新生児間で比較したところ、14 人がよく似た“標準的な成分構成”を示し、残りの 5 人がそれぞれ異なる少

数の成分において含有比が増減する“特徴的な成分構成”を示した。このことから新生児の頭部の匂いとして

は、ある標準的な匂いパターンが存在し、そこからわずかな変化が生じることで、個性を生じさせる匂いにな

ることが分かった。これらの分析結果をもとに、個別の調香品を作製して心理実験した結果などは、別途、共

同研究者が発表する。 

  
  
P-34 加齢に伴う女性の頭皮臭変化に関する研究 

 Studies on changes in scalp odor of women with aging 

 
横山 裕実 1、望月 佑次 1、金子 友紀 2、高橋 京子 1、福嶋 一宏 1 

Hiromi Yokoyama1, Yuuji Mochizuki1, Yuki Kaneko2, Kyoko Takahashi1, Kazuhiro Fukushima1 
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近年、加齢に伴う体臭変化に対する人々の意識が高まり、ニオイのエチケットへの関心が高まっている。我々

はこれまで、加齢に伴う女性の体臭変化に関する研究を行い、本学会でも研究結果の報告をおこなってきた。

さらに加齢に伴う女性のニオイに対する意識調査をしていく中で、一般的な女性の多くが、加齢に伴い頭皮臭

が変化していると感じている事が判明した。そこで、本研究では、10 代～50 代の女性を対象として頭皮臭の

評価を行い、加齢に伴う女性の頭皮臭変化について研究を行った。その結果、若年層群と加齢層群では明らか

に頭皮臭が異なっており、主な原因物質を比較したところ加齢層群において、2－ノネナールの増加、ラクトン

類の減少が確認された。また、脂肪酸類に関して、若年層群と加齢層群で組成が大きく変化している事が明ら

かとなった。さらに、ラクトン類による 2－ノネナール、脂肪酸類に対するマスキング及び、快・不快度への

影響を検証した結果、高い改善効果がある事が分かったので、合わせて報告をする。 

 

  
  



  
P-35 嗅知覚の一貫性 －形容詞による評価を指標とした検討― 

 Consistency of adjective evaluation for characteristics of odor 

 
竹内 愛 1、綾部 早穂 2 

Ai Takeuchi1, Saho Ayabe-Kanamura2 

 
1筑波大学大学院 人間総合科学研究科、2筑波大学 人間系 
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嗅知覚は個人差が大きく、経験や他の感覚からの情報などの影響を受け、一貫しにくいといわれている。本研

究では、ニオイの知覚が、従来のニオイの評価によく用いられる形容詞への当てはまり度評価を 2 回繰り返し

た場合で、どの程度一貫（相関）するのかを検討した。実験参加者は 29 名（M13 名）で、ニオイ刺激には 7

種類の合成香料を使用した。 24 種類の形容詞への当てはまり度評価には VAS を用いた。1 回目の評価から 1~3

日後に 2 回目の評価を行った。形容詞に対する当てはまり度評価について 24 形容詞ごとに参加者の平均値を求

め、1 回目と 2 回目の相関係数を求めたところ、（7 種類のニオイに対して）r24=0.91~0.97 の高い相関がみら

れた。しかし、24 形容詞ごとに各 29 名の参加者個人のニオイ刺激 7 種類（29×7=203）の 1 回目と 2 回目の

相関係数を求めたところ平均は r24=0.55 となった。ニオイ刺激 7 種類のうち 1 種類の評価においてでも低い

相関（r＜0.3）を示した参加者は 29 名中 24 名で、一方高い相関（r＞0.7）を示したのは 20 名であった。特定

の個人がすべてのニオイ刺激の 2 回の評価において高い相関を示すとは限らず、特定のニオイ刺激に対する評

価のみが高く相関を示すことはなかった。 

 

 

 

 

  
  
P-36 基本味に粘度を付与したときのラットの嗜好変化 

 The change of preference to basic taste by impregnating with thickners in rats 

 
中村 文彦、安尾 敏明、諏訪部 武、硲 哲崇 

Fumihiko Nakamura, Toshiaki Yasuo, Takeshi Suwabe, Noritaka Sako 

 
朝日大学歯学部口腔生理学分野 

Dept.Oral Physiol., Asahi Univ. Sch. Dent. 

 
嚥下機能に異常のある患者に対して、その食品に増粘剤を添加することは臨床上よく行われているが、この増

粘剤の添加が各種味物質に対する嗜好性をどのように変化させるのかについての基礎的研究は十分でない。そ

こで、代表的な増粘剤であるキサンタンガム（X）、グアガム（G）、ペクチン（P）（すべて 0.3%）の対蒸留水

嗜好性間に違いがあるかどうか、および、これらを基本味溶液に添加した際に、ラットの嗜好性がどのように

変化するのかを二ビン選択法により検討した。その結果、X や G の嗜好性は 20%以下と小さくラットはこれら

に対して嫌悪を示したが、P の嗜好性は他の 2 種より有意に大きく、増粘剤そのものもその種類によって嗜好

性に違いが見られることがわかった。基本味溶液にこれらの増粘剤を添加した時の嗜好性の変化は、味質と添

加した増粘剤の種類により様々なバリエーションが認められた。これらの結果は、食品への増粘剤の添加は、

その味質に対する嗜好性を複雑に変化させていることを意味し、臨床応用時には十分な注意が必要であるもの

と考えている。 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

  
P-37 偏食摂取動物の口腔脳腸連関 

 Oral-gut-brain circuit in animals fed unbalanced diets 

 
安尾 敏明、諏訪部 武、中村 文彦、硲 哲崇 

Toshiaki Yasuo, Takeshi Suwabe, Fumihiko Nakamura, Noritaka Sako 

 
朝日大学 歯学部 口腔生理学分野 

Dept. Oral Physiol., Asahi Univ. Sch. Dent. 

 
超高齢社会の日本では、高齢者が低栄養や微量栄養素欠乏状態となり、フレイル状態に陥ることが深刻な社会

問題となっている。その一方で、過体重や肥満症は増加傾向にある。いずれも偏食が一因であると考えられる。

摂取した食物の情報を口腔内や腸管の味覚センサーが受容し、神経、脳へと情報伝達され、食やエネルギー代

謝に関わる様々な調節系が働き、体に必要な栄養素の摂取調整が行われていることから、『口腔脳腸連関』の存

在が示唆されている。これまでに、ビタミン C（以下、VC）欠乏飼料摂取により、食欲不振、摂食量減少、体

重減少、飲水量減少が生じ、VC を含む酸味物質や食塩等に対する鼓索神経応答の低下が起き、茸状乳頭味細胞

において、一部の味覚センサー関連分子の発現量が低下すること、摂取行動が変化する可能性をラットを用い

た実験から示してきた。また、肥満症患者の空腸において一部の味覚センサー関連分子発現量が変化する可能

性も示してきた。現在は、迷走神経を切断した VC 欠乏飼料摂取動物の摂取行動、VC 欠乏動物の脳幹部や三叉

神経節、膝神経節における味覚センサーの発現について明らかにしようと試みており、これらについて紹介し

たい。 

 

 

 

 

 

  
  
P-38 ラッコの味覚受容体が機能的な理由を探求する。 

 Explore why taste receptors in sea otter are functional 

 
海老原 充 

Mitsuru Ebihara 

 
関東学院大学 

Kanto-Gakuin University 

 
本研究室では、ラッコのうま味・甘味・苦味・酸味・脂質受容体遺伝子を単離し、一部の苦味受容体を除き、

機能的であることを報告してきた。海棲の哺乳類の中で、多くの味覚受容体が機能的であるのはラッコだけで

あり、一方で同じイタチ科に属するカワウソにおいてさえ味覚受容体の偽遺伝子化が報告されており、同じよ

うな生活スタイルであるカワウソと整合性がとれない。そこで、カワウソとラッコの生育環境を比較し、ラッ

コの味覚受容体は積極的理由により機能的であると結論づけた。ラッコの成育する地域は北アメリカから千島

列島までの寒い地域である。そこは冬には氷が張ることにより海水の鉛直混合が起こり、海底の栄養塩が表層

に持ち上げられることによりプランクトンが増殖する。それらを求めて多くの生物が集まり、ラッコの餌とな

る貝やウニなども豊富に生息することができる。ところが、イタチ科であるラッコは皮下脂肪を蓄えることが

できず、冷たい海では体温を奪われてしまう。そのため、1 日に体重の 20～30%に相当する量を摂取すること

で体温を維持している。この量を食べるために、機能的な味覚受容体遺伝子を保持することを選択したと考え

られる。 

 

 

 

 

 

  
  



  
P-39 ラットの口腔顔面感覚の神経節におけるレニン-アンジオテンシン系について 

 Renin-angiotensin system in orofacial sensory ganglia of rats 

 
諏訪部 武、安尾 敏明、中村 文彦、硲 哲崇 

Takeshi Suwabe, Toshiaki Yasuo, Fumihiko Nakamura, Noritaka Sako 

 
朝日大学 歯学部 口腔生理学分野 

Dpt. of Oral Physiol., Sch. of Dent., Asahi Univ., Gifu, Japan 

 
レニン-アンジオテンシン系（RA 系）の最終生成物であるアンジオテンシン II は、アンジオテンシン II 受容体

の活性化を通じて血圧および体液・電解質バランスを制御することが知られている。またアンジオテンシン II

は、神経細胞における受容体の活性化を介して神経細胞の興奮性、神経突起伸長および神経細胞の移動を調節

することが報告されている。口腔顔面領域の感覚系における RA 系の役割を明らかにするため、本研究ではラッ

ト三叉神経節および膝神経節におけるおよびアンジオテンシン II 受容体の遺伝子発現について検討した。麻酔

下のラットから三叉神経節および膝神経節を採集し、これらの神経節から全 RNA を抽出し、逆転写によって

RNA テンプレートから cDNA を合成した。遺伝子発現レベルはリアルタイム PCR により決定した。アンジオ

テンシノーゲン、レニン、ACE、ACE2、アンジオテンシン II タイプ 1a、タイプ 1b およびタイプ 2 受容体

mRNA の発現が三叉神経節と膝神経節の両方で認められた。この結果は、三叉神経節および膝神経節の RA 系

で産生されるアンジオテンシン II が、各神経節に発現する受容体を介して口腔顔面領域の感覚神経回路を制御

している可能性を示唆する。 

 

 

 

 

 

  
  
P-40 抗生物質誘導性腸内細菌叢枯渇マウスの味覚嗜好性変化 

 Taste preference change in mice by antibiotics-induced microbiota depletion 

 
藍原 祥子、丸岡 祐子 

Yoshiko Aihara, Yuko Maruoka 

 
神戸大学大学院 農学研究科 

Graduate school of Agricultural Science, Kobe Univ., Kobe, Japan 

 
味覚の感受性は身体の栄養状態によって変化する。近年、食物の利用は生体の代謝機能だけでなく、共生する

腸内細菌の代謝に大きく依存することが明らかとなり、腸内細菌叢の乱れが消化管疾患や免疫疾患に繋がる可

能性も報告されている。抗生物質の服用は腸内細菌叢を変化させるが、ヒトにおいて味覚障害が生じる例が報

告されている。本研究では、マウスをモデルとして腸内環境変化による味覚変化の解析を行った。7 週齢の雄

性 C57BL/6J マウスに抗菌剤及び抗真菌剤を自由飲水させ、抗生物質誘導性腸内細菌枯渇（AIMD）群を作成

した。腸内細菌数の減少は糞中より抽出した DNA をリアルタイム PCR により定量して確認し、8–12 週齢と

なったマウスにリッキングテストによる味覚嗜好性評価テストを基本 5 味に対し行ったところ、甘味に対する

嗜好性のみ AIMD 群で有意な上昇が観察された。腸内細菌の代謝産物である短鎖脂肪酸を糞と盲腸内容物で定

量すると、乳酸、酢酸、酪酸、プロピオン酸の総量が有意に減少していた。血中レプチン量は群間で差が無かっ

た。以上より、短鎖脂肪酸の減少が甘味嗜好行動の増大に関与している可能性が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

  
P-41 唾液腺由来細胞 A253 株のアミノ酸による応答性と hTAS2Rs 及び a-Amylase の発現性について 

 
Responsivity of human salivary gland tumor cell line A253 to amino acids and 

expression of hTAS2Rs and a-Amylase 

 
榊原 七美 1、青木 三恵子 2、高尾 恭一 3、高尾 哲也 1 

Nanami Sakakibara1, Mieko Aoki2, Kyoichi Takao3, Tetsuya Takao1 

 
1昭和女子大学 生活機構研究科 生活科学研究専攻、2高知大学 医学部 環境医学、3日本大学 医学部 

1Grad. in Sciences and Culture, Grad. School of Life Sciences, Showa Women’s Univ., Tokyo, Japan, 2Med. 

Enviro. Med., Kochi Univ., Kochi, Japan, 3Med. Sch., Nihon Univ., Tokyo, Japan 

 
唾液分泌量低下は、食事量減少や嚥下障害、低栄養のリスクに繋がる事が知られている。食品成分による唾液

腺刺激により唾液量を増加させる事ができれば、QOL 改善が可能であると考えられる。そこで本研究では食品

中に含まれている多様な呈味性を持つアミノ酸を試料とし、ヒト顎下腺腫瘍由来細胞 A253 株の呈味成分への

応答性、hTAS2Rs 及び α-Amylase の発現性を検討した。A253 株培養後 Fluo-8 を導入し、細胞を刺激して応

答性の測定を行った。苦味を有する Arg, His, Leu, Met, Phe, Ile, Trp、甘味を有する Ala, Gly, Pro、苦味と甘

味を有する Lys, Val、甘味と旨味を有する Gln、基本 5 味に属さない Cys の刺激により応答性が認められた。

Cys は 0.8mM–8.3mM 間で濃度依存的に応答した。A253 株を 23 時間培養後、0mM–8.3mM Cys により 15min

処理し、qRT-PCRにて発現性の測定をした。0mMと比較し 8.3mMの発現量は減少し、濃度依存的に a-Amylase

の発現を抑制していた。Cys は α-Amylase の発現性を変化させる可能性があると考えられた。以上の様な事か

ら、A253 株は応答性を示した呈味成分によって唾液関連遺伝子の発現性が変化すると推察した。本研究は昭和

女子大学研究助成金により行われた。 

 

 

 

  
  
P-42 シカ肉エキスは肉醤になるか？ 

 Can deer meat extract be used as a seasoning like soy sauce? 

 
小木曽 加奈 1、斉藤 敦 2、山崎 慎也 2 

Kana Kogiso1, Atsushi Saito2, Shinya Yamazaki2 

 
1長野県立大学健康発達学部 食健康学科、2長野県工業技術総合センター 食品技術部門 

1Dept. Food and Health Sciences, Univ. of Nagano, Nagano, Japan, 2Nagano Pref. Gen. Ind. Tech. Center, 

Nagano, Japan 

 
近年、日本国内で野生鳥獣肉は活用が増えてきているが、一般消費者には「臭くて硬い」と思われており、ま

だまだその活用への動きは鈍い。本邦の食糧資源を確保・活用し、食糧自給率を増強していくための手法の 1

つとして、未利用野生鳥獣肉の消費を拡大すること、その加工品が高付加価値のあるものとして有効活用する

ための基礎・応用研究が必要だと考えた。今回はシカ肉を高圧処理したエキスを作成し、醤油のような調味料

として利用可能かどうかを検討した。 

シカ肉の加工には、東洋高圧社製のまるごとエキスを用いた。コントロールとして、何も添加しないものを作

成し、サンプルとして１つは食品添加物用のプロテアーゼを添加したもの、もう 1 つは醤油用麹抽出液を添加

したものを作成しシカ肉をエキス化した。作成したエキスは 10 倍容にして株式会社インテリジェントセンサー

テクノロジー社製の感性評価解析装置にて分析を行った。 

市販の醤油の文献値と比較するとシカ肉エキスは、うま味が強く、塩味や酸味が少ないことがわかった。しか

し、乳酸や食塩を添加することでこれらはカバーできる可能性が高く、新たな加工法として検討できることが

示唆された。 

 

 

 

  
  



  
P-43 英語に存在する慣用味名の探索 

 Search for customary aji (taste and flavor) names in English 

 
柳本 正勝 

Masakatsu Yanagimoto 

 
食品と味研究所 

Food and Taste Research Laboratory 

 
一昨年に提案した味の一覧表には、数多くの慣用味名が含まれている。英語にも慣用味名が存在すると仮定し

て、その具体例を探索した。候補とした用語は、主に 2つの英文コーパスデータベースを用い、tasteおよび flavor

の上に共起する名詞と形容詞を検索して得た。味名とみなす 4 要件のうち、「定型的な表現といえる」ための指

標は、アメリカ英語はNew York Timesと foodgawkerでのヒット件数、イギリス英語はThe Timesと allrecipes

でのそれとした。要件 4 を満たす条件は、指標の両方が判定基準値以上とした。他の 3 要件も満たす候補用語

を英語の慣用味名とみなした。Taste タイプの慣用味名としては、アメリカ英語で fresh taste と nutty taste

の 2 種が採用できた。2 種だけとはいえ、採用できたことが重要である。Flavor タイプの慣用味名としては、

アメリカ英語では、「食品名型」として chocolate flavor など 11 種、「形容詞型」として full flavor など 10 種、

「形容詞化食品名型」として nutty flavor など 6 種が採用できた。イギリス英語では、全体で 12 種を採用でき

たが、ほとんどはアメリカ英語の慣用味名と重複しており、単独で採用できたのは「形容詞型」の extra flavour

だけであった。 

 

 

 

 

 

  
  
P-44 かつおだし嗜好性におけるたんぱく質／砂糖摂取の影響 

 Influences of protein or sucrose ingestion on preference for dried bonito dashi 

 
近藤 高史 

Takashi Kondoh 

 
近畿大学農学部 食品栄養学科 

Dept. of Food Science and Nutrition, Fac. of Agriculture, KINDAI Univ., Nara, Japan 

 
ラットおよびマウスのかつおだし嗜好性は、高脂肪食摂取により著しく低下する。そこで、本研究では、

Sprague-Dawley（SD）ラットおよび C57BL/6N（B6N）マウスを用い、飼料中のタンパク質含量がかつおだ

し嗜好性に及ぼす影響を、二瓶選択法で調べた。さらに、高砂糖食摂取の影響も調べた。その結果、SD ラット

では、低タンパク質食（5%タンパク質含有食）あるいは高砂糖食（67%スクロース含有食）の摂取により、コ

ントロール食（20%タンパク質および 35%スクロース含有食）摂取群に比べて、かつおだし嗜好性が著しく低

下することを見出した。しかし、高タンパク質食（30%タンパク質含有食）の摂取は、かつおだし嗜好性に影

響しなかった。一方、B6N マウスでは、いずれの飼料を与えてもかつおだし嗜好性は影響されなかった。以上

の結果から、SD ラットでは、低タンパク質栄養状態あるいは砂糖の過剰摂取により、かつおだし嗜好性が著し

く低下することが示された。しかし、マウスではこのような変化が認められなかったことから、たんぱく質／

砂糖摂取の影響には種差があることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

  
P-45 ポジティブ感情における覚醒度の違いが味知覚に及ぼす影響 

 The effect of different arousal levels on taste perception in positive emotion 

 
図師 直弥 1、小川 緑 2、綾部 早穂 2 

Naoya Zushi1, Midori Ogawa2, Saho Ayabe-Kanamura2 
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1Graduate School of Comprehensive Human Science, Tsukuba Univ, Ibaraki, Japan, 2Faculty of Human 
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我々の先行研究（Zushi et al., 2019)では、ホラー動画を視聴した参加者は、コメディ動画を視聴した参加者と

比較して、甘味の強度を低く、苦味の強度を高く評価した。これにより感情状態が味の知覚に影響を与えるこ

とを示した。一方、この結果について、コメディ動画によって喚起された感情と比べ、ホラー動画では高い覚

醒が喚起されていたことが想定され、この覚醒度の違いによって味知覚に相違が見られた可能性も考えられる。

そこで、本研究では、覚醒度が味知覚へ及ぼす影響について検討した。実験参加者 40 名を、視聴する動画によっ

て 2 群に分けた。一方の群では、覚醒度の高いポジティブ感情を、もう一方の群では覚醒度の低いポジティブ

感情を喚起し、同一のミックスジュースに対する 5 味質の強度評価を群間で比較検討した。その結果、各 5 味

質の強度評価について有意な差は確認されなかった。この結果より、先行研究で確認された感情状態による味

知覚の相違は、覚醒度の違いのみの影響でないことを明らかにした。加えて、喚起されたポジティブ感情の程

度と味質強度評価の関係についても検討中である。 

 

 

 

 

 

  
  
P-46 味覚の色イメージに関する探索的研究 

 An explosive study about color representation of gustation 

 
坂井 信之 1、大沼 卓也 2、Alexsandre Raevsky3 

Nobuyuki Sakai1, Takuya Onuma2, Alexsandre Raevsky3 

 
1 東北大学大学院文学研究科 心理学研究室、2 近畿大学産業理工学部 経営ビジネス学科、3 モスクワ国立大学
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Japan, 3Fac. Psychol., Moscow State Univ., Moscow, Russia 

 
本研究では、google drive を用いたオンライン調査の形で、様々な概念に対する色イメージを実験参加者に評

定させた。今回調査した概念は、声（子どもの声、女性の声、男性の声）、基本味（甘味、うま味、塩味、酸味、

苦味）、健康に配慮した食品（お腹の調子を整える、体に脂肪をつきにくくする、肌の潤いを守る、睡眠の質を

高める、血圧を下げる、塩分に配慮した）であった。仮説としては、遠受容性感覚という共通性を持つ声に対

する色イメージは明確で個人差は少ない、食品に対する色イメージは経験や好みなどに個人差が見られるため

個人差が大きいというものであった。味覚の色イメージについては、感覚という点での共通性が影響する場合、

声の色イメージのように個人差が少ないと予測されるが、味覚の質ごとに具体的な食品が連想され、その食品

の色によって味覚の色イメージが影響される場合には、食品に対する色イメージと同様に個人差が大きくなる

と予想された。173 名の大学生から回答を得た結果、味覚に対する色イメージは、声の色イメージよりも個人

差が大きいが、食品に対する色イメージほどは個人差が大きくないことが示唆された。 

 

 

 

 

  
  



  
P-47 アドレノメデュリンによる T1Rs 非依存性甘味受容機構を介したマウス鼓索神経甘味応答の増強 

 
Enhancement of sweet taste responses by Adrenomedullin may be mediated by 

T1R-independent mechanisms in mouse gustatory tissues 

 
岩田 周介 1,4、井上 真由子 2、吉田 竜介 3、重村 憲徳 1、二ノ宮 裕三 4,5 
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1Sect Oral Neurosci, Grad Sch Dent Sci, Kyushu Univ., 2OBT Res Cent, Grad Sch Dent Sci, Kyushu Univ., 
3Dept. of Oral Physiol., Grad. Sch. of Med., Dent., and Pharm. Sci., Okayama Univ., 4Div of Sensory 
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Chemical Senses Center 

 
近年、人工甘味料も受容する T1R2/T1R3 以外に、糖輸送体を介した糖特異的受容経路の存在が示唆されてい

る。また、マウス味依存的頭相インスリン分泌は、人工甘味料で起きず糖摂取で生じ、T1R3 欠損による影響

を受けない。これらを併せ考えると、糖輸送体経路は T1Rs 依存性経路とは異なる機能を担う事が予想される

が、詳細は不明である。アドレノメデュリン(ADM)は、消化管で Na+・グルコース共輸送体(SGLT1)の発現を

増加させることが報告されている。そこで味細胞でも糖輸送体経路賦活化が生じるか検討するため、ADM 投与

による各味溶液に対するマウス鼓索神経応答の変化を調べた。その結果、野生型、T1R3 遺伝子欠損の両系統

のマウスで糖特異的な甘味応答の増強が生じた。糖に 10mM NaCl を加えると、SGLT１を介した甘味応答の

増強が生じる。ADM はこの効果を増強し、さらに SGLT1 阻害薬フロリジンで消失した。これらの結果から、

ADM は SGLT1 を介して甘味応答の増強を生じる可能性が示唆された。そこで、ADM 投与によるマウス味蕾

におけるグルコース取り込み量の変化を調べるため、舌前部剥離標本を用いた蛍光グルコースの味細胞取り込

み実験を行なった。 

  
  
P-48 レプチンによる甘味細胞応答抑制には PI3K が関与する 

 Involvement of PI3K in the sweet suppressive effect of leptin 
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Fukuoka, Japan 

 
レプチンは肥満細胞から分泌されるホルモンで、摂食を抑制、代謝を亢進し抗肥満作用を持つ。このような作

用と協調し、レプチンは末梢味覚器にも作用して、味細胞の甘味応答を選択的に抑制する。このレプチンによ

る甘味抑制効果は甘味受容細胞に発現するレプチン受容体（Ob-Rb）を介し KATP チャネルを活性化すること

で生じる。しかし、この間を繋ぐ細胞内情報伝達系はまだ不明である。本研究では、甘味受容細胞におけるレ

プチンのシグナル伝達系について解析した。甘味受容体コンポーネント T1R3 を発現する味細胞は、レプチン

のシグナル伝達系に関与する分子のうち、STAT3、SHP2、PI3K を発現し、STAT5 の発現はほとんど見られ

なかった。T1R3-GFP マウスを用いた GFP 発現味細胞応答記録により、レプチンによる甘味応答抑制は、PI3K

阻害剤（LY294002、wortmannin）により消失したが、STAT3 阻害剤（Stattic）および SHP2 阻害剤（SHP099）

は効果を示さなかった。また、レプチン刺激により味蕾内の T1R3 発現細胞で PIP3 の産生が見られた。以上

の結果から、レプチンの甘味抑制効果は、PI3K の活性化により KATP チャネルが活性化されることにより生

じると考えられる。 

 

 

  
  



 

  
P-49 ナトリウムの好ましい味を担う細胞内情報伝達メカニズムの解明 

 
The mechanisms of transduction and transmission underlying attractive sodium 

taste 

 
野村 憲吾 1、中西 光歩 1、樽野 陽幸 1,2 

Kengo Nomura1, Miho Nakanishi1, Akiyuki Taruno1,2 

 
1京都府立医科大学 細胞生理学、2国立研究開発法人科学技術振興機構 さきがけ 

1Dept. of Molecular Cell Physiology, Kyoto Prefectural Univ. of Medicine, Kyoto, Japan, 2JST PRESTO, 

Saitama, Japan 

 
食塩（NaCl）の過剰摂取は高血圧の最大のリスク因子だが、減塩目標の達成は困難である。その原因は、食塩

が魅力的な“おいしい味”を持つことにある。これまでに、食塩のおいしい味を担うセンサーとして上皮型 Na+

チャネル（ENaC）が同定されたが、肝心の Na+感知細胞（Na 細胞）は不明であり、細胞内情報伝達、および

神経伝達の仕組みも謎であった。今回我々は、ENaC と CALHM1/3 チャネルを共発現する細胞が Na 細胞で

あることを突き止め、その情報伝達の仕組みを解明した。まず、味蕾の ENaC 発現細胞の中に、ENaC を介し

た Na+流入に応じて活動電位を生じる細胞集団があり、この細胞が CALHM1/3 を発現することを見出した。

さらに、CALHM1 発現細胞で ENaC を欠損するマウス、および CALHM3 欠損マウスにおいて、NaCl に対す

る味神経応答と誘因行動が損なわれていること明らかにした。このことから、Na 細胞に ENaC を介した Na+

流入が起こると活動電位が生じ、電位依存性の神経伝達物質（ATP）放出チャネルである CALHM1/3 を活性

化することで、塩味情報が神経に伝達されると考えられた。本研究により、長年の謎であった、食塩のおいし

さを担う仕組みが細胞・分子のレベルで解明された。 

 

 

 

  
  
P-50 味蕾と味蕾周囲上皮の発生と維持 

 
Development and maintenance of taste epithelium: Taste buds and surrounding 

epithelium 

 
小柳 江梨子 1、中山 歩 1、日下部 裕子 2、原田 秀逸 1、齋藤 充 1、三浦 裕仁 1 

Eriko Koyanagi1, Ayumi Nakayama1, Yuko Kusakabe2, Shuitsu Harada1, Mitsuru Saito1, Hirohito 

Miura1 

 
1鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 口腔生理学、2農研機構 食品研究部門 感覚機能解析ユニット 

1Dept. Oral Physiol., Kagoshima Univ. Grad. Sch. Med. Dent. Scis., Kagoshima, Japan, 2Gustatory Biology 

Lab., Nat. Food Res. Inst., Ibaraki, Japan 

 
味蕾は味神経に依存して細胞がターンオーバーし、その構造と機能が維持される。本研究は、1) 味神経による

遺伝子発現誘導、2) 味蕾細胞の分化に重要とされる Sox2 と私達が味蕾基底部での発現(in situ hybridization)

を報告した Prox1 に着目し、味蕾と味蕾周囲上皮の発生と維持について解析した。 

1) マウス舌咽神経を切断すると、味孔周辺の Sprr2a の発現は味蕾と共に失われ、味蕾の近傍で発現レベルが

極めて低かった Krt13 の発現は上昇した。2) 味蕾に限局して強く発現するとされていた Sox2 は、味蕾の周囲

にも強く発現していた。一方、Prox1 は免疫染色では味蕾内のほぼ全ての細胞で検出された。発生過程では、

味蕾原基の形成から味蕾が完成するまで一貫して、Prox1 は味蕾内の細胞に限局し、Sox2 は味蕾周囲の細胞に

も発現していた。 

本研究により味孔を形成する味蕾周囲の上皮細胞も、味蕾と同様に、味神経に強く依存して維持されているこ

とが明らかになった。また、Sox2 は、味蕾とその周囲の細胞の発生運命を分けるのではなく、味孔を形成する

味蕾周囲の上皮細胞を含めた味覚上皮の発生に関与する可能性が示された。 

 

 

  
  



  
P-51 ラクトン類が辛味受容チャネル TRPV1 および TRPA1 に及ぼす作用 

 Effects of lactones on the sensory receptor channels TRPV1 and TRPA1 

 
日下部 裕子 1、周 蘭西 2、金子 秀 2、小川 雪乃 1 

Yuko Kusakabe1, Lanxi Zhou2, Shu Kaneko2, Yukino Ogawa1 

 
1農研機構 食品研究部門、2小川香料株式会社 

1Food Research Institute, NARO, Tsukuba, Japan, 2Ogawa & Co., Ltd., Tokyo, Japan 

 
香気成分は嗅覚刺激だけでなく、口腔内にも感覚刺激をもたらす。例えば、ハーブの香気成分の多くが辛味を

担うチャネルである TRPA1 を活性化することが知られている。一方、もう一つの代表的な辛味を担うチャネ

ルであるTRPV1については、カプサイシン、ショウガオール等により活性化することが知られているが、TRPA1

に比べてその数は限られている。そこで、ヒト TRPV1 を恒常的に発現している HEK293 細胞を利用してカル

シウムイメージングを行い、TRPV1 を活性化する香気成分を辛い食品に含まれる香気成分の中から探索した。

その結果、ココナッツオイルに含まれている γ-ノナラクトンが TRPV1 を活性化することを見出した。次に、

炭化水素鎖の長さが異なる複数のラクトンの TRPV1 と TRPA1 に対する活性を調べたところ、それぞれ限定し

た炭化水素鎖の長さを持つラクトンが活性をもたらすことを見出した。また、ラクトン類が果物や乳製品など、

穏やかな刺激をもたらすことに着目し、カプサイシンによる TRPV1 の活性とアリルイソチオシアネートによ

る TRPA1 の活性に対する抑制効果についても検討を行い、複数のラクトン類が TRPV1 と TRPA1 の抑制効果

を持つことを明らかにした。 

 

 

 

 

 

  
  
P-52 β2 アドレナリン受容体遺伝子 Arg16Gly 多型と口腔脂質感受性および睡眠との関係性の検討 

 
Association of β2 adrenoceptor gene Arg16Gly polymorphism with oral fat 

sensitivity and sleep 

 
成田 昂平 1、工藤 忠明 1、洪 光 2、富並 香菜子 1、林 陽平 3、中井 淳一 1 

Kohei Narita1, Tada-aki Kudo1, Guang Hong2, Kanako Tominami1, Yohei Hayashi3, Junichi Nakai1 
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ベーションリエゾンセンター 国際連携推進部門、3東北大学加齢医学研究所 医用細胞資源センター 

1Div. of Oral Physiol., Tohoku Univ. Grad. Sch. of Dent., Sendai, Miyagi, Japan, 2Liaison Center for 

Innovative Dent., Tohoku Univ. Grad. Sch. of Dent., Sendai, Miyagi, Japan, 3Cell Resource Center for 

Biomed. Res., IDAC, Tohoku Univ., Sendai, Miyagi, Japan 

 
口腔脂質感受性(OFS)や睡眠は摂食量に影響するとされる。また β2 アドレナリン受容体(ADRB2)は脂肪分解、

気管支拡張を仲介するシグナル分子であり、この遺伝子が Arg16Gly(R16G)多型の者では脂肪分解が促進する

とされる。本研究では健常若年者(平均年齢 23.3 歳、n＝29)における R16G 置換と OFS 等との関係を検討した。

検討には OFS の大きさを反映する OFS スコアを定義し活用した。更にエプワース睡眠スケール(ESS、日中の

眠気尺度)を含むアンケートを行った。被験者を遺伝子型が CC（R16R、正常ホモ接合型）の 5 名、CG(R16G、

ヘテロ接合型)の 17 名及び GG(G16G、異常ホモ接合型)の 7 名に分割したところ、OFS スコアについて、CG

及び GG 群は CC 群より有意に低い値を示し(P < 0.05)、ESS スコアにおいて CC 群は他の 2 群と比較し有意に

高い値を示した(P < 0.05)。これは R16R 多型が遺伝的に OFS 及び日中の眠気を増加させる可能性を示唆する。

従ってこの多型と OFS 並びに ESS との間の関係の更なる研究が ADRB2 の摂食行動に及ぼす影響の理解に繋

がる可能性がある。 

 

 

  
  



 

  
P-53 喉頭摘出者に対する Nasal airflow-inducing maneuver の効果―オープンエッセンスの誤反応

分析からの検討 

 
Effect of nasal airflow-inducing maneuver in laryngectomized patients: Analysis 

from misresponse of Open Essence 

 
石川 幸伸 1、鈴木 倫 2、柳 有紀子 3、栗原 みゆき 4、川村 なごみ 5 
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1Department of Speech and Hearing Sciences at Ookawa, International University of Health and Welfare, 
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University of Health and Welfare, Tokyo, Japan, 5Mita Hospital, International University of Health and 

Welfare, Tokyo, Japan 

 
喉頭摘出者は解剖的構造の変化から嗅覚の低下が生じる。このため、Nasal airflow-inducing maneuver (NAIM)

を用いた嗅覚リハが必要となる。喉頭摘出者の嗅覚リハの効果について、閾値・同定検査の正答数を用いた研

究は存在するが、誤り方の質を検討した研究は少ない。本研究では、オープンエッセンスの誤り方の分析から

NAIM の効果について検討する。 

研究デザインは、後向きコホート研究とした。対象は、NAIM の経験がある 24 名(経験有群)と NAIM 初回の

45 名(初回群)とした。各群に対し NAIM の正確性の確認や指導を行った後に、オープンエッセンスによる検査

を実施した。 

結果は正答数、近接クラスターへのエラー、わからない、無臭に関しては、両群で有意な差はなく、同一クラ

スターによるエラー、遠いクラスターへのエラーは経験有群が初回群に比べて有意にエラーが多かった。 

結果より、単に正答数だけでなく誤り方の質的分析をすることで NAIM による変化を示すことができると考え

られた。 

  
  
P-54 食事での「おいしさ感」生起を測定する－多次元生理応答の同時計測を用いた時系列官能評価法－ 

 

Detecting the timing of emergence of deliciousness feeling during eating 

—Combining multiple physiological measurements with time-series sensory 

evaluation methods— 
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1長谷川香料株式会社 総合研究所、2東京大学 
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食事は一連の摂食行動からなり、飲食物を口に入れる前の食前シーンから、口中で咀嚼や風味チェックを行い

嚥下する口中評価・嚥下シーン（さらに口入れ・咀嚼・嚥下の 3 シーンに分割）を経て、完全に嚥下した後の

余韻を楽しむ嚥下後余韻シーンへと展開する。飲食物の「おいしさ感」はどのシーンで出現し自律機能の変化

にどう反映されるのか？本研究では、摂食行動を高解像度で捉える手法の確立と「おいしさ感」出現の検出を

目指し、ソフトキャンディー摂食中の呼吸、心拍等の生理応答計測および時系列官能評価を同時に実施した。

結果、咀嚼シーンで、交感神経活動が増大、覚醒緊張が徐々に上昇し、嚥下シーンで覚醒緊張が最大になり、

嚥下シーン後に副交感神経活動が増大、覚醒緊張の緩和が観察された。「風味感」は口中評価・嚥下シーン全域、

「おいしさ感」は嚥下経験後のシーン後半に出現し、「満足感」等は嚥下後余韻シーンで多く観察された。本研

究より、風味感、おいしさ感や満足感等の出現を、心拍などの自律機能測定と時系列官能評価法によりモニター

する系を確立した。また、飲食物の「おいしさ感」は、大脳での「覚醒緊張－緩和」の時系列に反映されると

推測される。 

 

  
  



  
P-55 日本酒の吟醸香がヒトの心身に及ぼす鎮静効果 

 
Psychological and physiological sedative effect of ginjo-ka aroma components of 

sake 
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日本酒は様々な香りを有するが、その中でも特に清酒酵母によって生成される「吟醸香」は人々を魅了してき

た。吟醸香は、リンゴのような華やかな香りのカプロン酸エチルと、バナナのような芳醇な香りの酢酸イソア

ミルを主成分とする。本研究は、吟醸香に関する新たな知見を見出し、日本酒の香りの機能性を活用すること

を目的に統合生理学的手法を用い、女性 18 名を対象に、カプロン酸エチル及び酢酸イソアミルがヒトの心身へ

及ぼす作用を評価した。その結果、カプロン酸エチルまたは酢酸イソアミルを嗅ぐことで、多面的感情尺度お

よび気分状態（VAS）を用いた評価から、心理的なリラックス効果が認められた。一方、生理的には、瞳孔対

光反応の縮瞳率において、両香気成分で対照に比して有意な上昇が認められ、副交感神経活動の優位性が示さ

れた。また、皮膚温の変化から、それらの作用機序の違いが示唆された。以上の結果から、日本酒において、

これら吟醸香の存在が、高い嗜好性と合わせて心理生理両面で高い鎮静効果を発揮していることが明らかとなっ

た。 

 

 

 

 

  
  
P-56 香気強度が胃電図の無規則性に及ぼす影響 

 Effect of aroma intensity on degree of randomness of electrogastrogram signal 
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食品の香りは、食品の嗜好性や食欲に重要な役割を果たしていることから、食選択や食行動、さらには消化活

動にも影響を及ぼし得ると考えられる。したがって、消化活動の一つである胃運動も香りの影響を受ける可能

性があると予想されるが、嗅覚刺激がヒト胃運動に及ぼす影響についてはほとんど報告がない。そこで、本研

究では胃運動を制御する胃電気活動が測定可能な胃電図を利用することにした。健常者の胃電図を生成すると

考えられる数理モデルは非線形性を有し、かつ確率共鳴モデルにより記述されることが数値解析により確認さ

れている。そこで、無規則性の高い時間変動の解析に適した Wayland アルゴリズムにより並進誤差(Etrans)

の値を推定し、香りを呈示した時の胃電図の数理モデルに関する決定論性を評価した。また、心電図の測定お

よび官能評価も併せて行った。その結果、呈示した香料濃度の増加に伴い Etrans も増加する傾向がみられた。

そこで、官能評価の香気強度と Etrans との相関を調べたところ、正の相関関係が示された。Etrans の増加は、

決定論性の減少(=無規則性の増加)を意味することから、香りを強く感じることで胃電図の無規則性が増加した

可能性が示唆された。 

 

  
  



 

  
P-57 新型コロナウイルス感染症ストレスによる味覚障害 

 Taste disorder caused by stress of COVIT-19 pamdemic 
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新型コロナウイルス感染症の初発症状の一つとして、嗅覚障害、味覚障害が注目されている。我が国における

新型コロナウイルスの感染拡大は、2020 年 5 月連休明けまでの自粛政策により一時抑制されたものの、自粛終

了に伴い 6 月から激増し 7 月末には 1 日あたりの新規感染者数が全国で初めて 1000 人を超えた。このような、

新型コロナウイルス感染症の長期化と、連日増大する感染拡大は、経済ならびに社会問題を引き起こし、人々

に多大なストレスを与え続けている。当科味覚外来には、新型コロナウイルス自体によるものではなく、感染

症の蔓延とその対策の影響に起因した、仕事や生活に対する不安・ストレス・抑うつと関連した味覚異常、特

に口中の苦味を訴えて受診する患者が増加している。本発表では、典型的な症例を呈示し危険性を警鐘すると

ともに、その傾向を示し、今後の対策について考察を加える。今後、長期化が予想される with コロナにおい

て、全身健康維持の基軸をなす味覚に対する治療と予防は重要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
P-58 柏柳メモリアル 1：嗅覚障害の発生機序の違いによって異なる嗅球シナプスの可塑性 

 
Kashiwayanagi memorial 1: Differences in compensation of inhibitory synaptic 

inputs in mouse olfactory bulbs during olfactory dysfunction 
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我々は以前より嗅覚障害時の嗅球シナプス可塑性について報告してきた。ミトコンドリア阻害剤であるロテノ

ンの鼻腔内投与は、マウスの嗅球ドーパミンニューロンに細胞死を誘導し、嗅覚機能を低下させる。加えて、

嗅球の投射ニューロンにおいて、抑制性後シナプス電流の自発発生の頻度減少、電流振幅の増大を生じさせた。

ドーパミンニューロンは投射ニューロンと抑制性シナプスを形成することから、抑制性入力の頻度減少はドー

パミンニューロンの減少を直接反映するものと考えている。一方、入力振幅の増大は、シナプス入力の頻度減

少に対する代償機構の存在を示唆する。また、咀嚼の抑制によって口腔内からの体性感覚入力を制限したマウ

スにおいても嗅覚機能の低下が見られる。このマウスでは脳室下層から嗅球へ移動してくる新生介在神経の数

が減少していた。投射ニューロンへの抑制性シナプス入力の頻度は予想どおりに減少していた。しかし、ロテ

ノンを鼻腔内投与した場合とは異なり、振幅の増大は見られなかった。したがって、抑制性後シナプス電流の

代償は嗅覚障害の発生機序に依存するものと推察された。 

 

 

  
  



  
P-59 柏柳メモリアル 2: ドーパミン作動性介在ニューロンが減少した嗅球へのタリウム嗅神経輸送 

 
Kashiwayanagi memorial 2: Thallium olfactory nerve transport to the olfactory 

bulb with reduced dopaminergic interneurons in mice 
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To determine whether 201Tl (thallium-201) migration to the olfactory bulb is affected if the intact olfactory 

sensory neurons received reduced pre-synaptic inhibition signal from the dopaminergic interneurons in the 

olfactory bulb in vivo, following nasal administration of rotenone in rodents, we investigated thallium-201 

migration to the olfactory bulb with a reduced number of dopaminergic interneurons in the olfactory bulb 

and intact olfactory sensory neurons. The thallium-201 migration rate to the olfactory bulb was 

significantly increased after the intranasal administration of thallium-201 and rotenone in mice. In other 

side, mice olfactory neurons were not significantly damaged following rotenone treatment, thereby 

promoting nasal thallium-201 migration to the olfactory bulb. Our findings suggested that thallium-201 

migration to the axon terminals of intact olfactory sensory neurons is increased under reduced inhibitory 

input from damaged olfactory bulb interneurons. 

 

 

 

 

  
  
P-60 柏柳メモリアル 3：アルキルピラジン化合物の気相中濃度の経時的変化はマウスの忌避反応に影響を

与える 

 
Changes in gaseous concentration of alkylpyrazine analogs affect mouse 

avoidance behavior 
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Y 字型迷路(Y-maze)はマウスの匂い行動の研究に使われる装置である。我々以前にオオカミ尿に含まれる揮発

性のカイロモンの正体が1群のアルキルピラジン類縁体であることを報告した。Y-mazeを用いた実験において、

両短腕内、交差点付近、長腕部など、様々な部位の揮発性物質の濃度の違いや経時的な変化については報告例

がなかった。我々は、ヘッドスペース固相マイクロ抽出法（HS-SPME）と GC-MS を用い、迅速かつ正確に気

相中の揮発性物質濃度とその経時的変化を測定する評価系を作成した。その評価系を用いてアルキルピラジン

化合物の Y-maze 内における濃度分布を測定した。また各部位におけるアルキルピラジン濃度の経時的変化を 1

組(3 本)の SPME 抽出装置を用いて 5 分間にわたり測定した。さらに実際に Y-maze を使用して、これらのカ

イロモンとその類縁体 9 種類がマウスに対して誘起する忌避行動を 5 分間測定した。その結果、9 種類のアル

キルピラジン化合物のマウスに対する忌避率は、それら化合物の気相中濃度が継続的にかつ急激に上昇するも

ので高く、両者の間には有意な正の相関関係があることが分かった。 

 

 

 

  
  



 

  
P-61 香りの付加による果実モデル溶液の風味変動の評価 

 Flavor variation in model solutions by aroma addition 
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食べ物を食べる時、人間は味と香りから成る風味を認識しているため、食品の風味を理解するには香りを含め

た評価が必要である。これまでの研究では、香りの付加による一つの味への影響に焦点が当てられているが、

実際の食品では二つ以上の味が混合した状態で存在している。そこで、本研究では甘味と酸味を混合して果実

を模したモデル溶液を作製し、香りを加えたときの風味の変化について検討した。甘味酸味混合溶液（0.3%ク

エン酸、1.5%グルコース、1.5%フルクトース含有）に 3 種類の香料を加え、酸味および甘味の強さを順位法に

よって評価した。その結果、甘味もしくは酸味単独溶液に香料を加えても味の強さに変化は見られなかったが、

甘味酸味混合溶液にシトラールを加えることで甘味を弱く酸味を強く、フラネオールおよび γ-デカラクトンに

よって甘味を強く酸味を弱く感じる傾向が見られた。また、Temporal Dominance of Sensations（TDS）法に

よって評価したところ、香りの種類に依存して風味が変化した。以上の結果より、風味の変化は、香りによる

複数の味のバランスの変化によってもたらされる可能性が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

  
  
P-62 卵黄型マヨネーズにおける焼成香気の味覚への影響 

 Effect of the flavor of baked egg-yolk mayonnaise on taste 
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【目的】マヨネーズは様々な調理シーンで活用できる万能調味料であるが、焼成により風味が変化することが

経験的に分かっている。そこで、マヨネーズ焼成時の風味変化とその作用機序、および焼成香気の味への影響

について検討を行った。【方法】卵黄型マヨネーズを 190℃に熱したオーブンで焼き、専門官能評価パネルによ

り、風味を評価した。さらに、焼成時に生じる風味変化の作用機序を明らかにするため、マヨネーズの卵黄配

合量の違いが焼成時の風味変化に与える効果について、SPME-GC/MS による香気分析および、味認識装置に

よる呈味の評価を行った。【結果と考察】官能評価より、焼いたマヨネーズは焼く前と比較して先味・中味・後

味の風味が強くなり、香ばしさが増すことが分かった。また、卵黄が多いマヨネーズほど焼成によりコクに寄

与すると考えられる香気成分が増加することが示され、呈味評価から旨味・コクが増大することが示された。

よって、卵黄がマヨネーズ焼成時の風味変化、旨みやコクの増加に寄与していると考えられた。今後、焼いた

マヨネーズから抽出した香気成分を未焼成のマヨネーズに添加し、香りがマヨネーズの味の認識に及ぼす影響

を検証していきたい。 

 

 

 

 

  
  



  
P-63 苦味感受性と苦味受容体 TAS2Rs の遺伝子多型に関する研究 

 Bitter taste sensitivity to bitter food and the genetic polymorphism of TAS2Rs 
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ヒトにおける苦味は味細胞に存在する苦味レセプター（TAS2Rs）によって受容される。代表的な人工苦味物

質である Phenylthiocarbamide (PTC) に対する苦味感受性は TAS2R38の遺伝子多型によって個人差が説明で

きることが知られているが、食品中の苦味成分に対する苦味感受性については遺伝的要因の影響が明らかでは

ないものが多い。本研究では普段の食生活で摂取頻度に影響があると考えられる苦味物質が含まれている食品

などを対象にし、官能試験や味嗜好性に関するアンケート調査を行った。さらに SNP 解析により苦味レセプ

ターの遺伝子多型と苦味感受性との関連性について検討した。今回は主に、摂取頻度と苦味強度の関連性につ

いての結果報告を予定している。 

 

 

 

 

 

 

  
  
P-64 東北メディカル・メガバンクのリファレンスパネルを利用した苦味受容体の遺伝子多型とアルコール

飲料嗜好性の解析 

 
Genetic polymorphism of TAS2R38 and its influence on alcohol drinking habit in 

the reference panel of Tohoku Medical Megabank Organization (ToMMo) in Japan 

 
八巻 美智子 1,2、齋藤 弘貴 2、三森 隆弘 3、小野 彰 3、鈴木 洋一 3、長崎 正朗 3,4、鈴木 吉也 3、佐

藤 しづ子 5、庄司 憲明 5、磯野 邦夫 1、後藤 知子 1,6、白川 仁 1、駒井 三千夫 1 

Michiko Yamaki1,2, Hiroki Saito2, Takahiro Mimori3, Akira Ono3, Yoichi Suzuki3, Masao Nagasaki3,4, 

Kichiya Suzuki3, Shizuko Satoh-Kuriwada5, Noriaki Shoji5, Kunio Isono1, Tomoko Goto1,6, Hitoshi 

Shirakawa1, Michio Komai1 

 
1 東北生活文化大学、2 東北大学大学院農学研究科、3東北大学メディカル・メガバンク機構、4京都大学大学院

医学研究科、5東北大学大学院歯学研究科、6宮城学院女子大学 

1Tohoku Seikatsu Bunka University, Sendai, 2Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University, 

Sendai, 3Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University, Sendai, 4Graduate School of 

Medicine, Kyoto University, Kyoto, 5Tohoku University Graduate School of Dentistry, Sendai, 6Miyagi 

Gakuin Womens University, Sendai 

 
東北メディカル・メガバンク機構（ToMMo）のリファレンスパネル 2000 人規模のデータを利用して、苦味受

容体の遺伝子多型と、アルコール飲料嗜好性等のアンケート調査データに記載された食習慣との関連性につい

て解析した。苦味受容体 TAS2R の役割は口腔内で苦味物質を検知するばかりでなく、消化管粘膜の上皮細胞

を介して苦味物質の摂取量も制御している可能性も考えられる。ヒト苦味受容体の TAS2R38 には一塩基多型

（SNP）による遺伝子多型があり、アミノ酸配列の 3 箇所の位置で連鎖した変異がみられる。解析の結果、2047

人の被験者のうちの 16 人に minor allele が見出された。さらに、この 16 人を除いて、TAS2R38 の三つの遺

伝子型 AVI/AVI, AVI/PAV, PAV/PAV の違いによる、臨床 BMI (Body Mass Index)、アルコール摂取頻度、アブ

ラナ科植物の摂取頻度、喫煙の有無、等の指標について解析した。分割表解析の結果、三つの遺伝子型の群間

でアルコール摂取頻度に有意な差がある結果が得られた。 

  
  



 

  
P-65 高齢者を対象とした野菜の嗜好性の変化に関する調査 
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野菜の嗜好性は野菜の摂取経験によって変化することは知られている。これらの知見に基づき、(1) すべての

野菜で経験による変化が起こるのか、あるいは野菜による変化の有無、また(2)この変化は野菜が嫌われる要因

と変化する要因が同一か否かの検討を行った。このために PC を所有し、その操作が可能な 66–85 歳の 255 名

に対して Web による調査を実施した。実験参加者は 103 種類の野菜の中から今までに食べたことがある野菜を

選択し、次にそれぞれの野菜に対し、現在の好き嫌いの程度、過去の好き嫌いの程度を VAS による評定を行っ

た。その後、好き嫌いの要因として基本五味の他、辛味、食感、鼻腔香気、口腔香気、後味、見た目などから

要因を選択した。(1)についてはずっと好かれている野菜 74 種類、ずっと嫌われている野菜 13 種類、嗜好性に

変化（“嫌い”から“好き”）があった野菜 13 種類と 3 群に分けることができた。また(2)では嫌われる要因と

変化が起きた要因は一致した。また(1)の嗜好性に変化のあった野菜と変化がなかった野菜の要因を比較すると

「口腔香気」に差が見られた。このため口腔香気（flavor）に対する嗜好性の変化が加齢による嗜好性の変化を

生じさせていることが示唆された。 

 

 

 

 

 

  
 


