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S2-1 

Safe or not-safe: Responses of low-income people 

towards street foods as bounded by their 

socioeconomic status 
 

Uyen Thuy Xuan Phan, Cuc Thuy Thi Tran, Nguyet Minh Thi Nguyen 
 
Department of Nutrition and Food Science, Institute of Biotechnology and Food Technology, 
Industrial University of Ho Chi Minh City, Vietnam 
 
 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.   



 

 

S2-2 

Role of olfactory measurement in the 2020 

COVID-19 pandemic 
 

Graham A. Bell 
 
Conjoint Associate Professor of Physiology (Retired), School of Medical Science, University of New 
South Wales, Sydney, Australia 
 
 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. 



 

 

S2-3 

Crossmodal correspondences between vision, 

olfaction, and taste 
 

Yi-Chuan Chen 
 
Department of Medicine, Mackay Medical College 
 
 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 
 

Hsiu-ping Yueh 
 
National Taiwan University 
 
 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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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。



 

 

 
 

 
*優秀発表賞応募演題 

 (P-01～P-25) 

一般演題 
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*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 

 
有永 理峰 1、稲葉 明彦 2、坂下 陽彦 3、田中 啓介 4、今井 啓雄 2、山根 拓実 1、大石 祐一 1、岩槻 

健 1 

Ayane Arinaga1, Akihiko Inaba2, Akihiko Sakashita3, Keisuke Tanaka4, Hiroo Imai2, 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 京都大学 霊長類研究所 ゲノム進化部門、3

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 

 
福谷 洋介 1,2、池上 健太郎 1,2、養王田 正文 1、松波 宏明 2 

Yosuke Fukutani1,2, Kentaro Ikegami1,2, Masafumi Yohda1, Hiroaki Matsunami2 

 
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 

 
中野 陽太、杉本 優、若林 佑樹、工藤 秀明 

Yota Nakano, Yu Sugimoto, Yuki Wakabayashi, 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 

 
アハサン モハメッドモンジュルル、村田 芳博、谷口 睦男、山口 正洋 

Md Monjurul Ahasan, Yoshihiro Murata, Mutsuo Taniguchi, Masahiro Yamaguchi1 

 
高知大学医学部 統合生理学講座 

Dept. of Physiology, Kochi Medical School, Kochi University, Kochi, Japan 

 
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 

 
近藤 宏 1、岩田 哲郎 2、村田 健 3、鈴木 彦有 4、東原 和成 3、二階堂 雅人 1、廣田 順二 1,5 

Hiro Kondo1, Tetsuo Iwata2, Ken Murata3, Hikoyu Suzuki4, Kazushige Touhara3, Masato Nikaido1, 

Junji Hirota1,5 

 
1 東京工業大学大学院 生命理工学院 生命理工学系、2 東京工業大学 オープンファシリティーセンター バイオ

部門、3東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命化学専攻、4株式会社日本バイオデータ、5東京工業大学

大学院 バイオ研究基盤支援総合センター 

1Dept. of Life Sci. and Tech., Sch. of Life Sci. and Tech., Tokyo Inst. of Tech., 2Biomaterials Analysis 

Division, Open Facility Center, Tokyo Inst. of Tech., 3Dept. of Applied Biological Chemistry, Grad. Sch. of 

Agricultural and Life Sci., Univ. of Tokyo, 4Nihon BioData Corporation, 5Center for Biological Resources 

and Informatics, Tokyo Inst. of Tech. 

 
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 

 
河村 理輝 1、村田 健 2、東原 和成 2、二階堂 雅人 1 

Riki Kawamura1, Ken Murata2, Kazushige Touhara2, Masato Nikaido1 

 
1東京工業大学 生命理工学院、2東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 

1Dept. of Life Sci. and Tech., Tokyo Inst. of Tech., Tokyo, Japan, 2Dept. of Appl. Biol. Chem., Grad. Sch. of 

Agr. and Life Sci., Univ. of Tokyo, Tokyo, Japan 

 
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 
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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。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


