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An Observation on Taste Related Expressions of Native English Speakers:
With Some Reference to Japanese

In this study, we aim to elucidate a universal principle based on the physiologic universality of human beings in 
their taste expressions and in the linguistic elements of the Japanese and English languages by investigating similarities 
and differences of expressions relating to taste. It is hoped that these similarities and differences can be used in future 
studies. 

Ohashi (2010) listed and provided 220 Japanese taste expressions. Seto (2003) classified these taste expressions 
in a "taste words classification list" and categorized them into 37 different kinds. We argue that it is possible to classify 
the expressions found in other languages by using Seto's list. Additionally, it is expected that there are different taste 
expressions which are absent in the Japanese language but present in other languages. We seek to describe what type 
of expressions these are in the English language and how Native English speakers use them. This study investigates 
taste expressions in English as used by 50 native English speakers. Respondents wrote freely about possible English 
expressions they use to describe the taste of about 240 foods. From the survey, we received 1,240 kinds of different 
taste expressions. (The total number of answers was 10,124). We classified about 1,183 kinds of taste expressions on 
the basis of Seto's "taste words classification list."

Two points became clear in this investigation: First, taste expressions in the English and Japanese languages differ 
in both number and kind. Second, plural metaphor expressions of synesthesia exist in English but not in Japanese. To 
make place for English expressions that did not fit in Seto's taxonomy of Japanese expressions, we created three new 
categories.

Ⅰ．はじめに
Ⅱ．分析の対象と枠組み
Ⅲ．先行研究と問題提起
Ⅳ．英語の味表現の収集と分類

Ⅴ．共感覚的比喩に関する考察
Ⅵ．英語のおいしさ表現とまずさの表現
Ⅶ．新しいカテゴリの追加
Ⅷ．おわりに

Ayaka MUTO

　本研究ではこれまで，3 つの言語（韓国語，中国
語，スウェーデン語）における味を表す表現につい
て調査をし，日本語との類似点と相違点などを明ら
かにしてきた（武藤 2011,2013,2016他）。本稿では，
2014 年度に実施した英語の調査の結果について報
告をするものである。なお，本研究では今後も引き
続き，複数の言語を新たに加え比較対照することに
より，言語間に現れる普遍性，とりわけ共感覚的比

喩にみられる普遍性について検証していく。
　「言語相対説 (linguistic relativism)」について，辻
編（2002）では次のようなものであるとしている。
母語によって，その話者の思考や概念のあり方
が影響を受けるという仮説。言語が異なれば認
識や経験の仕方も異なるとされる。言語が文化
の形式を規定する，という議論のされ方もある。
また，｢サピアーウォーフの仮説｣（SapiaWhorf 

英語母語話者によるおいしさの表現－日本語との比較を通して－

キーワード：味覚 ; 恣意性 ; 普遍性と多様性 ; 類型化 ; 共感覚的比喩

Ⅰ．はじめに



106

hypothesis）としてもほぼ同義で知られている。
さらにこれを強く推し進めて，人間の思考や認識
のあり方を言語が決定することを強調し「言語決
定論」(linguistic dctcrminism)と呼ぶこともある｡

（辻編　2002：70）
　一方，構造意味論では，言語によって虹の色数が
異なる等の例から色彩語彙の分割の恣意性が主張さ
れてきた。
物理学者は，色のスペクトルを 400 万から 720 万
分の１ミリメートルにわたる様々な波長光の連続
的尺度とみなすが，言語はこの尺度のいろいろな
部分をまったく恣意的に明確な境界もなく区別し
ており，violet, bleu,gren, yellow, orange, redなどの
色名の意味が決められている。さらには，様々な
言語の色名は同一の段階付けをもってはいない。

（Bloomfield 1933：140）
　これに対し，Berlin and Kay (1969)では，一見無
秩序な色彩語彙体系において，20 言語に共通した
法則性がみられることを明らかにした。つまり色彩
語彙は，かつて考えられていたように恣意的に分
割されているのではなく， 色の物差しであるマンセ
ル・システムと対応する焦点色をプロトタイプとす
る構造を持っており，それは人類共通の生理学的メ
カニズムにより裏づけられるという。
　本研究では「味覚語彙は恣意的に分割されている
のではなく，複数の言語に共通した法則性がある」
という仮説を立てて検証している。すなわち，複雑
で混沌としているとされる味覚語彙の（人間の生理
学的普遍に基づく）普遍性と（食文化の違いにより
生じる）多様性を探る。

　食品のおいしさは，甘味・うま味といった味や香
りなどの化学的な味とともに，口にしたときの歯ご
たえや触覚による情報が及ぼす物理的な味が大きく
影響しているとされる。この他，食品の色や形状，
咀嚼音なども含め，五感のすべてがおいしさの感じ
方に影響する。さらに，環境・文化などの要素やこ
れまでの食生活，文化的背景なども関わる。以上か
ら，本研究でも味を広義にとらえ分析の対象とする。
　分析の枠組みとする表 1は，豊富な日本語の味表
現を網羅して帰納的に分類されたものである。ただ
し本稿では，これまでの研究を経て改訂された味こ

とば分類表・改訂版を使用する（表 9，後述）。

⒈　先行研究
　先行研究のうち，大橋他編 (2010)には日本語の
味表現を「味覚系表現（味覚で味を捉えた 69 表現：
甘い，辛い等）」，「食感系表現（触覚で味を 77 表現：
カリカリ，パリパリ等）」，「情報系表現（知識で味
を捉えた 74 表現：産地限定，老舗の等）」の 3種と
しており，これら計 220 種の味表現をもとに，日本
人の味表現の使用に関して詳細な分析がある。ま
た，瀬戸 (2003)では表１のような「味ことば分類
表」が提示されており，日本語の味表現は最大で「計
37 種類」に分類できるとしている。一方，食品科
学の分野では，日本語は「テクスチャ表現」，即ち
食感の表現が豊富な言語であるといわれている。例
えば早川（2006:43）は日本語のテクスチャ用語リ
スト 445 語を挙げ，日本語は他の言語と比べて飛び
抜けて多いとしている。

Ⅱ．分析の対象と枠組み

表１：味ことば分類表（瀬戸 2003:29）

Ⅲ．先行研究と問題提起
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⒉　問題提起
　これらの先行研究をふまえ，本稿では次の 2点に
ついて考察する。
⑴日本語の味ことば分類表によって英語の味表現
も分類できるか（味表現における規則性とその
体系）。
⑵日本語の味表現と英語の味表現とを比較した場
合，それぞれの特徴はどのようなものであるか
（味表現の種類と数）。

　以上の課題について考察すべく，以下では，英語
母語話者を対象に行ったアンケート調査の結果に基
づき，英語における味表現の使用実態について考察
する。

⒈　調査概要
　実施した調査の概要は以下の通りである。

⑴　時期：2014 年 3 月 　 
⑵　場所：米国，ハワイ大学ヒロ校
⑶　方法：自由記述式
⑷　対象人数：大学に学生として籍を有する者
50 名

⑸　調査方法：204 の
食品についてその
味を表現するのに
英語でどのような
表現があり得るか
を自由に記入する
よう依頼（複数回
答可）

⑹　質問数：被験者一
人につき 68 食品

　周知のとおり，ハワイ
大学は多国籍化しており，
学生の母語も様々である。
従って，アンケートに回
答を依頼する際，英語母
語話者であるということ
を確認したうえで，回答
を依頼した。なお，アン
ケートの説明から依頼，

収集まで筆者自身で現地にて行ない，あらかじめ大
学および受け入れ教員とその所属先の長からの承認
を得たうえで実施した。また，回答者の専攻や学年
などについても調査紙に記入を求めた。アンケート
の回答に要する時間制限は特に設けず，各自の自由
とした。
　食品の選択については，表２のように，大橋他編
(2010)で挙げられている 220 種の日本語の味表現す
べてに対応する形で食品を挙げリストに載せ，多種
多様な味や食感等が網羅されるよう配慮した。
 

　このような手順で作成した食品リストをもとに，
それぞれの食品をみて「直感的にどのような表現が
イメージされるか」を英語母語話者に回答しても

表 2：質問紙に載せた食品の選別例（一部）

表 3：味表現調査で使用した「調査票」（一部）

Ⅳ．英語の味表現の収集と分類
No. 大橋 (2010) の味表現 連想される食品例

No.1 アツアツ スープ

No.2 ホカホカ 炊きたてのご飯

No.3 温か お弁当

No.4 ホッコリ 焼き芋

No.5 キンキン ビール

No.6 キーン 冷酒

No.7 ひんやり かき氷
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らった。なお，この調査で使用した調査票は表 3の
ようなものである。また表 4は調査票に載せた食品
の一覧の一部である。
　表 4にはあまり一般的でない食品も含まれている
が，それは本研究の性質上，広く世界で食されてい
ると思われる食品が含まれることによる。すでに述
べたように，表 4は大橋（2010）による「味の表現」
に対して連想される食品を挙げるという手順で作成
した。そのため，例えば大橋にある「情報系表現（知
識で味を捉えた表現）」のひとつである「田舎の味」

（酒や香辛料をあまり使わない素朴な味）という味
表現には「Country dish」という食品を，また「味
覚系表現（味覚で味を捉えた表現）」のひとつであ
る「あっさりした味」という味表現に対しては「Dish 
of light seasoning」をそれぞれ挙げるなどしている。

⒉　今回の調査で得られたデータ 
　この調査で，1,240 種類の英語の味表現を得た（回
答数は 10,124）。なお，括弧内の数字は回答数を表
す（以下，すべての表につき同様）。

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
10
11
12
13

（14）
（15）
（16）
（17）
（18）
（19）
（20）
（21）
（25）
（26）

（27）
（28）
（29）
（30）
（31）
（32）

Ice-lolly
Ice cream
Deep frying noodle
Deep-fried food
Short-necked clam
Fish (tuna fatty tuna) 
Cuttlefish
Strawberry
Country dish
Oolong tea
Wafer
Dish of light seasoning
Udon
Prawns
Organic dish
Oatmeal
Okra
Lunch box
Seaweed
Cube sugar
Wine
Custard pudding
Cottage cheese
(cheese tender white)
Home-cooked meal
Juice with flesh of fruit
Cafe au lait
Pumpkin
Curry and rice
Fruit of citrus fruits

（33）
（34）
（35）
（36）
（37）
（38）
（39）
（40）
（41）
（42）
（43）
（44）
（45）
（46）
（47）
（48）
（49）
（50）
（51）
（52）
（53）
（54）
（55）
（56）
（57）
（58）

（59）
（60）
（61）

Biscuit
The cabbage which chopped
Kimchi
Caramel
Beef bowl
Cucumber
Cookie
Gummi candy
Granulated sugar
Granola (grain cereals)
Green asparagus
Gravy 
Crepe
Low salt diet
Tea
Coffee
Cola
Cornflakes
Cocoa
Pepper
Rice
Burdock
Sesame
Leaf of the sesame
Consomme
Small coloured sugar candy
covered in bulges 
Salmon
Sugar
Sauce made of soy sauce and 
sugar

（62）
（63）
（64）
（65）
（66）
（67）
（68）
（69）
（70）
（71）
（72）
（73）
（74）
（75）

（76）
（77）
（78）

（79）
（80）
（81）
（82）
（83）
（84）
（85）
（86）

Salt
Stew
Sherbet
Jam
Junk food
Juice
Sugarless chewing gum
Sugarless candy
Ginger
Soy sauce
White fish
Fresh lettuce
Vinegar
Confection made 
from sweet potatoes
Watermelon
Soup stock (basic soup)
Soup of the internal 
organs of the cow
Scone
Snacks
Sweet and sour pork
blood sausage
Jelly
Celery
Sausage
Soft candy

表 4：調査表に載せた食品のリスト（一部）
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　これらの表現を瀬戸 (2003) の「味ことば分類表」により分類したものが次の表 6である。

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
10
11
12
13

（14）
（15）
（16）
（17）

sweet（653）
crunchy（334）
soft（291）
salty（212）
tasty（196）
flavorful（173）
fresh（144）
delicious（144）
healthy（143）
warm（136）
chewy（136）
creamy（134）
juicy（133）
crispy（130）
savory（129）
smooth（127）
refreshing（115）

（18）
（19）
（20）
（21）
（22）
（23）
（24）
（25）
（26）
（27）
（28）
（29）
（30）
（31）
（32）
（33）
（34）

spicy（108）
fluffy（106）
rich（96）
hot（94）
light（90）
good（85）
fragrant（74）
cold（70）
filling（68）
moist（63）
tender（58）
thick（55）
yummy（52）
meaty（45）
fruity（44）
tangy（37）
strong（32）

（35）
（36）
（37）
（38）
（39）
（40）
（41）
（42）
（43）
（44）
（45）
（46）
（74）
（47）
（48）
（49）

white（30）
sour（30）
hard（29）
satisfying（27）
flaky（25）
mild（22）
comforting（22）
seasoned（21）
buttery（21）
red（20）
green（20）
grainy（20）
cool（20）
sticky（18）
brown（18）
aromatic（17）
※（　）内は回答数

表 5：英語の調査で多く回答された表現（一部）

表 6：英語の調査結果

カテゴリ
番号 カテゴリ名

おいしさ
（種類数）

まずさ
（種類数）

おいしさ
（回答数）

まずさ
（回答数）

回答数計
（延べ語数）

種類数計
（異なり語数）

1
評価表現

一般評価 199 127 1049 856 1905 326
2 味覚評価 21 16 444 119 563 37
3

素材表現
素材 67 66 270 152 422 133

4 素材特性 67 43 222 106 328 110
5

味覚表現

甘味 40 14 685 138 823 54
6 酸味 7 5 48 179 227 12
7 塩味 7 6 223 142 365 13
8 辛味 3 5 40 37 77 8
9 苦味 2 5 13 167 180 7
10 渋味 0 0 0 0 0 0
11 旨味 2 0 5 0 5 2
12

共感覚表現

静騒 0 0 0 0 0 0
13 擬音 5 8 345 30 375 13
14 色 33 8 161 27 188 41
15 明暗 5 3 11 6 17 8
16 透明度 5 0 9 0 9 5
17 形態 10 12 21 21 42 22
18 大小 3 3 10 9 19 6
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　なお本稿で示すデータは，翻訳協力者 3名の翻訳
に基づき，筆者自身が分析をした結果である。分析
をした結果についても再度，3 名の翻訳協力者に確
認や判断を仰いだ。
　表 6が示すように，種類の数，回答された数とも
に「一般評価」の味表現が最も多く回答された。一

般評価の味表現とは，「味ことばに限定されない表
現」（瀬戸 2003:39）もしくは「人の性格などを表す」
（瀬戸 2003:40）をいうが，英語では次のような表現
が回答された。

19 垂直 3 4 14 58 72 7
20 水平 2 4 3 66 69 6
21 奥行き 0 0 0 0 0 0
22 におい 2 5 5 5 10 7
23 芳香 9 0 511 0 511 9
24 悪臭 2 4 2 59 61 6
25 硬軟 16 16 674 265 939 32
26 乾湿 11 12 243 308 551 23
27 粘性 26 26 353 350 703 52
28 触性 16 11 60 59 119 27
29 圧覚 10 7 221 48 269 17
30 痛覚 6 10 8 31 39 16
31 温覚 7 10 241 74 315 17
32 冷覚 4 4 102 45 147 8
33

状況表現

場所 25 2 32 2 34 27
34 時 16 9 29 141 170 25
35 作り手 7 4 7 8 15 11
36 食べ手 16 15 36 74 110 31
37 製造プロセス 30 22 66 53 119 52
38

その他
市場価値 5 11 18 45 63 16

39 結果 13 10 19 47 66 23
40 量 21 10 181 16 197 31

計 10124 1240

図 1：英語の味表現　調査結果（種類別） 図 2：英語の味表現　調査結果（回答数別）
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　一般評価と味覚評価表現の違いは，「味覚評価」
の表現は「うまい」「まずい」「おいしい」など，もっ
ぱら味覚を表す際に頻繁に使用される表現であり，
これに対し「一般評価」はこの表にあるように「good」
「rich」などの味に限定されない表現をいう。さらに
表 7の結果を「カテゴリ」別にまとめたものが次に
示す表 8および図 3である。

　ここでいう「カテゴリ」とは，表 1の「一般評価，
味覚評価，素材表現，味覚表現，共感覚表現」の 5
つに，「状況表現」を加えた，上位 6つの区分である。
　表 8と図 3 に示されるように，種類数（異なり語
数）については「共感覚表現」が最も多く（44%），
次いで「評価表現」（24％），「味覚評価」（17%）の
順に多いという結果であった。

⒈　先行研究
　「共感覚的比喩（synaesthetic metaphor）」とは，「甘
い声」等の表現のように五感内の意味の貸し借りを
いう。なお，この「甘い声」という共感覚的比喩表
現は，味覚を基本義とする語が聴覚経験を表してい
る。従来の研究においては，共感覚と原感覚の組み
合わせには一定の制約（一方向性）があるとされて
きた。このいわゆる「一方向性仮説」は，Williams 
(1976)に代表される英語の研究がきっかけとなった
ものである。

　この一方向性仮説の是非については諸説あるが，
共感覚的比喩の転用の方向性には一方向的な傾向が
認められるとする説がおおむね主流である。すな
わち「一般に，共感覚比喩の拡張の方向は，触覚
や味覚の低次感覚から，聴覚や視覚のような高次
感覚へと進む」（山梨 1988:60 を要約）とされ，ま
た，原感覚となりやすい感覚は，刺激から離れた遠
隔刺激であるとされる説である（楠見 1988，Shen 
&Cohen1998，Werning et al.,2006ほか）。

⒉　英語の味表現における共感覚的比喩表現
　前章で述べたように，この調査では英語で味を表
す際に，共感覚表現が多く回答されたが，その内訳
は次の通りである。
　図 5に示されるように，「硬軟，粘性，乾湿」など，
「触覚→味覚」の表現が最も多い。これは一方向性

表 7：英語における「一般評価」の味表現（一部）

表 8：英語における味表現の種類数および回答数の割合

図 3：英語における味表現の種類数および回答数の割合

図 4：共感覚的比喩の「一方向性仮説」

（Williams 1976：463, Figure１）

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
10

healthy（143）
refreshing（115）
rich（96）
good（85）
strong（32）
satisfying（27）
mild（22）
comforting（22）
simple （16）
complex（16）

（11）
（12）
（13）
（14）
（15）
（16）
（17）
（18）
（19）
（20）

bold（15）
hearty（15）
clean （13）
robust（12）
great（12）
firm（11）
balanced（11）
delicate（11）
awesome（10）
bland （10）

カテゴリ名 回答数（%） 種類数（％）

1 評価表現 30 24

2 素材表現 20 7

3 味覚表現 8 17

4 共感覚表現 26 44

5 状況表現 11 5

6 その他 5 3

計 100 100

Ⅴ．共感覚的比喩に関する考察
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仮説が示す方向性に沿う例である。その一方で「聴
覚→味覚」「視覚→味覚」「嗅覚→味覚」などは仮説
に沿わない例であるが，そういった用例も一定数存
在することが明らかになった。中でも特に芳香の語
で味を形容する「嗅覚→味覚」の表現が多くみられ
たが，それは次のような表現である。
・芳香の味表現：flavorful(173)，savory(129)，

fragrant(74)，aromatic(17)，
smells good(5)，flavor(3)

これらの表現においては，食品が有する様々な性質
のうち，嗅覚的特性に特に注目し，それをおいしさ
として表現している。一方，最も多かった「触覚→
味覚」の中でも特に多くみられた硬軟と粘性の味表
現とは，次のようなものである。

⑴　硬軟の味表現：soft（291），chewy（136），crispy（130），
tender（58），hard（29），tough（8），
solid（6）

⑵　粘性の味表現：creamy（134），smooth（127），
　　　　　　　　　sticky（18），liquid（17），gooey（16），

fatty（7）
　以上，英語で味を表す際に共感覚表現が多く使用
されるという点について述べた。

　次に，個々の表現に注目して，英語母語話者がど
のような表現でおいしさを表すのかをみていこう。
本研究で分析の枠組みとしている「味ことば分類表」
（表 1）は豊富な日本語の味表現を網羅して帰納的に
分類されたものであるが，本稿ではこれまでの考察
（武藤 2011，2013，2016）を経て改訂された味ことば
分類表の改訂版（表9）を使用する。この表9を用いて，
英語母語話者により多く回答された英語のおいしさ
表現のうち，上位 10 表現を分類した結果を表 10 に
示す。

図 5：英語における共感覚の味表現

Ⅵ．英語のおいしさ表現とまずさの表現

表 9： 味ことば分類表（瀬戸 2003：29「味ことば分類表」を引用者が一部変更）

（武藤 2015:327, 図４）
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　分析の結果，英語母語話者はおいしさを表す際に
甘味（味覚表現）の‘sweet’をもっともよく使用
していた。crunchyや softといったテクスチャーの
表現がそれに続く。なお，日本語母語話者がよく使
用するおいしさの表現は，大橋 (2010：43) によると
次の 10 表現である。
ジューシー，もちもち，うまみのある，コクが
ある，もっちり，香ばしい，とろける，焼き立
て，サクサク，風味豊かな

　英語の結果と日本語とを比較すると，‘crunchy’
と「サクサク」（擬音），‘tasty’と「うまみがある」
（旨味），‘flavorful’と「香ばしい・風味豊かな」（嗅覚）

が表す意味には類似性が感じられる。他に，‘soft’
と「モチモチ」（硬軟），‘warm’と「焼き立て」
等にも共にあたたかさといった共通項が感じられる。
つまり日英語話者とも，甘味や旨みといった味その
もの以外にも，歯ごたえ，におい（風味），柔らか
さや弾力性，あたたかさといった様々な要素をおい
しいと感じていることがわかる。
　一方，まずさを表す表現として英語母語話者に
よって記入された表現は，表 11 のような表現であっ
た。

　「おいしさ」と同様，ここから上位 10 表現を表 9により分類した結果を表 12 に示す。

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

sweet（甘味・味覚表現）：653
crunchy（擬音・共感覚表現）：334
soft（硬軟・共感覚表現）：291
salty（塩味・味覚表現）：212
tasty（旨味・味覚表現）：196
flavorful（嗅覚・共感覚表現）：173

（7）
（8）
（9）
（10）

fresh（素材特性・素材表現）：144
delicious（味覚評価・評価表現）：144
healthy(一般評価・評価表現）：143
warm（温覚・共感覚表現）：136 

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

dry（辛味・味覚表現）：200
bland（硬軟・共感覚表現）：199
sour（酸味・味覚表現）：169
bitter（苦味・味覚表現）：162
salty（塩味・味覚表現）：114

（6）
（7）
（8）
（9）
（10）

hard（硬軟・共感覚表現）：110
oily（素材特性・素材表現）：97
gross（一般評価・評価表現）：87
tough（一般評価・評価表現）：75
old（時・状況表現）：67

表 10：英語母語話者により多く回答された英語のおいしさ表現の上位 10 表現

表 12：英語母語話者により多く回答された英語のまずさ表現の上位 10 表現

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
10
11
12
13

dry：198
bland：188
sour：169
bitter：155
salty：111
hard：101
oily：95
gross：84
tough：74
old： 67
stale：63
too sweet：56
tasteless：56

（14）
（15）
（16）
（17）
（18）
（19）
（20）
（21）
（22）
（23）
（24）
（25）
（26）

chewy：56
fatty：52
strong：51
plain：50
smelly：46
sticky：46
unhealthy：42
soggy：42
hot：41
cold：38
mushy：36
watery：35
heavy：35

（27）
（28）
（29）
（30）
（31）
（32）
（33）
（34）
（35）
（36）
（37）

greasy：33
thick：31
fattening：31
soft：30
fishy：30
burnt：29
moldy：29
boring：27
slimy：26
spicy：25
grainy：24

表 11：英語母語話者により多く回答された英語のまずさ表現
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　日本語で「塩辛い」がおいしさを表しにくいのに
対し，英語では ‘salty’がおいしさにもまずさにも使
用されている。他に，‘dry’（辛味）や‘hard’や
‘tough’などの硬さ，‘sour’（酸味）や‘bitter’（苦
味）もまずさを表す際に多く使用されるようである。
一方，大橋（2010）などで挙げられている，日本語
の辛味，塩辛さ，固さ，酸味，苦味を表す表現は次
のようなものである。
辛い，激辛，ピリ辛，塩辛い，しょっぱい，う
す塩，ソルティ，固い，酸っぱい，超すっぱい，
サワー，苦い，ビター，噛みごたえのある，歯
ごたえのある，ガリガリ，ゴツゴツなど

「ガリガリ」や「ゴツゴツ」などはまずさを表しそ
うであるが，それ以外の表現については，おおよそ，
おいしさ，まずさどちらにも限定されず，中立的な
意味を表すといえる。

　この英語の調査で得たデータの中には，表１のど
のカテゴリにも分類できない表現が存在した。しか
し，従来の分類表（表１）では分類できないこれら
の例については，次の３つのカテゴリを追加するこ
とで整理が可能となる。 
⑴　市場価値：食物の市場価値を述べることに
よって味を表す表現：
expensive（6），cheap（5），luxury（3）など。

⑵　結果（12 種類）：食べた結果がどうなるかに
よって味を表す表現：
soothing（4），salivating（3）など

　⑶　量（6種類）：食べ物の量に関わる表現：
　　　filling（68），thick（55）など
　既に述べたように，表 9はこれまでの調査（武藤
2011，2013，2016）を経て，表１に，この 3 つのカ
テゴリが追加されているが，英語の味表現について
もこの 40 のカテゴリによって分類できることが明
らかになった。

　本稿の課題は次のようなものであった。
⑴　日本語の味ことば分類表によって英語の味表現
も分類できるか（味覚語彙における規則性とそ

の体系）。
⑵　日本語の味表現と英語の味表現とを比較した場
合，それぞれの特徴はどのようなものであるか
（味覚語彙の種類と数）。 

　上記の課題⑴について，英語においても 40 のカ
テゴリのほとんどすべてに相当する味の表現が母語
話者により回答された。ただし，「カテゴリ 10（渋
味），カテゴリ 12（静騒），カテゴリ 21（奥行き）」
の 3 種については今回の調査では回答がみられな
かった。この点については，年齢層を広げるなどし
てさらに調査が必要である。
　⑵については，今回の調査では 1240 種類の英語
の味表現が回答され，英語においても多数のおい
しさとまずさを表す表現が存在することが明らか
になった。その中身をみてみると， 種類の数，回答
された数ともに一般評価の味表現が最も多く回答さ
れた。また，味ことば分類表のカテゴリ別でみると，
共感覚表現がもっとも多く回答された。この共感覚
表現の中には一方向性仮説に沿わない例も一定数認
められ，特に芳香の表現で味を表すケースが多くみ
られた。さらに，従来の日本語の「味ことば分類表」
で分類できない味表現が英語においては存在するが，
新たに 3つのカテゴリを設けることで全ての表現が
整理可能となるという点についても触れた。 
　今後の課題について簡略に述べる。本稿で検証し
た英語以外においても，過去に同様の手順で調査
を行ったスウェーデン語と韓国語，そして中国語
においても , 一部に欠ける部分があるものの，おお
むね満遍なく味ことば分類表の 40 種のカテゴリに
相当する語彙の分布がみられる（武藤 2011，2013，
2016）。ここから , 味覚語彙には言語の違いを超え
た規則性，つまり「生理的動機づけ」があるという
可能性がある。引き続き可能な限り多くの言語を対
象とし，味表現の類似点と相違点，および共感覚的
比喩に関する検証を続けることにより，味覚におけ
る，われわれ人間の生理学的普遍に基づく普遍的要
素と各言語の個別的要素を明らかにしたいと考えて
いる。ただしこの調査は，調査対象者が大学生のみ
で限定的なものであることから，さらに幅広い年齢
層に対する調査も併せて必要である。
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Ⅶ．新しいカテゴリの追加

Ⅷ．おわりに
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よる研究成果の一部である。
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