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タイ語母語話者による「味を表す表現」
STUDY ON “THE EXPRESSIONS OF TASTE ” IN THAI
武藤 彩加, 広島市立大学
Ayaka Muto, Hiroshima City University
1. はじめに
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 2011,2013,2015 他）。この稿では,2014 年度に実施したタイ語の調
査結果について報告する。この研究調査では「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（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）多様性を探っている。
2. 分析の対象と枠組み
本研究では味を狭い意味での味覚
に限定せず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
しこの稿では、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（図 7、後述）。

表１：味ことば分類表（瀬戸 2003：29）

3. 先行研究と問題提起
3-1. 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」（味覚で味を捉えた表現、甘
い、辛い等 69 表現）、「食感系表
現」（触覚で味を捉えた表現、カリ
カリ、パリパリ等 77 表現）、「情報
系表現」（知識で味を捉えた表現、
産地限定、老舗の等 74 表現）の 3 種としており、これら計 220 種の味表現をも
とに、日本人の味表現使用に関して詳細な分析がある。また、瀬戸(2003)では
「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（表 1）。一方、食品科学の分野では、日本語はテクスチャ
表現、すなわ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、日本語のテクスチ
ャ表現は他の言語と比べて飛び抜けて多いという点を指摘している。
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3-2. 問題提起
これらの先行研究をふまえ、本稿では「味を表す表現」の次の 2 点について考
察する。
(1)
普遍性について：日本語の味ことば分類表によってタイ語の味表現も分類
できるのだろうか（味覚語彙における言語間の規則性とその体系に関する検証）
(2)
多様性について：日本語の味表現とタイ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のか（味覚語彙の種類と数に関する検証）
4. タイ語の味表現の収集と分類
以上の 2 点について検証すべく、以下では、タイ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タイ語の味表現の使用実態について考察する。
4-1. 調査概要
本調査の概要を以下に示す。
(1)調査時期：2017 年 2 月
(2)調査地：コンケン大学（Khon Kaen University）
(3) 方法：自由記述式
(4) 対象人数：大学に学生として籍を有する者 60 名
(5) 調査方法：204 の食品についてその味を表現するのにタイ語でどのような
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）
(6) 質問数：被験者一人につき 68 食品
説明から依頼、収集まで筆者自身で現地にて、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。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
表 2：味表現調査で使用した「調査票」
（一部）
ては、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。このように
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」をタイ語
母語話者に回答しても
らった。調査票は表 2 をタイ語に翻訳して使用したが、そこに載せた食品は表 3
のようなものである。
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表 3：調査表に載せた食品のリスト（一部）
アイスキャンディ
no.2
アイスクリーム
no.3
揚げそば
no.4
揚げ物（全般）
no.5
あさり
no.6
脂ののった魚（マ
グロトロ）
no.7
イカ
no.8
石焼ビビンバ
no.9
いちご
no.10 田舎料理

no.1

no.11
no.12
no.13
no.14
no.15
no.16
no.17
no.18
no.19
no.20
no.21
no.22

ウーロン茶
ウエハース
薄い味付けの料理
うどん
えび
オーガニック料理
オートミール
オクラ
おこげ
お弁当
お好み焼き
海草

no.23 角砂糖
no.24 果実酒
no.25 カスタードプリン
no.26 カッテージチーズ
（白く柔らかいチーズ）
no.27 家庭料理
no.28 果肉入りのジュー
ス
no.29 カフェオレ
no.30 かぼちゃ

表 3 にはタイではあまり一般的でない食品も含まれているが、それは本研究が複
数の言語を対象とし、これまで広く世界で食されていると思われる食品を選んで
アンケート調査を実施しているためである。
4-2. 今回の調査で得られたデータ
この調査で、1,343 種類のタイ語の味表現を得た（回答数は 11,234）。これら
のデータを味ことば分類表により分類したものが次の表 4 である。
表 4：タイ語の調査結果
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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。
次の図 1 が示すように「おいしさ」を表す際、まず種類の数に注目すると、
「色」と「硬軟」の表現の種類がもっとも多くみられた。
図 1：タイ語の味表現
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「色」は 69 種類、「硬軟」は 64 種類の表現がおいしさを表す際に使用された。
まずさを表す際にもやはり「硬軟」の表現の種類が多くみられ(69 種類)、ついで
「素材特性」という結果であった(68 種類)。おいしさ、まずさとも多くの種類が
みられた、おいしさの「硬軟」表現とは、例えば次のような表現である。使用さ
れた回数もともに示す。
กรอบ（シャキシャキ）：49 回、นุ่ม นุ่มนิ่ม（ソフトな）：11 回、เคีย้ วง่าย（噛みや
すい）：11 回、กรอบนอกนุ่มใน（外はサクサク中は柔らかい）：10 回、เนื้อนุ่（お
肉が柔らかい）：6 回
また、おいしさを表す際に硬軟と同程度に多くみられた「色」の表現とは次のよ
うなものである。
สีสวย（色がきれい）：27 回、 สีเหลือง（黄色の）：25 回、สีน้ าตาล（茶色の）：15
回、ขาว（白い）12 回、สีสดใส（色が鮮やか）：9 回
日本語にもこうした色のおいしさ表現があるとされ、瀬戸 2003 では「色彩の表
現」として「青臭い、七色の、多彩な、色とりどりの、カラフルな、極彩色の、
色香」などの例が挙げられている。一方、まずさの表現で多く使用された「素材
特性」の味表現とは、ไม่สด（新鮮ではない、71 回）、เสีย เน่า(腐っている、42 回)、
เหีย่ วแห้ง เฉา（傷んだ、32 回）などの表現をいう。
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以上は味の表現の種類数であったが、次は使用された表現の回数（延べ語数）
をみる。するとここでも、もっとも多く使用されたのは「硬軟」の表現であった
（おいしさ・ますさの計 1358 回）。ほかに甘味と芳香、粘性の表現も多くみら
れた。
図 2：タイ語の味表現 調査結果（回答数別）
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さらに表 4 の結果を「カテゴリ」別にまとめたものが次に示す図 3 である。こ
こでいうカテゴリとは、表 1 の「食味表現」である「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 つのカ
テゴリをいう。
図 3：タイ語における味表現の種類数および回答数の割合
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すると、図 3 に示されるように、回答数（延べ語数）、種類数（異なり語数）と
も「共感覚表現」がもっとも多く、次いで「素材表現」、「状況表現」の順に多
いという結果であった。
5. 共感覚的比喩に関する考察
5-1. 先行研究
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「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」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。
図 4：共感覚的比喩の「一方向性仮説」

（Williams 1976：463, Figure１）
この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といえるだろう（楠見
1988、Shen &Cohen1998、Werning et al.,2006 ほか)。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」とされているという傾向性である（山梨 1988:60 を要約）。
5-2. タイ語の味表現における共感覚的比喩表現
この調査で多く使用された共感覚表現の内訳をみると次の通りであった。
図 5：タイ語における共感覚の味表現（種類数）
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図 6：タイ語における共感覚の味表現（回答数）
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五感のうち、どの感覚が最も味覚を形容するか、という点に注目すると、図 5 お
よび図 6 が示すように、使用された種類の数、回答用紙に書かれた使用数とも硬
軟、粘性、乾湿などの「触覚」の表現が最も多い。これは図 4 の一方向性仮説の
方向性に沿う例である。「触覚→味覚」の共感覚表現のうち、もっとも多かった
硬軟表現についてはすでに述べたが、硬軟についで多かった「粘性」表現とは、
次のような表現である。今回の調査で使用された回数もともに示す。
มัน น้ ำมันเยอะ（油っぽい）：84 回、 เลี่ยน（油っこい）：58 回、เหนียว แฉะ（ベタベ
タ）：57 回、เลี่ยน（脂っこい）：42 回、เหนียว เหนอะ（べたつく）：29 回、ติดฟัน
（歯にくっつく）：20 回、ไม่กลมกล่อม（まろやかではない）：19 回、ยืดๆ（ね
ばねば）：12 回、ติดคอ（喉にくっつく）：12 回、ละลำยง่ำย（溶けやすい）：7
回、ละลำย（溶ける）：7 回、มีไขมัน มัน（脂っぽい）：7 回
その一方で、「触覚→味覚」以外の転用例、すなわち「聴覚→味覚」、「視覚
→味覚」、「嗅覚→味覚」は一方向性の仮説にそわない転用例であるが、そうい
った用例のうち、図 5 の種類数では「色」（視覚→味覚）が、そして図 6 の使用
回答では「芳香」（嗅覚→味覚）の表現が多くみられた。このうち、芳香の表現
とは次のようなものである。
กลิน่ หอม（いい匂い）：781 回、หอมหวาน（いい匂いで甘い）：27 回、กลิน่ หอม（い
い香り）：12 回、มีกลิน่ หอม（いい匂いがする）：11 回、กลิน่ ซุปหอม（匂いがい
い）：9 回、กลิ่นหอมกรุ่ น（香ばしい）：6 回、หอมกลมกล่อม（まろやかでいい匂い）
：4 回
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、嗅覚的特性に注目し、
それをおいしさの表現として使用しているわけである。この調査ではこうした芳
香の表現がおいしさを表す際に計 887 回使用された。
6. タイ語のおいしさ表現とまずさの表現
最後に多く使用された上位 10 表現に注目して、タイ語の味表現の特徴をみて
みよう。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、2014）を経て改訂された次の味ことば分類表の改訂
版を使用する。
図 7： 味ことば分類表 （武藤 2015：327, 図 4)
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この図 7 には表 1 の 37 のカテゴリーに次の 3 つのカテゴリーが追加されている。
(1) 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：รำคำสูง（値段
が高い・3 回）、ไม่เสี ยเงิน ฟรี （お金がかからない・2 回）、ถูก（安い・1 回）等
(2) 結果：食べた結果がどうなるかによって味を表す表現：ดีต่อร่ ำงกำย（健康に良
い・19 回）、ดีต่อร่ ำงกำย（体にいい・7 回）、ทำให้อิ่ม อยูท่ อ้ ง（お腹が一杯になる・4
回）等
(3) 量：食べ物の量に関わる表現：ปริ มำณเยอะ（量が多い・5 回）等
この図 7 を用いて、タイ語母語話者により多く回答されたタイ語のおいしさ表現
のうち、上位 10 表現を次に示す。
表 5：タイ語のおいしさ表現の上位 10 表現
(1) หวาน（甘い）、甘味・味覚表現：888 回
(2) กลิน่ หอม（いい匂い）、芳香・共感覚表現：781 回
(3) นุ่ม อ่อนนุ่ม（柔らかい）、硬軟・共感覚表現：487 回
(4) กรุบกรอบ กรอบ（サクサク）、擬音・共感覚表現：396 回
(5) กลมกล่อม（まろやか）、粘性・ 共感覚表現：378 回
(6) อร่ อย（おいしい）、味覚評価・評価表現：211 回
(7) รสเข้ม รสเข้มข้น（味が濃い）、明暗・共感覚表現：173 回
(8) เหนียว หนึบหนับ（もちもち）、粘性・共感覚表現：167 回
(9) เปรีย้ ว（酸っぱい）、酸味・味覚表現：161 回
(10) สด สดใหม่（新鮮）、素材特性・素材表現：160 回
以上のように、タイ語母語話者はおいしさを表す際に甘味（味覚表現）である
「หวาน」（甘い）をもっともよく使用した。また「กลิน่ หอม」（いい匂い）も同程
度に多かった。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
タイ語の結果と日本語とを比較すると、まず、食感系の表現が上位を占めている
ことは共通している。しかし、タイ語で 1 位である「หวาน」（甘い）は日本語で
は 60 位にも入っていない。ただしその他の例、例えば「กรุบกรอบ กรอบ」（サクサク）
と日本語の「サクサク」、「อร่ อย」（おいしい）と日本語の「うまみがある」、
「กลิน่ หอม」（いい匂い）と日本語の「香ばしい・風味豊かな」が表す意味には類
似性が感じられる。他に「นุ่ม อ่อนนุ่ม」（柔らかい）と日本語の「モチモチ」、そ
して「รสเข้ม รสเข้มข้น」（味が濃い）と日本語の「コクがある」等にも共通性が感じ
られる。つまり日タイ語とも、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、コクといった、限定された複数の要素
を、ともに「おいしい」と感じているという可能性がある。
一方、まずさを表す表現としてタイ語母語話者によって記入された表現は、次
のような表現である。
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表 6：タイ語のまずさ表現の上位 10 表現
(1) รสจืด（味が薄い）、明暗・共感覚表現：330 回
(2) ขม（苦い）、苦味・共感覚表現： 211 回
(3) แข็ง（硬い）、硬軟・共感覚表現：204 回
(4) เหม็น（臭い）、悪臭・共感覚表現：189 回
(5) เค็ม（しょっぱい）、塩味・共感覚表現：158 回
(6) นุ่มเกินไป เละ（柔らかすぎる）・硬軟・共感覚表現：135 回
(7) แห้ง แข็ง（パサパサ）、乾湿・共感覚表現：130 回
(8) กลิ่นฉุ น（鼻につく匂い）、悪臭・共感覚表現；126 回
(9) แข็ง（固い）、硬軟・共感覚表現：111 回
(10) หวำนเกินไป เลี่ยน（甘すぎる）、甘味・共感覚表現：107 回
以上のタイ語のまずさ表現の特徴は、次のようにまとめられる。まず「味が
うすい」がまずさを表す際に最も多く使用されたが、これに対し「味が濃い」は
おいしさを表す際に行く使用された。また「苦い」がまずさの上位であるのに対
し「酸っぱい」はおいしさの上位であった。そして、おいしさでは「やわらかさ」
が上位にきていたのに対し、まずさでは「硬さ」が上位にきている。また「甘味」
と「匂い」もまずさとおいしさの両方を表しうる。
7. おわりに
本稿の課題は次のようなものであった。
(1)
普遍性について：日本語の味ことば分類表によってタイ語の味表現も分類
できるのだろうか（味覚語彙における言語間の規則性とその体系に関する検証）
(2)
多様性について：日本語の味表現とタイ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のか（味覚語彙の種類と数に関する検証）
上記課題(1)について、タイ語においても 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。これらの表現が本当にタイ語では使用されないのかどうか、
今後、年齢層を広げるなどしてさらに調査が必要である。(2)については、今回
の調査では 1,240 種類のタイ語の味表現が回答され、タイ語にも多数のおいしさ
とまずさを表す表現が存在することが示された。その中身をみてみると、延べ語
数では硬軟と甘味が最も多く回答され、異なり語数では硬軟と素材特性の表現が
多く使用された。このうち硬軟の表現は、おいしさにもまずさにも多く使用され
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「嗅覚→味覚」表現である芳香の表現で味を表すケースが多くみられた。
今後の課題について簡略に述べる。本稿で検証したタイ語以外においても、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
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ら, 味覚語彙には言語の違いを超えた「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非常に限定的である
ことから、引き続きさらに幅広い年齢層に対する調査が必要である。
【謝辞】本稿は科学研究費補助金、基盤（C）「複数の言語における『味を表す
表現』に関する研究」（研究課題番号：24520473、研究代表者：武藤彩加）によ
る研究成果の一部である。
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