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対面リーディング通信 2015年
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「 対面リーディングの集い 」の報告

日時：１１月１０日（火曜日） １３時～１６時

今年度は本誌に連載中の「対面リーディン

グの実際」執筆者・木村謹治さんをお迎えし、

これまでの誌上勉強会の中からテーマを選ん

で意見交換を行いました。

13名の方がご参加下さいました。お忙し

い中ありがとうございました。

第1部 「誌上勉強会を振り返って」

講師：木村 謹治

（元職員・対面通信編集委員）

以下、話し合いの中で挙がったご意見をま

とめました。

①漫画の読み：新聞の風刺画、4コマ漫画

＊図を見てしまうとわかったような気になる

が、利用者は読まれた部分しかわからない。

＊風刺画には説明の文章が付いていないこと

が多い。風刺の意味まで読むべきだろうか。

そうすると解説になってしまう。

＊写真と同じで、どうしても読み手の心象が

入ってしまう。

・「こんなところが面白かった」と言って

しまった方が通じるかもしれないが、対

面の範囲を超えていないか迷うところ。

・登場人物の表情、しぐさも説明する必要

があるのでは。「笑っているみたい」、

「困っている様子で」…普段の音訳では

読まないが、この場合は詳しく言わなけ

ればならないかもしれない。

＊風刺画はその時の世相を反映したものなの

で、時期が変われば意味がわからなくなる

こともある（例えば日清戦争の頃に書かれ

たビゴーの風刺画）。時代背景がわからな

いと面白味もわからないし、説明も難しく

なる。（2ページに続く）

今月号の主な内容
対面の集いの報告 木田 陽子 1

対面リーディングの難所物語 漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！（その６） 二村 晃 ４

視情勉強会 取扱説明書を読む その４ 木村 謹治 ５

寄り道・回り道 パリ アッシュ PARIS-h 中川 亜希子 ９

お耳拝借 味覚と視覚 澤井 稔 １０

ミニ情報 楽譜を読む順番について １２
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〈ビゴーの風刺画〉

＊文字ならそのまま読めるが、漫画に描かれ

たすべての物を言葉にあらわすのは難しい。

何を捨てて、何を取り出して読むかを判断

しなければならないのが大変。

＊機会があれば、実際に漫画を音訳した録音

図書を聞いてみたい。

②系統図の読み：系図・人物相関図、

Yes/No（イエスノー）チャート

＊系図の読み方に決まりはないが、本文を読

んで中心になる人物からみてどういう関係

になっているかを説明する。複雑になるよ

うであれば中心人物を何人か選んで、グル

ープに区切って読む。

＊Yes/Noチャートは２種類の図表を総合し

て判断する複雑な図だった上、注で専門用

語をいくつも説明していた。途中で読むと

流れが止まってしまい意味がわからなくな

ってしまうので、先に注を読んでおいた方

がよいかもしれない。

＊対面中に名古屋市内の詳細な鉄道・バス路

線図が出てきたことがあった。順番に読ん

だが、今から思うと乗換駅などにポイント

を絞って説明したら、どんな図なのかをイ

メージしてもらいやすかったかも。

③その他

＊チェックリスト

・「全部で○項目あります」と自分で番号

をつけて読む。

・対面でお医者さんの診断マニュアルを読

んだ。その中に「患者さんに今日どうい

う治療をするかを最初に全部言いなさい。

１つ終わるごとに次の治療の説明をして

いると、いつ終わるかわからないから不

安になる」とあった。最初に「いくつあ

ります」と言えばいいんだな…と気づい

た。

＊どこで図の説明を入れるか

読みながら判断するのは難しいが、

① 「図○○参照」のところ

② その段落の最後

など。

「図の説明がその前後に文章で詳細に書い

てある場合も多いので、まずは本文に説明

がないか探す」という意見もあり。

★（講師より）通信を発行し始めた時、絵を

配って、自分ならどう読むかを投稿しても

らっていた。通信を読んだ別の人が、更に

こうした方が良いという意見を出していく

…というやり方。復活して続けていければ、

より良い紙面になると思う。

第2部 意見交換会

＊有名なナレーターによる録音図書の小説が

人気と聞いた。音訳では「感情を入れずに、

本文に忠実に」だが、対面では感情を込め

た読み方をしてもよいのだろうか？

→対面は一度に一人しか聞かないことが多

いので、そういう要素も取り入れて良い

と思うが、利用者の希望に合わせるとい

うのが原則。

＊セリフが人物Aなのか人物Bなのかがわか

らず、声に出すときも区別するのが難しい

ものがある。
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→皆さんが会話文を読むときの工夫を教え

て頂きました。

・声色を変えてみる（朗読のように男性と

女性を演じ分けて。録音図書では普通し

ない処理だが、対面利用者が望むなら、

過剰にならない程度にやっても良いので

は）

・会話と会話の間をあける

・トーンを変える（高い声、低い声）

・スピードを変える（早口で読む、普通に

読む）

・会話の一文を「カギカッコ」「カッコト

ジ」で区切る

＊気持ちを入れてゆっくりと読むのと、感情

を入れない読み方と、小説にはどちらが良

いだろうか。

→利用者の好みは様々。じっくりと読んで

ほしい人もいれば、できる限りたくさん

読み進めたいからスピードを速めてほし

いとおっしゃる人も。

＊対面はセンス。相手がどういう風に読んで

ほしいと望んでいるかを短時間で把握しな

いといけない。

＊対面の２時間は利用者の時間。２時間を楽

しく過ごしてもらうお手伝いをしようと思

っている。

＊利用者が居眠りしている時にどうすればよ

いか迷う。

→「読むスピードはこれくらいでいいです

か？」など、その場に合った自然な質問

をしてみる。

（職員より：過去の集いでも様々な対応

案が挙がりました。インターネットをお

使いの方は情報文化センターのホームペ

ージから過去の対面通信をご覧ください。

集いの報告は各年12月号に掲載されて

います。）

[対面通信バックナンバーのURL]

http://www.iccb.jp/download/taim

entsushin/

それぞれのテーマでたくさんの発言を頂き

ました。今後の活動において参考になる内容

も多くあったのではないでしょうか。

なお、当日は資料の準備などに不備があり

ましたことをお詫びいたします。

来年度以降も「対面リーディングの集い」

を続けて参ります。次回もより多くのご参加

をお待ちしております。

・当館の冬期休館に伴い、年内の対面リーディングは12月24日（水）で終了します。

年明けは1月6日（水）から再開いたします。

・年末年始は例年、様々な行事や旅行、ご家族の帰省などでボランティア活動が難し

いとのご連絡を多く頂いています。この時期、いつも以上に職員からの依頼の連絡

が入るかと思いますが、もしご都合が合う日がありましたら月に2回、3回と活動

して頂けると助かります。

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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対面リーディングの難所物語 〈ＣⅢⅩⅤ〉

８０．漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！（その６）

二村 晃
ふ た む ら あきら

135

今年の９月、18日の土曜日から22日の秋

分の日まで、20日の敬老の日を含んで５連

休のシルバーウィークが現われました。サラ

リーマンや学生にとってまとまった連休は嬉

しいものです。５月のゴールデンウィークに

漫画音訳作品を送って下さった堺市の漫画チ

ームから、荒川弘作『銀の匙（第２巻）夏の

巻』が届きました。八軒少年が夏休みを迎え
はちけん

寮が工事で閉鎖されたため酪農農家の同級生、

御影アキの家に下宿してさまざまな体験をし

ます。道に迷って熊に遭遇したり、鹿の死体

を捌いたり、牛のお産に立ち合ったり……。
さば

失敗を繰返しながらも明るい八軒少年、第３

巻の二学期の活躍が楽しみです。

届いたもう一枚は、『猫ピッチャー』。猫

がプロ野球のピッチャーになったら……奇想

天外なお話ですが、猫の習性があちこちに散

りばめられていて、楽しく読みました。

このシルバーウィークに林曠子先生のグル

ープＮＢＵＮからも１枚のデイジー作品が

送られて来ました。『ゴルゴ13』に初めて挑

戦したとおっしゃるＫさんの音訳作品です。

『ゴルゴ13・第163巻第３話、『プリンセ

スの涙』。なかなかの力作でした。登場人物

のキャラクターに合わせて台詞の調子を変え、

ゴルゴに仕事を依頼する老宝飾デザイナーの

悲劇の主人公プリンセス・ダイアナ妃に寄せ

る情愛が、強く感じられる感動の作品です。

お話は、ロンドンの宝飾デザイナー・老コル

ダーがダイアナ妃から、涙を象徴し封印する

ブルーダイヤのペンダントの制作を依頼され

ます。ところが、それを胸に飾ることなく、

彼女は悲運の事故死。ペンダントは、後添い

のカメリア妃の胸を飾ることになるのです。

許せないコルダーは、ゴルゴにブルーダイヤ

の抹消を依頼します。

登場人物に合わせて台詞の調子を変えるの

は、小説や物語ではタブーとされていますが

人物が絵で表現されている漫画では、感じを

伝えるためには、むしろ積極的に声色を使う

べきだと思います。この作品はコルダーの声

が絶妙で、良いお手本になるでしょう。

10月５日のラジオ日経で、「今日発売のビ

ッグコミック、『ゴルゴ13』で日本の国債が

売り叩かれ、麻生財務相や黒田日銀総裁が苦

慮するという物語が現れ、10月25日号に解

決篇が掲載される」という報道がありました。

〈どんな話だろう？ 読みたいなぁ！ が、

耳で読めるのは早くて３カ月、まぁ、半年後

かな〉と思って、諦めていました。

それが、何と！ 「リアルタイムのゴルゴ

13、お読みになりますか？」‥思いがけな

いＮＢＵＮのＮさんからのメールです。原

稿なしで読むとのことで、飛び上がりました。

発売と同時にゴルゴが読める……そんな夢の

ようなことが実現するなんて、大感激です。

そして10月７日に､『ゴルゴ13第556話・

地獄のダンサー前篇』が、22日には後篇が

前篇の修正分と一緒に送られて来たのです。

見事な仕上がりで、時間をかけて制作された

作品と遜色ありません。「プライベート図書

ですので密やかにお聴き下さい」とありまし

たがこれが黙っておれましょうか！ リアル

タイムでゴルゴを楽しむ、絶賛の快挙でした。

登場人物ごとに性格を声で表現する技も、

即席で内容を伝える芸も、漫画萬歳です。
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誌上勉強会 木村 謹治
き む ら き ん じ

対面リーディングの実際 １３

－ 取扱説明書を読む その４ －

「OLYMPUS DS-902 取扱説明書」の４回目となります。前回は41ページまで進みまし
た。全体ページは178ページなので、約４分の１進んだ事になります。この調子で続けると

単純計算であと９回連載が必要となります。実に１年半。

まだまだ書きたい事はあるのですが、一旦、ここで従来の連載を休み、今回は目次と索引の

活用法を中心に書きました。

欲しかった製品をようやく手に入れて、さ

て使おうとする時、皆さまはどのような感じ

で使い始めますか？

何も読まずに、いきなり触る人もおれば、

取扱説明書を丹念に読んでから操作する人も

います。

僕は前者です。 iPod と
かデジカメなどのような小

さな機器では、帰宅するの

を待ちきれずに、帰りの電

車の中で包装紙を破り、触りはじめます。

触りながら覚えていく人も、説明書通り操

作して学習していく人も、最終目的は自分が

納得する操作方法を会得することです。

ほとんどの人は、機器が提供している全て

の機能を使うわけではありません。自分が必

要とする機能のみ使います。しかし、今は必

要がなくても、将来使うかも知れません。必

要度は、時と場合により変わっていきます。

新しい使い方を始めようと思った時に墨字の

説明書を読めない方にとっては、不便この上

ないことですね。

何度も来館できない利用者にとっては、一

度で多くの事を学びたいのではないでしょう

か。

さて、実際に読むにあたって参考になるの

はボランティア自身の経験です。説明が分か

らなくて何度も読み返したり、関連ページを

眺めたりした経験があると思います。その時

の事を想い出して下さい。

何が引っかかって、何が理解できなかった

か。そして、どのタイミングで理解できたか。

機器がエラーを起こして困った時に説明書

のどの部分を読めば解決できたかなど、自分

の経験に照らし合わせて考えると、「かゆい

ところに手が届く」リーディングに近づくの

ではないでしょうか。

取扱説明書では文章だけでは操作方法を理

解する事が出来ません。図や写真を如何に上

手く説明するかにかかっています。

自分が読んだ機器の説明書とは違っていて

も、何につまずき、何が理解を妨げたかの経

験が、対面では役立ってきます。

まだまだ、パソコン自体が普及していない

時代に、点訳にパソコンを導入しました。

ボランティアの方は

不安ばかりで、戸惑っ

ていました。『少々の事

では、潰れる事がない

ので、使い方が分からなくても、とにかくパ

ソコンを触って下さい』と伝え、パソコンを

貸し出しました。

忠告通りよく触った人は理解が早く、恐く

て触れなかった人は操作できるまで時間がか

かりました。

対面ではしっかり読むことも大切ですが、
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利用者に触って頂き、書かれている操作が

きちっとできることを確認する事も必要で

す。頭で覚える事にプラスして身体でも覚

えるという事でしょうか。

説明書は時として、著者にとっては簡単な

事で不必要と感じた所は端折ることがありま

す。

省かれた部分が分からず文書通り操作して

も前に進めず困ったことはありませんか。

その意味でも読むだけでなく、実際に機器

を操作して、書かれてある通り確実に実行で

きるかを確認する事も大切です。せっかく読

んでも、家に帰ったら「操作が出来なかっ

た」では意味がありません。

但し、余計なお世話にならないようにしま

しょう。利用者には「今読んだ所を実際に操

作してみましょうか？」などと、尋ねる事が

必要です。もちろん操作は利用者にして頂き

ます。

買い換えなどで基本的な操作を知っている

人もおられますし、元々機器類に強い方もお

られます。

初めて使用するか、類似の機器を使った事

があるのか、機器は苦手など、人により要不

要があります。利用者の希望を上手く汲み取

り対処するのも対面の技術の一つです。

全て読み終わり、時間がある場合は、もう

一度、操作ボタン・スイッチ等の位置と名称

をおさらいする事もお勧めします。

何をするにも、必ずいずれかのボタンやス

イッチを使います。ボタン類の位置の記憶が

曖昧であれば操作にも支障をきたします。

ボタンの形や上から、或いは右から何番目

とか、並び具合とか、位置を特定する方法を

説明するといいでしょう。

名称や位置を説明している時に『これは何

だったっけ』と利用者から疑問がでた場合は、

もう一度、本文に戻り解説を読みます。

一通りの説明で名称や位置を覚えきれなく

ても、安心して下さい。大抵は触っていく内

に覚えるものです。神経質になる必要はあり

ません。覚えてもらうまで帰さないなどと完

璧主義は無用です。

一番大事なのはこの機器で何をしたい、何

が出来るかです。

何が出来るかを知るのは目次と索引が最高

の情報源です。

例えば、「３．再生について」の項では、

ファイルの頭出し、再生スピードの変更、リ

ピート再生、しおり機能、インデックスマー

ク・テンプマーク、カレンダー検索機能、い

らなくなったファイルやフォルダーの消去な

どがあります。

また、索引で再生の関連項目を見ていくと、

「お」の欄には「音楽再生用フォルダ」、

「こ」の欄には「声だけ再生」、「さ」の欄

に「再生設定・再生モード」、「も」の欄に

は「文字起こし再生」さらに「D」の欄には
「DAISY 再生用フォルダ」という文字が見
受けられます。

また「Ｈ」の欄には「HTML 読み上げ」
と、何か関連がありそうな言葉も見受けられ

ます。

目次の３・４部分 索引より抜粋
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これだけの機能がこの機器には備わってい

る事が理解できます。

改めて読み上げてみると、『おぉ！こんな

機能があったのか』と驚く事が多々あります。

ここから利用者の目的、『こんな事がしたか

ったんや』にたどり着けるのかも知れません。

目次は先頭ページに書かれているので最初

に読む事もありますが、索引は後半に書かれ

ているため、大抵読み飛ばしがちですね。

でも、両者は情報の宝庫です。もし、時間

があれば、両者、或いはどちらか一方を読む

のも良いでしょう。読み残した項目や、何が

必要なのか、ただ漠然としていた、もやもや

がスッキリ分かるかもしてません。

普段は何かトラブルがあった場合に目次や

索引から対処法を調べます。問題が無い限り

見る事は少ないのが索引ですが、対面リーデ

ィングでは重宝します。

故障⇒目次・索引の反対の使い方で、目

次・索引⇒使い方へ導きます。

詳細に書かれた目次は内容を凝縮したもの

です。今回参考に利用させてもらった取扱説

明書では目次を読んでいるだけで、この説明

書には何が書かれているかが頭に浮かんでき

ます。残念な事に目次だけでは操作方法は分

かりませんが。

どんなに順調に使ってい

た機器も故障に見舞われる

事もあります。その対処法

も大事な事項です。

ほとんどの説明書には故障時の対処法や機

器に表示されたエラーコードの意味などが書

かれたページがあります。

使い方を学んでいる最中に縁起でも無いの

かも知れませんが、末永く使うためには必要

事項です。

この説明書では「故障かな？と思ったら」

という名称で３ページにわたって書かれてい

ます。

録音するなり、点字で控えない限り記憶す

る事は無理です。が、対処法が書かれている

事だけでも覚えれば充分です。

また、症状の部分のみでも読み上げて頭の

片隅にでも置いておけば、いざという時に焦

らずに済みます。

まずは、説明書の上記の欄を家族の方に読

んで頂くか、もう一度対面を利用して頂くか

ですね。

また、「警告表示一覧」も2ページにわた

り書かれています。

残念な事にディスプレーに表示されるため
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に利用する事は難しいです。

ここでも、表示内容を読むにとどめて置く

ぐらいでしょうか。

これだけ丁寧に読んでいけば、トラブルに

見舞われた時には、①ディスプレーを見る

②「故障かな？と思ったら」か「警告表示一

覧」を読むという流れが思い浮かんできます。

最後に忘れがちなのが、問い合わせ先です。

故障した時や使い方が分からない時に問い合

わせが必要です。

人にもよりますが、録音したり点字で控え

られる方もおられます。携帯電話に登録する

事もできます。弱視の方にはサインペンで太

く大きな文字で別紙に書いてあげるのも一方

法です。或いは、電話番号などを蛍光ペンで

塗る方法もあります。

必要が生じた場合は家族の方に読んでもら

える方もおられます。

電話番号や住所のほかにもインターネット

を利用する方法や、引き取り修理もある事を

読んでおく方がいいですね。

長々と書いてきましたが、取扱説明書を読

むという事はその機器が使えるようになる事

が目的です。

取扱説明書ではボタンの位置、ディスプレ

ーの表示内容など視力が必要な場合が多々あ

ります。文章を読む以外に、その部分をうま

く補っていただきたいのです。

このように書くと、学習参考書や問題集の

場合は「答」を一緒に考えるのか？と言う疑

問に突き当たります。でも、答えは NO で
す。

あくまでも、ボランティアは問題など、本

に書かれている事を忠実に読む立場であって、

考えるのは利用者です。

外国語を日本語に翻訳したり、年賀状の文

章を考えたりはしません。あくまでも利用者

本人が考える事です。

私たちは教える立場でも、指導する立場で

もありません。目の代わりをするだけです。

が、視覚は便利なもので、一見して全体を

見渡せます。対して聞くと言うことは、聞き

終わるまで何が書いてあったのか分かりませ

ん。その差を理解し、多少読む行為以外に補

う必要はあります。「索引」を読みましょう

かと尋ねたり、スイッチはこの部分ですと手

を導くのは対面の範疇に入るものだと思いま

す。

境界線が分かりにくいですが、利用者が何

を望み、どのように読みを希望しているのか、

などなど上手く聞き出す技術が必要です。

最後のまとめは「対話力が重要」となるの

でしょうか。

今年も年の瀬を迎える時期になりました。

誌上勉強会も『数式の読み方』から始まって、１４回目となります。その

時々に浮かんだ事柄を書き留めて来ましたが、だんだんと品切れ状態となって

きました。皆さまからのアイデア、疑問、質問が肥やしとなります。

来年こそ大輪を咲かせるためにも、ご意見、感想、そして、首を長くして原

稿をお待ちしています。どんな小さな事柄であっても、大きく育っていくもの

です。皆さまのご協力をお願いします。
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寄り道・回り道 レポーター 中川 亜希子
なかがわ あ き こ

パリ-アッシュ PARIS-h
【所在地】 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館1階

【行き方】 京阪中之島線 渡辺橋より地下直結 徒歩５分

【営業時間】 10：00～19：00

【定休日】 日曜日・月曜日

天高く、馬肥ゆる秋。皆様いかがお過ごし

でしょうか。図書貸出係の中川です。

今回は、私が自信を持ってお勧めできるパ

ン屋さんをご紹介します。中之島ダイビル本

館１階にあります「パリ-アッシュ」という
隠れ家的パン屋さんです。中之島周辺の中で

は一番おいしいパン屋さんだと思います。

（ANAホテルの１階ベーカリーを除く）
隠れ家的というのは「入り口が見つけにく

い」という意味で、渡辺橋駅からダイビル本

館内は地下で直結しているのですが、お店の

入り口は外にあります。いったん建物の外に

出て回り込むか、注意して地上を歩いていか

ないと、道に面していないのでわかりにくい

のです。目印は鉄製のアンティークなブラン

コです。（写真参照）

こちらのパン屋さんは、もともと中央区本

町で8年間店を構えていたパン屋さんが、ダ

イビル本館建替時の2012年に中之島へ移転

してきて出来たお店です。

ケーキ屋さんのような対面販売で、チョコ

や木の実やベリー、季節の果物をふんだんに

入り口

使ったパンが多く、どれも素材がとても厳選

されています。

定番商品はバケットくらいで、毎回行くと

違う品揃えのパンが季節に合わせて用意され

ています。

対面販売なので、パンに関する質問から保

管方法まで、店員さんに伺えばアドバイスし

ていただけます。また、店内は補助犬、車椅

子可能で、パン

の置かれている

場所も車椅子か

らでも見やすい

高さにされてい

ます。また、段

差のない入り口

と自動ドア、聴

覚障害者用の筆談用のノートも準備されてい

て、店側の心遣いを感じられます。

レパートリーの豊かな風味あるここのパン

は、職人気質のシェフと理解あるマダムの努

力あってのこと。

店内ではケーキや焼き菓子も売られていま

すが、まずはぜひ、パンを賞味していただけ

ればと思います。
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お耳拝借

味覚と視覚

対面リーディング・ボランティア 澤井 稔
さ わ い みのる

「おいしい」「まずい」を感じる感覚と言

えば、思いつくのは「味覚」。しかし、実際

には「視覚」「嗅覚」「触覚」「聴覚」の五感

すべてを総動員して「おいしさ」を感じてい

ると言われています。

それではまず、人がものを食べる時の事を

考えてみましょう。食べる前に食べ物を目で

見て、形や色ツヤ等から、おいしそうかどう

かを視覚で判断するとされていますが、例え

ば、トマトの赤やホウレンソウの緑、ナスの

紫等、鮮やかな彩りはいかにもおいしそうに

見えます。

昔から、料理の献立の彩りや味のバランス

を良くする目安として「五味五色 」を揃え
ご み ご しょく

るのが良いと言われてきました。五味とは

「甘味、塩味、酸味、苦味、うま味」の事で、

五色とは「青、赤、黄、白、黒」の事だそう

です。青菜の青や人参の赤、卵の黄色やご飯

の白、海苔の黒等、五色を揃えると、彩りは

もちろん、栄養学的にもバランスが大変良い

とされてきました。人は暗い所や目隠しをさ

れた状態でものを食べると、味も香りも同じ

なのに、なぜかおいしく感じない事がありま

す。それだけ視覚は「おいしさ」に大きくか

かわっているらしいのです。

ところで「味」と「味覚」の関連性ですが、

一般的には次のように定義されています。何

らかの味を持っているのが食品で、それを人

が舌で区別する事と、その時受ける感情が味

覚であり、とりわけ日本人の味覚に関する表

現は極めて多彩であるとされています。

人は空腹の時は何を食べてもおいしく感じ

るものです。口に何か食べ物を入れた際に、

人は味を感じます。この味は食べ物の持って

いる化学物質による刺激とされており、舌に

ある味覚細胞に化学物質が触れた際に起こる

ようです。

では刺激の受け方、つまり生理学的な味の

感じ方はどのようなものでしょうか。先ほど

出た基本的な「五味」は舌の上でどのように

感じられているのでしょうか。実はそれぞれ

の味の種類によって舌における感受性が違い、

それぞれの味に敏感な部分で感じているらし

いのです。「甘い」というのは舌の先端で強

く感じ、「塩辛い」は先端に近いへりの部分

で感じるとかです。又、「酸っぱい」はその

後ろの部分でとか、「苦い」は一番奥の部分

にあり、舌の付け根部分で感じるとかです。

さらに「うまい」は舌の先端と奥との説が有

力視されていますが、今後さらに詳しい研究

成果が明らかになるでしょう。さらに人間に

は、舌の他に口腔粘膜でも味覚細胞が発見さ

れていて、口の中でも味を感じるそうです。

因みに、魚は口の中以外に体の表面でも味

を認識する感覚が存在するそうですし、昆虫

は口のまわりの毛の生えた部分で味覚を認識

する感覚を持つとも言われています。

それでは、人間の舌の味覚細胞で感知され

た化学物質、つまり「味」はどのように脳に

伝わり、私達はおいしい・まずいといった評

価を下すのでしょうか?

味はまず舌の表面近くにある味蕾という味
み らい

覚受容器に作用します。味蕾は味覚細胞の集

合体であり、１つの味蕾には10個程度の味

覚細胞が存在します。この味覚細胞の寿命は

人間で約10日ですから意外に短命です。又、
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味蕾は味覚細胞の他に、支持細胞と基底細胞

という異なった３つの細胞で構成されていま

す。味蕾の大きさは直径約50マイクロメー

トルで１マイクロメートル=1000分の１ミ

リメートルというスケールです。舌の表面に

は味孔という穴が開いています。この穴から
み こ う

食物が持っている固有の化学物質が入ります。

次に、味覚細胞で感知された味の情報は味蕾

の味孔から味覚神経を介して脳に入っていき

ます。その伝達のされ方は、味を感知した舌

の部分によって異なります。舌の前方３分の

２で感知された味の情報は、味覚神経でもあ

る舌咽神経に伝えられます。その後、延髄の
ぜついん

孤束核を通り脳に入るのです。脳に入った後
こ そくかく

は、それぞれ特有のルートを経由して、最終

的に大脳皮質の視床下部に到達して、そこで

複合された味覚を認識するのです。

料理としてのおいしさには、色、形状、量、

盛り付け、さらに実際に食べるものではない

食器も影響するそうです。そのためどれだけ

より良い素材を使っても、味を良くしても、

盛り付けが雑であったり汚かったりしたら、

それまでの苦労の多くが水の泡になってしま

います。

この食べ物の見た目ですが、食べてどんな

味かを知る前に、脳においしそうか否かをイ

ンプットする働きがあります。これはある意

味、味付けが下手な人にも朗報と言えます。

見た目に工夫を凝らせば良いからです。

では、人が美味しさを判断する視覚的要因

はどのような項目が一番影響を与えているの

でしょうか?それはズバリ色であると考えら

れています。例えばピンクは甘味、水色は塩

味、赤は辛味を連想するといった具合です。

但し、これは日本人の食文化の特徴の一つで

あり、海外にはほとんどありません。このこ

とから日本人は視覚的なおいしさの影響を受

けやすいと言えるでしょう。

又、グルメの人は「舌が肥えている」とよ

く言われます。ただし、頻繁においしいもの

を食べたからと言って、味覚が特別に敏感に

なるわけではないでしょう。色々なおいしい

ものを食べると、それぞれの料理の記憶が脳

につまってきます。おいしいものの記憶が脳

につまってくると、食べ物の微妙な味わいを

脳が区別出来るようになります。グルメの人

は、舌が肥えているのではなく、「脳が肥え

ている」と言い換えることが出来そうです。

最後に美味しさの要素を整理してみますと、

①基本味としての(イ)甘味 (ロ)酸味

(ハ)塩味 (ニ)苦味 (ホ)うま味に

②広義の味としての(イ)辛味 (ロ)渋味に

③嗅覚と言われる 香り

④触覚し表現される 硬軟、粘度が有り

⑤温度の感覚が加わり

⑥視覚で認識する 色や光沢や形状が加わり

⑦外部環境としての雰囲気や気象条件として

の気温、湿度等

⑧過去の食体験としての習慣や食中毒等

⑨体内環境としての空腹、塩欠乏、糖欠乏等

と言う事が出来るでしょう。

その中で、⑥の視覚の役割として食材のイ

メージが挙げられます。アメリカ人やイギリ

ス人にとってのタコやナマコの事例がその典

型です。食べ物の好き嫌いには、その食べ物

のイメージが大きく寄与しているのも事実で

しょう。

このように色々な要素で成り立つメカニズ

ムに因って私たちは日々食生活を営んでいま

す。視覚も含めて最終的には脳に集められた

情報を基に「おいしい生活」を作っていると

言えるのではないでしょうか。食に関する

「脳の切れ味」を益々磨くため、今日もおい

しくいただきましょう。

本文は以下の書籍を参考にしました。①『味

の本』中村弘 日刊工業新聞社 ②『うま味

って何だろう』栗原堅蔵 岩波ジュニア新書
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ミニ情報 楽譜を読む順番について

近頃、楽譜の歌詞を読む依頼が入っています。そこで譜面を読む順番に関係する

基本的な記号を集めてみました。

では、上記をふまえて、次の譜面はどの順番で読むでしょうか（答えはページ下段）。

①

②

③

④

⑤

記号 読み方 意味

　リピート 　直前の　　　　または曲頭に１回戻り反復します。

　１（番）括弧 　反復の１回目のみ演奏します。

　２（番）括弧 　反復の２回目のみ（１番括弧を飛ばし）ここを演奏します。

　ダ・カーポ 　「最初から」の意味。曲頭に戻ります。

　ダル・セーニョ 　「記号の所から」の意味。　　に戻ります。

　フィーネ 　Ｄ．Ｃ．またはＤ．Ｓ．で戻った後、ここで終わります。

　トゥ・コーダ 　「結尾」の意味。　　　　　へ飛び演奏します。

気が付けばもう12月、日々バタバタしてい

るうちに月日ばかりが過ぎていくようで焦っ

てしまいます。まだ少し気が早いですが、皆

様どうぞ良いお年をお迎えください（F）

日本ライトハウス 情報文化センター

550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
06-6136-7704（対面専用）
06-6441-0039（サービス部）

（答え）①ＡＢＡＢＣＤＣＤ ②ＡＢＣＡＢＤ ③ＡＢＣＤＡＢ

④ＡＢＣＤＢＣ ⑤ＡＢＣＤＡＢＥＦ


