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心理学研究の対象としての嗜好品：
文化人類学と神経科学の知見を踏まえて
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Abstract

酒、たばこ、コーヒー、茶、カート、ビンロウ、ペヨーテなど、嗜好品とその摂取

習慣は世界の様々な地域で存在することが、文化人類学の研究者たちによって明ら

かになっている（髙田，栗田，CDI，2004; 大坪・谷，2022）。嗜好品の摂取は、快

い体験を摂取者にもたらすが、一方で摂取が嗜癖（addiction）につながると懸念さ

れることもある。嗜好品に嗜好と嗜癖の二面性がなぜ存在するのかについて、神経

科学の研究はひとつの手がかりを示している。「欲しい」を媒介する wanting回路と

「好き」を媒介する liking回路という二つの神経回路である (Berridge & Robinson, 

2016; Morales & Berridge, 2020)。この二つの回路は異なる物質によって活性化し、

異なる影響を生体に及ぼす。wanting回路はドーパミンによって駆動し、liking回路

はオピオイドやエンドカンナビノイドによって駆動する。嗜好は liking回路、嗜癖

は wanting回路によって調節されているのかもしれない。世界には多様な嗜好品が

存在するが、それらの摂取によってどういった物質が分泌されるか、どちらの神経

回路への刺激がよりなされるかは必ずしも明確でない。本論文は、嗜好品の心理学

研究には、文化人類学による調査結果と、神経科学による実験結果を包括できる可

能性があると主張する。
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１．心理学研究の対象としての嗜好品：文化人類学の知見から

嗜好品とは何か。広辞苑（第七版）によれば、「栄養摂取を目的とせず、香味や刺
激を得るための飲食物。酒・茶・コーヒーの類」と書かれている（新村，2018）。髙
田（2021）は嗜好品について、「①栄養にならない、②薬でもない、③しかし、ない
と寂しい、④人と人との社交を円滑にする、⑤ストレスを解消し、リラックスさせて
くれるなど、心身に良い効果がある」といった特徴を列挙している。「嗜好品」の用
語は文化的ニュアンスを含んでおり、ドイツ語の ‘Genußmittel（ゲヌスミッテル）ʼ
に対応するが、英語では適切な訳語が存在しない。日本語としての「嗜好品」という
言葉は、森鴎外が先のドイツ語を演説の中で訳し、小説の中で用いたことが始まりと
されている（髙田 , 2021）。
この日本独自の言葉を用いた研究は、主に国内の人文科学や社会科学の領域で発展
してきた。世界的に流通している品目として、酒・たばこ・コーヒー・茶が四大嗜好
品と呼ばれて取り上げられることが多いが、実際の嗜み方は必ずしも一様ではない。
品目が国をまたぐことで、嗜むスタイルが変わることもある。例えば、水煙草（シー
シャ）は、その起源である中東地域では、中高年の男性を中心として、コーヒーや紅
茶とともに水煙草を嗜みながら家庭や政治などについて意見を交わすという、喫茶文
化を形成している。一方で日本では、主に二十代の男女が中心となって、ソフトド
リンクとともにお喋りやゲームに興じながら、SNSに水煙草の写真や動画を投稿す
るなど、若者文化として定着しつつある（澤井，2022）。また、大枠では同じカテゴ
リに属していても、国ごとによってローカルな差異が存在し、それが特別な意味を有
することもある。例としては、ミルクティーが挙げられる。ミルクティー自体は世界
のあちこちに存在するが、その土地を象徴する飲み物として、香港での奶茶（ナイチ
ャ）、タイのチャーイェン、シンガポールのテータレック、ミャンマーのラペイェ、
といった「ご当地ミルクティー」が存在し、それぞれにローカルな文化的意味づけが
存在するとされている（小栗，2022）。
四大嗜好品のほかにも世界にはさまざまな嗜好品が存在し、研究対象となってい
る。たとえば、東南アジアにおけるビンロウ（ヤシ科植物の実を石灰とともにコシ
ョウ科植物の葉に包んだもの。噛んで吐き出す形態をとる）、イエメンやエチオピア
のカート（Khat, チャットとも。ニシキギ科の植物の葉。葉を噛んで片頬に溜める）、
オセアニア地域のカヴァ（コショウ科植物の根から抽出される飲料）、西アフリカ地
域におけるコーラ（ゴーロとも。アオイ科の植物で、種子を噛み齧る）、アメリカ先
住民教会におけるペヨーテ（サボテン科植物の一部を乾燥させたもの。粉末状にした
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ものが宗教儀礼の中で食される）などが挙げられる（髙田 , 栗田，CDI，2004; 大坪・
谷，2022）。
このように、社会的役割・文化的意味をもつ嗜好品の摂取習慣は、日本のみならず
世界のあちこちで存在する。嗜好品にまつわる習慣は時に宗教的儀礼や文化的意味、
個人的なこだわりといった要素を含む（大坪・谷，2022）。宗教、文化、趣味、こだ
わり、といった要素は、人間特有の「人間らしさ」といっていいのではないだろう
か。「人間らしさ」を反映する嗜好品の研究は、人間の精神と行動を対象にする心理
学研究の範疇であると考える。
前述の通り、「嗜好品」という単語は日本語独自の表現であり英訳が困難で、定義
も一義的でないことが影響しているのか、「嗜好品」という枠組みの研究を英語圏で
発表する取り組みは盛んでないようにみえる。しかし、嗜好品摂取による主観的な効
果として、ポジティブな気分やリラックスを体験できること（横光ら , 2015）や、代
表的な嗜好品である酒・たばこ・コーヒー・茶には、アルコール、ニコチン、カフェ
インといった生理活性物質が含まれることを踏まえれば、嗜好品摂取の効果とは、摂
取状況・場面、主観的認知と物質の作用が相互作用した結果であるだろう。そうした
現象は心理学領域で解析できる対象であり、また解析によって「嗜好品の楽しみ」に
関する一般法則の存在を見出すことができるように思える。この論理は神経科学領域
にも拡大することが可能である。当然、物質ごとの代謝や機能などは異なるものの、
もしも嗜好品の複数品目にまたがる共通の脳内メカニズムがあるとすれば、「嗜好品」
が日本語独自の言葉であっても、世界の様々な地域で嗜好品の研究が発展する下地に
なるのではないかと考えた。
多くの場合、嗜好品の摂取は快い体験をもたらすが、嗜癖（addiction）につなが

る可能性もある。すなわち、嗜好品とされる品目には、嗜癖につながりうるネガティ
ブな効果と、嗜好を満たすポジティブな効果の二面性がある。この嗜癖と嗜好の区分
はどこにあるのだろうか。
近年の神経科学の知見は、「嗜好品共通の効果」、「嗜好品が有する効果の二面性」
を説明できるかもしれない。すなわち、「嗜好品には、品目共通の心理的効果があり、
その効果を媒介する共通の脳内メカニズムが存在する」、「嗜癖と嗜好にはそれぞれ根
底にある神経回路が異なり、どちらの回路が活性化されるかによって区分される」と
いう仮定が成り立つかもしれない。次章では、上記二点の仮定について、嗜好品に関
する調査研究、および神経回路の研究について紹介する。
なお、本論文では、和田（2022）および宮田（2022）を参考に、「依存（depen-

dence）」という用語は、「ある生体とある薬物の相互作用の結果生じた状態」という
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意味で物質使用障害に対して適用されるべき用語として、「嗜癖（addiction）」は「あ
る物質・行為・行動に、のめりこんで、コントロールを失っている状態」を意味す
る、より包括的な用語として区別する。

２．嗜好品の心理学研究の発展可能性：神経科学の知見から

著者の専門は実験心理学であるが、実験系分野の視点では、酒・たばこ・コーヒ
ー・茶といった複数品目を「嗜好品」とまとめる研究は、研究論理として無理がある
ように思われる。含まれる生理活性物質が異なる以上、人体へ影響するメカニズムが
異なるためである。実験室実験による基礎的検討としては、実験条件の統制や測定指
標の決定のために、個々のメカニズムを細分化して、その構成要素をひとつひとつ分
解し、掘り下げていくことが多い。嗜好品の場合、むしろ単一品目に絞って種類や
量、頻度、摂取歴、摂取場面などの要素をそれぞれ詳細に検討していくことが順当な
進め方であるように思える。
しかしながら、近年では、別の観点も存在する。たとえば、アルコール、コーヒ
ー、茶の摂取による有益効果について、アメリカ、中国、日本、ヨーロッパ諸国の研
究をメタ分析した研究がある (Ran et al., 2021)。Ran et al. (2021) によれば、高齢者
集団において、低用量（一日あたり 11 g未満）の飲酒習慣、低用量（一日あたり 2.8
カップ未満）のコーヒー摂取習慣、一日一杯の茶摂取習慣は、認知機能障害のリスク
を低減させるという結果が得られた。著者らが述べている通り、国ごとの文化や社会
的な差を検討できてはいないため、一般化可能性に限界はある。しかし、これらの品
目の摂取が認知的な健康に及ぼす影響を理解するために複数の品目を対象にした、と
いうようにオリジナリティの主張として記述されている。当該研究には嗜好品に相当
する言葉は使われてはいないが、嗜好品の研究枠組みとして重なる点がある。
神経科学の知見はポジティブな「嗜好」とネガティブな「嗜癖（addiction）」を区

別するための手がかりとなりえる。先行研究では、「欲しい」を媒介する wanting回
路と「好き」を媒介する liking回路の違いが説明されている (Berridge & Robinson, 
2016; Morales & Berridge, 2020)。この場合の「欲しい（wanting）」とは、報酬手が
かりによって駆動される動機づけの一種であり、中脳辺縁系の回路によって生成さ
れる特定の心理的プロセス（‘incentive salienceʼ とも呼ばれる）を意味する。中脳辺
縁系の回路の働きによって incentive salienceが付与されると、特定の飲食物やそれ
を予測させるような手がかりが魅力的に認識されるようになり、主観的な渇望が誘発
される。「欲しい」反応は、ヒトの成人では主観的な渇望の評価によって、動物では
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対象への接近や消費量によって計測される。一方、「好き」は、快い報酬に対する快
楽・楽しみ・喜び（pleasure）の影響を意味する。一般的な快情動と同様に扱われて
いる場合もある。「好き」反応は、ヒトの成人では主観的な快楽の評価で、新生児や
動物では顔や口の表情パターンを判断することで計測される。‘wantingʼ は主に中脳
辺縁系ドーパミン系によって媒介されており、‘likingʼ は複数の脳部位（側坐核、前
頭前野、眼窩前頭皮質、島皮質、腹側淡蒼球など）における小さなホットスポットの
相互作用によって成立している。‘likingʼ のシステムはオピオイドやエンドカンナビ
ノイドの刺激によって、「好き」反応を増幅する。重要なことに、ホットスポットで
もドーパミンの刺激によって「好き」を増幅させることはできない。これは、コカイ
ンや覚せい剤のような強い依存をもたらす物質が強力にドーパミンを放出させるのに
対して、嗜好品に含まれるアルコール、ニコチン、カフェインはドーパミン系に対す
る影響が間接的である点と一致する（廣中 , 2014）。ちなみに、臨床的症例との関連
では、物質使用障害（薬物依存）や摂食障害（過食症）において、liking回路ではな
く wanting回路が過剰に活性化している可能性が指摘されている。まとめると、「欲
しい」は中枢的な脳内システムが存在するのに対して、「好き」は離散的な脳内ネッ
トワークの働きによるものである。それぞれのメカニズムが機能するために必要な材
料（物質）も、ドーパミンか、オピオイドやエンドカンナビノイドかという点で異な
っている。
‘likeʼ と ‘wantʼ の反応が、それぞれ異なる神経メカニズムが根底にあるとすると、

これは嗜好と嗜癖の違いを説明するものであるかもしれない。また、こうした物質や
脳部位単位の説明が可能であれば、世界の様々な嗜好品に含まれる物質についても、
拡張できる可能性がある。たとえば、ビンロウに含まれるアレコリンは、ムスカリン
型およびニコチン型アセチルコリン受容体に結合する。そして両受容体の作用によ
り、ドーパミン作動性ニューロンを興奮させるとされる (Lan et al., 2022)。また、カ
ートに含まれるカチノンは、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンのトラン
スポーターの機能に作用し、神経伝達物質の放出や阻害に働くとされる (Baumann et 
al., 2018)。無論、嗜好品の品目によって含まれる物質が異なる以上、ミクロな作用
経路はそれぞれ異なるだろう。しかし、神経興奮の結果として最終的に嗜癖と嗜好が
生まれる原因として、wanting回路と liking回路の説明は機能する可能性がある。嗜
好品の楽しみとしての役割は、liking回路の活性化によって担われており、嗜癖の過
程が wanting回路の過剰な活性化によって進行するものだと考えると、嗜好品がポ
ジティブな効果とネガティブな効果を両方有することの説明になるだろう。通常の状
態では、‘likingʼ と ‘wantingʼ は同じように発生するが、ストレスなどで負荷がかかっ
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ている脆弱な状態では、報酬手がかりに遭遇すると、選択的に ‘wantingʼ のみが高ま
ってしまうことがある (Morales & Berridge, 2020)。一般にストレスが嗜癖のリスク
ファクターであることを考えると、ストレス時に嗜好品摂取が過剰になると嗜癖に陥
ってしまうのかもしれない。
著者らが最近行った調査研究では、酒・たばこ・コーヒー・茶の四大嗜好品の摂取
は、コミュニケーションの促進などを通して、レジリエンスに正の影響を与えること
がわかった（Ueno and Watanabe Kodama, 2022）。レジリエンスとは「ストレスに対
する抵抗力・回復力」を意味する用語であり、ここでのレジリエンスの評価は井隼・
中村（2008）で作成された心理尺度を用いている。当該調査では、他者と摂取する
場面と一人で摂取する場面を想定してそれぞれ分析しているが、他者と摂取する場面
では四品目すべての嗜好品摂取が、レジリエンスのへの正の影響を介して心理的ウェ
ルビーイングにも正の影響を与えたものの、コーヒーや酒を一人で摂取する場面で
は、レジリエンスに正の影響をもたらしたうえで心理的ウェルビーイングに負の影響
を与えることが示された。すなわち、嗜好品摂取はストレスへの対処能力や適応可能
性を高める可能性があるが、そのことが必ずしも幸福につながるわけではないと解釈
できる。この結果も嗜好品が持つポジティブとネガティブの二面性を支持している。
以上の点から、多様な品目を有する嗜好品について、その品目の根底には神経回路
という共通のメカニズムがあり、単一品目を掘り下げるだけではなく、複数品目を取
り上げることにも発展可能性があるようにみえる。また役割の異なる二種の神経回路
は、嗜好品がもつ二面性、嗜癖につながりうるネガティブな側面と嗜好を満足させる
ポジティブな側面を説明している。
本論文は、「嗜好品」という複数品目を包括する研究枠組みを通して、文化人類学
において示されている世界の様々な嗜好品とその摂取習慣が、神経科学的なメカニズ
ムによって共通に説明できる可能性を示すものである。心理学は調査研究と実験研究
が共存する分野であり、これらの知見を包括できる可能性を有する。今後、こうした
複数分野の先行研究をもとにして嗜好品研究がさらなる発展を遂げることを期待す
る。
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