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要約 

本研究では、誰もが幼いころに多様な経験を有していると考えられる「お菓子」に関する自伝的記憶

について質問紙調査を行った（大学生 78（男性 28 名及び女性 50 名、平均年齢 21 歳））。調査内容は、

お菓子に関するエピソード、お菓子に対する感覚モダリティ及びオノマトペからの表現、お菓子に対す

る現在の考えに関するものである。主な結果は次の通りである。お菓子に関するエピソードが7歳以上

時に生じたものは7歳未満に比べて鮮明度が高かったこと、女性は男性に比べて重要度が高かったこと

が示された。また最も印象に残る主要な感覚モダリティについては、味覚以外にも視覚、聴覚、触覚に

関する記述も半数近くみられた。オノマトペに関しては複数の感覚表現に基づいたものが比較的多くみ

られた。さらに、現在のお菓子に対する考えについては、教訓的な過去のエピソードに関して、その影

響が大きかったことが示された。 
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1．問題 

(1)はじめに － 私たちにとってのお菓子 

本研究ではお菓子に関する自伝的記憶（後述：「現在の自分に影響を及ぼすような出来事の記憶」の

意）について検討していく。その前にまず、私たちにとって、過去の経験も含め日々の生活の中で、「お

菓子」がどのような意味づけをしているのかについて考えていく。お菓子の意味づけについては多岐に

渡るので、簡単にまとめることは難しいが、㈱森永製菓の登録商標となっている「菓子育」に関するも

のが挙げられる（㈱森永製菓 ホームページ資料 2013現在）。同資料によれば、「森永製菓の菓子育 ～

お菓子を通した心のふれあい～」のタイトルのもと、次のような記述がある。「お菓子には栄養を補うだ

けでなく、もっと大切な価値があると考えています。みなさんの心に残るエピソードの中に、お菓子が

あった記憶はありませんか？誰かを想ったあたたかい気持ちを伝えるような手紙のような存在…。いつ

もそばにいて、幸せを運んでくれるエンゼルのような存在…。森永製菓は、「菓子育」の活動を通して、

お菓子のこのような価値を広めていきます。」と紹介されている。このようにお菓子は、子どもの頃の思
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い出を中心に、単なる食べ物以上の意味づけがあることが示され、同資料では「おいしく」「たのしく」

「すこやかに」の３本柱が設けられている。さらに、お菓子の役割として、「お菓子で栄養補給」「お菓

子は人の心を和やかにする」「お菓子は心の演出家」の3点が紹介されている。 

(2)自伝的記憶について 

前述の「現在の自分に影響を及ぼすような出来事の記憶」を、心理学では「自伝的記憶

（autobiographical memory）」としている。この自伝的記憶については、「過去の自己に関わる情報の

記憶」と定義されたり（佐藤 2008）、「自己が経験した出来事に関する記憶」として、自己理解の裏づ

けとなったり、意志決定を方向づけたり、他者との関係構築に関わるなど、さまざまな意味で自己を支

えるものであると位置づけられている（佐藤 2011）。本研究では、このような自伝的記憶を取り上げ

るが、そこでは「自己と記憶」の問題が根底にあり、高橋・佐藤（2008）では次のような記述がある。

「…ジェームス(James：著者注)は、自己の連続性のもとにあるのは記憶であると考えた。つまり、ど

れほど自分が変わったと感じても、自己の同一性を感じることができるのは、小学校の修学旅行の思い

出、初恋の思い出など、自分に関する記憶をいつどこででも想起できることにあるという。（本文改行：

著者注）「去年も昨日も今日も、私は他の誰でもない、私である。」――この確固たる感覚を支えるのが、

自己の記憶である。」。 

このような自伝的記憶については、さまざまな事象に関して検討されているが、特に幼少の頃の出来

事について比較的多い事象として絵本（金敷・山本 2009、山本・金敷 2010）や玩具（富山 2013）

に関する自伝的記憶の検討が挙げられる。本研究で取り上げるお菓子についても、日常生活の経験から

幼少の頃の出来事が少なくないことが考えられる。 

(3)お菓子と自伝的記憶について 

次にお菓子に関する自伝的記憶について述べる。お菓子そのものではないが、関連する先行研究とし

て、食事に関する自伝的記憶を扱ったものがある(飯塚・松川 2008、飯塚 2009)。そこでは、私たちの

生活に欠かせない食事について生理的側面だけでなく社会的側面について自伝的記憶から検討されてい

るが、お菓子に関しても冒頭で紹介したホームページ資料の例を見るまでもなく、同様にさまざまな側

面があると考えることができる。実際、お菓子に関しては、過去の印象的な出来事のみならず、食育と

いう面からは、現在や未来の自分自身の食生活や子どもの食生活への働きかけについても少なからず影

響を及ぼすと言える。また、山本・野村(2010)では、匂いと自伝的記憶について検討しているが、その

中にも食べ物に関する匂いが多く含まれている。  

また、このようなお菓子は、時代とともに流行るものがあり、どの時代に経験したかの歴史文化的背

景も影響してくる。簡単に振り返ると、近年の流行したお菓子に関する社会的出来事については、「ティ

ラミス (1991 年)、ナタデココ(1993 年)、ハバネロ(1996 年)、だんご三兄弟(1999 年)、ウカ～ル(2001

年)、激菓子ブーム (2004年)、カカオ菓子(2007年)」などが挙げられる。現在では、いわゆる「レトロ

商品」として懐かしさをマーケティングの売りにしている例もみられ、商品の購買に関する自伝的記憶
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について検討しているものもみられる（秋山・清水 2012や楠見・松田・杉森 2008）。 

このように、お菓子を自伝的記憶の面から考えていくことは興味深いと言えるが、ここでは、お菓子

が印象（記憶）に残る要因として、お菓子の持つ感覚モダリティの多様性や印象に残る表現方法の１つ

としてのオノマトペの面から考えていくことにする。自伝的記憶については、１つの出来事が視覚や聴

覚などの複数モダリティを含んでおり、これについてはルビン（Rubin）による基盤システムアプロー

チにより視覚や聴覚などの個別の感覚システムも含まれる記憶と位置づけられる（佐藤 2011）。 

お菓子に関する諸感覚からの検討については、食べ物であるので味覚が中心ではあるが、実際にはさ

まざまな感覚モダリティにより、エピソードが形成されると考えられる。例えば、パッケージのキャラ

クターは視覚による影響がみられるなど味覚以外のさまざまな感覚モダリティが複合してお菓子の刺激

をとらえていると考えられる。このようにお菓子に関する思い出は、食べ物の刺激であるので、味覚が

中心となるが、その他でも視覚・聴覚・触覚・嗅覚の諸感覚モダリティが関連していることから、お菓

子のエピソードをより鮮明にしていると考えることもできる。このことから、お菓子については、各感

覚モダリティに関する部分とそれらを統合した全体的な印象の部分からなっていると考えられる。複数

の感覚情報のまとまりについては、各感覚モダリティにおける共感覚の役割を検討したもの（楠見 

1987等）や、特に味覚に特化して検討されているものもある（瀬戸 2003、楠見 2004）。 

さらに、これらの感覚モダリティからなる情報については、長期にわたって、鮮明に保持することが

難しい部分もある。そういった中で、時には通常の言葉では保持・想起しにくいお菓子に関する出来事

を表現する方法として、オノマトペが用いられることも少なくない。矢口（2011）によれば、「オノマ

トペとは、音や運動、感情などの情報を表現する言葉である。…中略…オノマトペは感覚と強く関連す

る語であり、苧坂（1999）や吉村・関口（2007）では、「オノマトペは、クオリア（知覚印象）を運ぶ

キャリアー」である…」と紹介されている。 

以上のことから、本研究では、お菓子に関する自伝的記憶について、感覚モダリティに関するオノマ

トペから検討していくことにする。具体的には、①どのようなお菓子に関するエピソードが印象に残っ

ているのか、②そこに登場するお菓子に関してどの感覚モダリティからの印象が残っているのか及びそ

れに対してどのようなオノマトペを用いて表現しているのか、③その結果、お菓子に対する現在の考え

にどのような影響を与えたのかの３点について質問紙調査を用いて検討していく。 

 

2．方法 

(1)対象者 

大学生78名（男性28名及び女性50名、平均年齢21歳）。 

(2)質問項目 

 質問項目は以下の３つから構成されている。①お菓子に関するエピソード：「お菓子」に関する印

象に残るエピソードの想起及びそれに対する６段階尺度（鮮明度（鮮明の程度）、重要度（重要さの程度）、



お菓子に関する自伝的記憶 

坪井 寿子 

－ 128 － 

頻度（想起する頻度）、当時（当時の気持ち）、現在（振り返ったときの現在の気持ち）を尋ねた。②お

菓子に対する感覚モダリティ及びオノマトペからの表現：各エピソードに登場したお菓子について、視

覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の各感覚モダリティからの印象を尋ねた。③お菓子に関する現在の考え：

最後に、お菓子に対する現在の考えについて食生活や食習慣も含めて述べてもらった。 

(3)調査手続き 

質問紙調査を集団で施行した。 

 

3．結果 

(1)お菓子に関するエピソード内容の概要 

印象に残っているお菓子のエピソードについては、煎餅、クッキー、チョコ、飴等を始め普段の生活

で接する多くの種類のものが見られたが、「ねるねるねるね」や「うまい棒」などが比較的多く見られた。

「ねるねるねるね」は、甘いや可愛いなどの感覚的なものだけでなく、練って遊ぶといった動作が伴う

ことも印象に残る一因と考えられる。一方、「うまい棒」に代表される駄菓子についても遊び場面と関連

したエピソードがみられた。 このように、何らかの形で活動が伴っているものが印象に残っていると考

えられる。 

感情との関連については、ポジティブな感情のものが比較的多く見られた。この中では、お菓子が美

味しかったといったものが多く見られたが、「幼稚園生の頃、居残り保育で、４-５人のお友達と先生と、

先に帰った子は食べられないお菓子を食べるのが嬉しかった。」のように、得した気分になった出来事と

いった状況によるものも見られた。一方、ネガティブな感情のエピソードに関しては、「おやつを食べて

いる時に出てきたお皿に入った「おっとっと」、その頃はおいしさが分からず、好きでなかったため、テ

ンションが下がった。」といったその時の気持ちが述べられたものが多かったが、その一方で、「飴をな

めながら公園で遊んでいたら、喉につまらせて息が出来なかった、苦しくて死ぬかと思ったが、友だち

に背中を叩いてもらって抜けたので大丈夫だった。」といった苦い経験のものも見られた。このエピソー

ドについては、現在のお菓子に関する考えにも影響を与えたものとして後述する。また、印象に残って

いるエピソードでも、感情的にはニュートラルに出来事が述べられているものも少なくなかった。 

(2)お菓子のエピソードに関する評定 

対象者に記述してもらった各エピソードの評定値の全体の平均は次の通りである（( )内は標準偏差）。

鮮明度は 4.01(1.26)、重要度は 3.73(1.43)、頻度は 2.96(1.26)、過去は 4.87(1.20)、現在は 4.34(1.26)で

ある。これについてエピソード時の年齢及び男女別からの検討を行った。 

年齢からの傾向：印象に残ったお菓子に関するエピソードはいつ頃のものが多かったのかに関する分

布を図１に示した。全体的傾向として３歳から 23 歳（対象者の現在の年齢）までの広い範囲がみられ

たが、幼児期を中心とする幼少の時期及び現在に近い時期に比較的多く見られ、小学校高学年から中学

生にかけての時期は比較的少なかった。この傾向の中で、発達段階からみて１つの節目と言えること、
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それに伴い実際の生活も大きく変化することから、７歳未満と７歳以上に分けて各エピソード評定を比

較することにした（図２）。これらの想起数については、７歳未満の時に生じたエピソードを想起した人

数は 32 名、７歳以上の時に生じたエピソードを想起した人数は 44 名であった（年齢無記入、２名）。

これらについてどの評定に年齢群ごとの差が見られるか、分析を行ったところ、鮮明度に関してのみ差

が見られた（t=2.80  p<.01）。 

男女別からの傾向：男性28名、女性50名と、対象者数に少しばらつきがあったが、全体的な傾向と

しては、女性の方が細かい記述が見られた。さらに、上述の鮮明度、重要度、頻度、過去、現在につい

て男女別に比較を行った（図３）。これらについて、どの評定に男性と女性に差が見られるか、分析を行

ったところ、重要度に関してのみ男女差が見られた（t=2.16  p<.05）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ エピソード時の年齢ごとのエピソード数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ エピソード時の年齢ごとによるエピソードの評定値 
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図３ 男女別におけるエピソード評定 

 

(3)各感覚モダリティにおける結果の概要 

各エピソードで登場した「お菓子」に関して、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感による感覚モダ

リティごとに想起してもらった。視覚では色・形・大きさの記述が見られた。聴覚では、口に入れた際

の音に関する記述がみられた。触覚では、手で触ったときの感触(手触り)と口の中で食べているときの

感触(舌触り)に関するものがみられた。味覚では、実際の味に関する記述であった。嗅覚では、味覚と

かなり連動しており、甘い匂いなど、味覚に関する形容詞も用いられていた。 

さらに、この5つの感覚の中で、最も印象に残っている感覚モダリティ（以下：主要感覚モダリティ）

を尋ねた結果は以下の通りであった。各感覚における人数は、視覚では 12 名(15.4％)、聴覚では 12 名

(15.4％)、触覚では 9 名(11.5％)、味覚では 42 名(53.8％)、嗅覚では 2 名(2.6％)、無回答 1 名(1.3％)で

あった。すなわち、お菓子は食べ物であるために味覚への回答が半数以上あったものの、それ以外の視

覚、聴覚、触覚に対する回答も比較的多くあった。その一方でプルースト効果等により自伝的記憶の現

象が示されている嗅覚については、味覚と密接に関係しつつも回答数は少なかった。 

主要感覚モダリティごとのエピソード評定を行ってもらった結果が表１である。これらについては、

統計的な有意差は出なかったものの次のような傾向が見られた。すなわち、鮮明度、重要度、頻度につ

いては聴覚に関するものが多く見られた。これについては、これらは「お菓子の袋を開ける」「口に入れ

て噛んだ」など動作を伴うものが比較的多く見られたことによる。なお、嗅覚に関しては２名だったの

で、他と同じように比較検討することには無理があると言える。 

(4)各感覚モダリティにおけるオノマトペ 

上述の主要感覚モダリティにおいて、比較的多く用いられたオノマトペについてまとめたのが表２で

ある。視覚ではキラキラ・ツヤツヤ、聴覚ではサクサク・バリボリ、触覚ではサクサク・プニプニ、味

覚ではアマアマ・ウマウマ・ドロドロ・ヒリヒリ、嗅覚ではフワフワであった。視覚は見た目であり、

お菓子を購入あるいは選択するときに大きく影響するものと考えられ、聴覚と触覚は口に入れて食べた
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際の噛み応えなども影響しており、さらに触感は舌触りにも影響していると考えられている。 

(5)お菓子に関する過去のエピソードと現在の考え 

お菓子に関する過去のエピソードがお菓子に対する現在の考えに影響を与えているものとして、前述

の「飴をなめながら公園で遊んでいたら、喉につまらせて息が出来なかった、苦しくて死ぬかと思った

が、友だちに背中を叩いてもらって抜けたので大丈夫だった。」が挙げられる。このようなエピソードを

通して、「現代の子どもの食事法は知らないが、飴をのどに詰まらせて亡くなった子どももいると思うか

ら、遊びながらお菓子を食べるのは止めた方がいいと伝えたい。」といったように現在のお菓子に関する

考えに大きな影響を及ぼしている。 

このようなお菓子に関する現在の考えだけでなく、お菓子を含む食生活及び食習慣に関する記述が見

られた。具体的には、幼少の頃には自分自身でお菓子を購入することが出来なかった頃の経験を踏まえ、

お菓子を食べる時間の調節や食べる量の調整に関する記述が多かった。また、味に関する印象はその時

のお菓子のイメージは現在も変わらないことが多かったことが示された。 

 

表１ 主要感覚モダリティごとのエピソード評定の平均値 

 N 鮮明度 重要度 頻度 当時 現在 

視覚 12 3.71 (1.27) 3.75 (1.14) 2.50 (1.09) 5.21 (0.75) 4.54 (1.01)

聴覚 12 4.25 (1.31) 3.75 (1.75) 3.25 (1.47) 4.67 (1.32) 4.00 (1.64)

触覚 9 3.39 (1.27) 3.06 (1.42) 3.06 (0.95) 4.28 (0.91) 4.06 (0.88)

味覚 42 4.17 (1.27) 3.85 (1.42) 3.06 (1.31) 4.92 (1.32) 4.44 (1.26)

嗅覚 2 4.50 (0.71) 5.00 (1.41) 2.50 (0.71) 6.00 (0.00) 5.50 (0.71)

（ ）内は標準偏差 

 

表２ 感覚モダリティごとのオノマトペの例 

感覚 オノマトぺ お菓子の内容記述 感覚面の記述 

キラキラ 「ねるねるねるね」の容器とスプーン 
キラキラしていてカラフルで不思議な感

じ 視覚 

ツヤツヤ 紅茶カップに入ったプリンとスプーン コップくらい 少し黄色 

サクサク 
チョコチップクッキーの袋詰め（リボン付

き） 
耳に響くような音 

聴覚 

バリボリ うまい棒 気持ちいい 

サクサク LIONのたべっこ動物 
歯ごたえが良かった 食べ方にもこだわ

りがあった 
触覚 

プニプニ グミ 
弾力があって、プニプニしていておもしろ

い 手でちぎるのが難しい 

アマアマ エースバット 甘くて、美味しい、チョコレート菓子 

ウマウマ 袋に入ったさくら大根 すっぱい 

ドロドロ しっとりチョコの袋菓子 チョコレート 
味覚 

ヒリヒリ カラムッチョの袋菓子、コイケヤ 唐辛子、辛い 

嗅覚 フワフワ ポテトチップス 芋と甘い香り 
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4．考察 

以上の結果を踏まえ、本考察では、お菓子に関するエピソード、感覚モダリティ及びオノマトペ、現

在のお菓子に対する考えの３点から検討し、最後に本研究における今後の課題について述べる。 

まず、お菓子に関するエピソードの検討については、次のような傾向が見られた。ポジティブなエピ

ソードが多く、「ねるねるねるね」「うまい棒」が多く見られたことが示された。一方、お菓子に関する

エピソードについて、年齢ごとに評定値を検討した結果、７歳以上時のエピソードに関する方が「鮮明

度」が高かった。これは主に時間的経過の長さによるものが大きいと考えられる。一方、男女ごとに評

定値を比較した結果、「重要度」に関しては女性の方が高い値であった。これは、女性にとってお菓子に

関する経験そのものが男性のそれに比べて実際に重要であることを示しているが、これに関してはお菓

子自体のみでなく、お菓子を含んだ経験の重要度も含まれると考えられる。 

次に、感覚モダリティについて特徴的だったことは、プルースト効果などで示されている嗅覚につい

ては、味覚との関連が深いと言われつつも、本研究では、自伝的記憶としてはそれ程残らなかったよう

である。また、全体としては各感覚モダリティに関する部分とそれらを統合した全体的な印象の部分か

らなることが示された。各感覚モダリティ間のまとまりについては楠見(1988)でも検討されている。さ

らに、オノマトペに関する結果については、瀬戸(2003)では、表２でも挙げられている「サクサク」に

関しては聴覚と触覚とを同時に占めており、このように複数の感覚によって成り立つ複合感覚表現とし

て位置づけられている。さらに、本研究では、幼少期のエピソードが比較的多く見られるお菓子に関す

る自伝的記憶の枠組みでオノマトペについて取り上げたが、幼少期の子どもは、一般の形容詞や副詞を

用いて事物や動作の様子を表現することが難しく、しばしばオノマトペを用いることが示されている(苧

坂 1999)。 

さらに、お菓子に関する自伝的記憶がもたらす影響については、自身のお菓子に関する経験が特に影

響がないという記述がある一方で、お菓子に関する考え及びお菓子を含む食生活・食習慣に影響があっ

たことも示された。冒頭で紹介した森永製菓の菓子育に関するホームページでも、お菓子の食育として

「菓子育」が、「おいしく」「たのしく」「すこやかに」の３本柱で紹介されている。また、先に述べた苦

い経験を伴った教訓的なエピソードの影響力については、自伝的記憶の３つの機能である自己機能、社

会機能、問題解決機能のうち、３つめの問題解決機能が働いたと考えられる。このように、お菓子のも

たらす役割・意義については、過去-現在-未来の時間の流れから考えることも可能と言える。 

最後に本研究に残された課題について述べる。本研究では、対象者自身に印象に残るお菓子を挙げて

もらった。その結果、非常に多岐に渡るために、具体的な比較検討が難しく、特に感覚モダリティ及び

オノマトペに関する検討ではかなり困難であった。今後は代表的なお菓子を具体的に設定した上で、検

討していきたい。さらに、本研究ではお菓子に関する自伝的記憶について男女差やエピソード時の年齢

差による検討を行ったが、「問題」の項で述べた世代差あるいは社会的文化背景については充分考察がで

きなかった。最近では、いわゆる「懐かしさ」を売りにしたマーケティングなども見られる。この懐か
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しさと自伝的記憶との関連は密接であり、音楽の懐かしさについては瀧川・仲（2011）の研究で既に取

り上げられているので、お菓子に関しても今後の検討が待たれる。  
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