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(57)【要約】
【課題】実際の口腔環境に近い環境を再現し、該環境下
において実際の咀嚼を模擬することにより、実際の咀嚼
において試料から発生する香りの成分、味成分により近
い成分を得ることができると共に、咀嚼力が弱いと考え
られる消費者の噛む力をも再現して、これら消費者を対
象とした商品を開発することができる咀嚼模擬装置を提
供する。
【解決手段】試料（Ｓ）を破砕及び摩砕することにより
、咀嚼を模擬するための装置（１０）であって、前記試
料（Ｓ）を収容するための容体（２０Ａ）と、該容体（
２０Ａ）の内壁面（２２）に沿って一方が他方に向かっ
て摺動するように、対向して配設された一対の咀嚼擬似
歯（３１，３２）と、を少なくとも備えてなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
試料（Ｓ）を破砕及び摩砕することにより、咀嚼を模擬するための装置（１０）であっ
て、
前記試料（Ｓ）を収容するための容体（２０Ａ）と、該容体（２０Ａ）の内壁面（２２
）に沿って一方が他方に向かって摺動するように、対向して配設された一対の咀嚼擬似歯
（３１，３２）と、を少なくとも備えることを特徴とする咀嚼模擬装置。
【請求項２】
前記一方の咀嚼擬似歯（３１）と前記他方の咀嚼擬似歯（３２）との間に圧力を作用さ
せるように、前記一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）のうちの少なくとも１つの咀嚼擬似歯
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を前記内壁面（２２）に沿って直動駆動させる直動駆動部（４１）をさらに備えることを
特徴とする請求項１に記載の咀嚼模擬装置。
【請求項３】
前記咀嚼擬似歯が摺動する方向（Ｄ）に沿った軸を回転軸（Ｒ）として、前記一対の咀
嚼擬似歯（３１，３２）のうちの少なくとも１つの咀嚼擬似歯を回動駆動させる回動駆動
部（４２）をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の咀嚼模擬装置。
【請求項４】
前記一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）のうち、いずれかの咀嚼擬似歯、もしくは、いず
れかの該咀嚼模擬歯に連結する部分（３１ａ，３１ｂ，３２ａ，３２ｂ）には、前記圧力
を測定するための圧力測定器（４３）が設けられていることを特徴とする請求項１〜３の
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いずれかに記載の咀嚼模擬装置。
【請求項５】
一方の咀嚼擬似歯（３１）には、前記直動駆動部（４１）が連結され、他方の咀嚼擬似
歯（３２）には、前記一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）との間に作用する圧力を調整する
圧力調整機構（５０）が連結されていることを特徴とする請求項３又は４に記載の咀嚼模
擬装置。
【請求項６】
前記咀嚼模擬装置（１０）は、前記直動駆動部（４１）の前記直動駆動を制御し、かつ
、前記回動駆動部（４２）の前記回動駆動を制御するための制御装置（１００）をさらに
備えており、
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該制御装置（１００）は、前記咀嚼擬似歯を直動させる速度、前記一方の咀嚼擬似歯（
３１）と前記他方の咀嚼擬似歯（３２）との間に作用させる圧力、前記咀嚼擬似歯を回動
させる方向、前記咀嚼擬似歯を回動させる角度、及び前記咀嚼擬似歯を回動させる速度、
を入力するための入力装置（１００Ａ）を備えており、前記制御装置（１００）は、前記
入力装置（１００Ａ）から入力された前記直動速度及び前記圧力に基づいて前記直動駆動
部（４１）を作動させるべき作動量と、前記回動方向、前記回動角度、及び前記回動速度
に基づいて前記回動駆動部（４２）を作動させるべき作動量と、を演算する演算手段（１
０１）と、該演算された作動量に基づいて、前記直動駆動部（４１）及び前記回動駆動部
（４２）に作動信号を出力する出力手段（１０４）と、を少なくとも備えることを特徴と
する請求項３〜５のいずれかに記載の咀嚼模擬装置。
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【請求項７】
前記制御装置（１００）は、前記圧力測定器（４３）により測定した圧力が、前記入力
装置（１００Ａ）に入力された前記圧力に一致するように、前記作動量を補正する作動量
補正手段（１０３）をさらに備えることを特徴とする請求項６に記載の咀嚼模擬装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、試料を破砕及び摩砕することにより、咀嚼を模擬するための咀嚼模擬装置に
係り、特に、実際の咀嚼行為により近い模擬咀嚼を再現することができる咀嚼模擬装置に
関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来から、食品等の様々な試料を咀嚼したときに、試料から放出される香りの成分を分
析したり、前記試料の破砕及び摩砕のし易さを確認したりすることを目的として、咀嚼を
模擬するための装置（咀嚼模擬装置）が開発されている。該咀嚼模擬装置の開発は、１９
８６年頃から始まり、近年、食品会社などでは１９９５年にＡｃｒｅｅ，Ｔ．Ｅ．が開発
した咀嚼模擬装置などの装置が用いられており、咀嚼模擬装置は、試料を攪拌して粉砕さ
せることにより、咀嚼を模擬するものである。
【０００３】
このような攪拌タイプの咀嚼模擬装置として、図６に示すような咀嚼模擬装置が提案さ
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れている（例えば特許文献１参照）。咀嚼模擬装置６０は、試料を収容する容体６１と、
容体６１内に相互に回転可能に配置された２個の混練パドル６３，６４と、一方の混練パ
ドル６３を回転させるモータ（回転駆動装置）６２とを備えている。また、容体６３の上
部には、窒素ガス及び人工唾液を流入するための流入ポート６１Ａ，６１Ｂが形成され、
混練後に放出される成分を排出するための排出ポート６１Ｃが形成されている。
【０００４】
このような咀嚼模擬装置６０によれば、容体６１内に試料と人工唾液を投入し、モータ
６２を作動させることにより、一方の混練パドル６３を駆動させる。該駆動により混練パ
ドル６３が回転運動すると共に、該一方の混練パドル６３と噛合いながら混練パドル６４
も回転運動し、試料と人工唾液は攪拌され、混練パドル６２，６３間において試料は粉砕
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される。
【０００５】
このようにして粉砕された試料から放出される成分は、容体６１内を流入する窒素ガス
と共に搬送され、排出ポート６１Ｃから排出され、ガスクロマトグラフィによって分析さ
れる。
【０００６】
また、別の態様として、例えば、図７に示すような咀嚼模擬装置が提案されている。該
咀嚼模擬装置は、オランダのワーゲニンゲン大学で製作された咀嚼模擬装置であり、発明
者は該装置を用いて発生する香りの研究を行っていた。
【０００７】
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図７に示すように、咀嚼模擬装置７０は、試料Ｓを収容するための半球状有底の内側容
体７１と、内側容体７１を覆うように有底の外側容体７２と、を備えている。２つの容体
７１，７２は、上方においてコネクタ７５により連結されており、外側容体７２は、下方
において受け材７６に収容されている。また、受け材７６は、緩衝バネ７７を介してベー
ス７８に配置されている。さらに、内側容体７１の内部には、その内壁面７１ａに沿って
摺動する咀嚼擬似歯７３が配設されている。
【０００８】
咀嚼模擬装置７０によれば、内側容体７１と外側容体７２との間に温水を入れて、内側
容体７１内の試料Ｓを温めることができる。次に、連結ロッド７４を介して、咀嚼擬似歯
７３を摺動方向に直動させると共に回動させて、試料Ｓの模擬咀嚼を行なう。そして、内
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部容器７１内において、試料Ｓから放出された成分は、ガスクロマトグラフィにより分析
される。
【特許文献１】特開２００２−５７９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかし、図６示す咀嚼模擬装置６０は、２つの混練パドル６３、６４を単に回動させな
がら噛み合わせて、試料を粉砕しているだけであり、試料に作用する力（圧力）等を調整
することが出来るものではなかった。また、実際の口腔にある上下の歯は、試料（食品）
を上下方向から噛み潰したり噛み切ったりする動作と、試料を摩り潰す動作の少なくとも
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２つの動作からなるが、咀嚼模擬装置６０では、これらの２つの動作を再現しているもの
とは言い難い。
【００１０】
一方、図７に示す咀嚼模擬装置７０において、模擬咀嚼が行われる内側容体７１は、試
験管と同じように、底面が半球面となっているため、底側にある試料Ｓは、咀嚼擬似歯７
３を直動駆動させても上手く破砕されない場合があり、さらには、咀嚼擬似歯７３の回動
駆動と共に回動する場合もあった。
【００１１】
また、咀嚼模擬装置７０は、咀嚼擬似歯７３の上下運動（直動駆動）により、口の中の
環境を模した内側容体７１の中において模擬咀嚼を行っている。そして、咀嚼擬似歯７３

10

は、図８に示すように、内側容体７１の内壁面の形状に合わせた半球状の先端部７３Ａを
有しており、その先端部には、歯を擬似させるべく、交差する溝７３ａ、７３ｂが形成さ
れている。しかし、咀嚼擬似歯７３の形状及び大きさは、内側容体７１の内側壁７１ｂの
底部の大きさ及び形状に制限されるため、実際の口腔環境とは異なった環境となってしま
い、実際の咀嚼に比べて、縦積み状態の試料Ｓを十分に破砕することができず、咀嚼時に
試料Ｓから発生する正確な香りの成分を分析することが困難であった。
【００１２】
また、発明者の実験によれば、健常人の咀嚼時に作用する咀嚼力は、０．２〜１６ニュ
ートン（Ｎ）もあった。しかし、咀嚼模擬装置７０は、高い圧力により容体７１，７２が
破損することを防止するために緩衝バネ７７が設置されているため、実際の咀嚼力を再現
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した高い圧力条件下で、圧力を調整して咀嚼を模擬することは困難であった。
【００１３】
さらに、緩衝バネ７７は、咀嚼擬似歯７３から試料Ｓに伝えられる圧力も緩慢にしてし
まうため、咀嚼模擬装置７０では、実際の咀嚼時に試料（食品）に作用する衝撃力等を再
現することは難しいものであった。また、咀嚼する試料によっては、乳幼児や高齢者など
咀嚼力が弱いと考えられる消費者の咀嚼を上手く再現できない場合があり、咀嚼模擬装置
７０を用いて、これら消費者の咀嚼を考慮した試料（商品）の開発をすることが、難しい
場合もあった。
【００１４】
本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、
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実際の口腔環境に近い環境を再現し、該環境下において実際の咀嚼を模擬することにより
、実際の咀嚼時に近い香り成分及び味成分を得ることができる咀嚼模擬装置を提供するこ
とにある。さらには、乳幼児や高齢者など咀嚼力が弱いと考えられる消費者の噛む力をも
再現し、これら消費者を対象とした商品を開発することができる咀嚼模擬装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
前記課題を解決すべく、本発明に係る咀嚼模擬装置（１０）は、試料（Ｓ）を破砕及び
摩砕することにより、咀嚼を模擬するための装置（１０）であって、前記試料（Ｓ）を収
容するための容体（２０Ａ）と、該容体（２０Ａ）の内壁面（２２）に沿って一方が他方
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に向かって摺動するように、対向して配設された一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）と、を
少なくとも備えることを特徴とするものである。
【００１６】
本発明によれば、容体（２０Ａ）内において、対向して配設された一対の咀嚼擬似歯（
３１，３２）の間に、試料（Ｓ）を配置することができる。そして、容体（２０Ａ）の内
壁面（２２）に沿って、一方の咀嚼擬似歯（３１）を他方の咀嚼擬似歯（３２）に向かっ
て相対的に摺動させることにより、一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）の間に試料（Ｓ）を
挟み込んで、試料（Ｓ）を破砕及び摩砕することができる。
【００１７】
また、容体（２０Ａ）内において、咀嚼擬似歯（３１，３２）を対向配置させているの
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で、咀嚼擬似歯（３１，３２）は、容体（２０Ａ）の摺動方向（Ｄ）と垂直な断面の形状
に制約を受けるのみであって、咀嚼擬似歯（３１，３２）の歯の並び及び形状を自在に変
更することができ、実際の口腔環境により近づけることができる。
【００１８】
なお、本発明にいう「一対の咀嚼擬似歯」とは、試料（Ｓ）を挟み込んで、その表面で
試料（Ｓ）を破砕及び摩砕することができる部材のことをいい、表面に歯の形状を擬似す
べく交差する複数の溝が形成された一対の咀嚼擬似歯や、一方に表面に凸状曲面が形成さ
れ、他方に凸状曲面の形状に対応する凹状曲面が形成された模擬口蓋・模擬舌をイメージ
した一対の咀嚼擬似歯など、試料（Ｓ）を挟み込んで、その表面で試料（Ｓ）を破砕及び
摩砕することができるものであれば、その表面形状は特に限定されるものではない。
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【００１９】
さらに、咀嚼擬似歯の摺動時に作用する圧力は、容体（２０Ａ）に直接的に作用するこ
となく、それに対向して配設された咀嚼擬似歯がその圧力を直接的に受けることになるの
で、容体（２０Ａ）の破損を防止するための緩衝バネは不要となり、より高圧条件下で試
料（Ｓ）に圧力を作用させることができる。
【００２０】
このように一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）により、試料（Ｓ）を挟み込んで試料（Ｓ
）を破砕及び摩砕する動作は、実際の口腔内において上下の歯により試料（食品）を噛み
潰す咀嚼の動作に近い動作を再現することになり、試料（Ｓ）を、確実に破砕及び摩砕す
ることができる。
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【００２１】
さらに、咀嚼擬似歯を試料（Ｓ）に対して回動させた場合であっても、これに対向して
配設された咀嚼擬似歯の歯により試料（Ｓ）は保持されるので、回動する咀嚼擬似歯と共
に試料（Ｓ）が回動することなく、一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）の間で摩り潰すこと
ができる。この場合、回動方向は、一方方向に限らず、角度を変えて両方向に回動させて
もよく、上下の歯が食物を噛み潰す方向だけではなく、舌や臼歯での食物を摩り潰す動作
をも再現することができる。
【００２２】
このような結果として、本発明に係る咀嚼模擬装置（１０）によれば、実際の口腔環境
に近い環境を再現し、該環境下において実際の咀嚼を模擬することができるので、試料（
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Ｓ）から放出される香り成分は、実際の咀嚼時の香りに近いものとなるため、実際の咀嚼
時に近い香り成分を分析することができる。
【００２３】
また、実際の咀嚼の状態を再現することができるため、人工唾液を試料（Ｓ）に加える
ことで、模擬咀嚼後に試料（Ｓ）から滲出した液と人工唾液の混合液に含まれる味成分を
、高速液体クロマトグラフィ及びアミノ酸分析装置などによって分析することができる。
なお、人工唾液を加える場合には、前記容体（２０Ａ）の一部に、人工唾液を流入させる
ための流路（２５ａ）を設けることが好ましい。
【００２４】
また、本発明に係る咀嚼模擬装置（１０）は、前記一方の咀嚼擬似歯（３１）と前記他
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方の咀嚼擬似歯（３２）との間に圧力を作用させるように、前記一対の咀嚼擬似歯（３１
，３２）のうちの少なくとも１つの咀嚼擬似歯を前記内壁面（２２）に沿って直動駆動さ
せる直動駆動部（４１）をさらに備えることがより好ましい。
【００２５】
本発明によれば、直動駆動部（４１）を備えることにより、一方の咀嚼擬似歯（３１）
と他方の咀嚼擬似歯（３２）との間に圧力を作用させるように直動させることができるの
で、一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）の間にある試料（Ｓ）の破砕及び摩砕の動作を、実
際の口腔内において上下の歯の上下動により試料（食品）を噛み潰す咀嚼の動作に近づけ
ることができる。
【００２６】
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また、本発明に係る咀嚼模擬装置（１０）は、前記咀嚼擬似歯が摺動する方向（Ｄ）に
沿った軸を回転軸（Ｒ）として、前記一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）のうちの少なくと
も１つの咀嚼擬似歯を回動駆動させる回動駆動部（４２）をさらに備えることがより好ま
しい。ここで、回動駆動部（４２）には、回動方向を反転させる反転機構、回動速度を調
整する速度調整機構、及び回動角度を検出する機構等が設けられ、種々の咀嚼の態様に対
応させることができるものが好ましい。
【００２７】
本発明によれば、回動駆動部（４２）を備えることにより、対向して配設された一対の
咀嚼擬似歯（３１，３２）を相対的に回動方向の向きを適宜変更して、回動させることが
できるので、一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）の間にある試料（Ｓ）を破砕及び摩砕の動

10

作を、実際の口腔内において上下の歯及び舌によって試料（食品）を摩り潰す咀嚼の動作
に近づけることができる。
【００２８】
特に、直動駆動部（４１）と回動駆動部（４２）を組み合わせることにより、実際の口
腔にある上下の歯が試料（食品）を上下方向から噛み潰したり噛み切ったりする動作と、
該上下の歯及び舌が試料を摩り潰す動作との複合動作を、咀嚼模擬装置内のおいて忠実に
再現することができる。
【００２９】
また、本発明に係る咀嚼模擬装置（１０）は、前記一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）の
うち、いずれかの咀嚼擬似歯、もしくは、いずれかの咀嚼擬似歯に連結する部分（３１ａ

20

，３１ｂ，３２ａ，３２ｂ）に、前記圧力を測定するための圧力測定器（４３）が設けら
れていることがより好ましい。
【００３０】
本発明によれば、いずれか一方の咀嚼擬似歯、もしくは、いずれか一方の咀嚼擬似歯に
連結する部分に、圧力測定器（４３）を設けることにより、圧力測定器（４３）の測定値
を確認しながら、実際の咀嚼時に作用する圧力に相当する圧力を試料（Ｓ）に作用させる
ことができる。特に、直動駆動部（４１）を用いた場合には、測定される圧力の値を確認
しながら、直動駆動部（４１）を調整することにより、時間経過と共に変化する咀嚼時の
圧力を忠実に再現することもできる。
【００３１】
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また、同時に模擬咀嚼時の圧力を測定することが可能となるため、試料（Ｓ）を咀嚼終
了するまでにどの程度の咀嚼力が必要か測定することができ、そのデータを記憶装置（１
００Ｄ）に蓄積することができるので、乳幼児や高齢者などを対象とした消費者の食品の
開発に利用することができる。
【００３２】
また、本発明に係る咀嚼模擬装置（１０）は、前記一方の咀嚼擬似歯（３１）には、前
記直動駆動部（４１）が連結され、前記他方の咀嚼擬似歯（３２）には、前記一対の咀嚼
擬似歯（３１，３２）との間に作用する圧力を調整する圧力調整機構（５０）が連結され
ていることがより好ましい。本発明によれば、片方に圧力調整機構（５０）を設けること
により、一方の咀嚼擬似歯の直動駆動により、一対の咀嚼擬似歯（３１，３２）の間に作

40

用する圧力を制限することができる。
【００３３】
また、本発明に係る咀嚼模擬装置（１０）は、前記直動駆動部（４１）の前記直動駆動
を制御し、かつ、前記回動駆動部（４２）の前記回動駆動を制御するための制御装置（１
００）をさらに備えており、該制御装置（１００）は、前記咀嚼擬似歯を直動させる速度
、前記一方の咀嚼擬似歯（３１）と前記他方の咀嚼擬似歯（３２）との間に作用させる圧
力、前記咀嚼擬似歯を回動させる方向、前記咀嚼擬似歯を回動させる角度、及び前記咀嚼
擬似歯を回動させる速度、を入力するための入力装置（１００Ａ）を備えており、前記制
御装置（１００）は、前記入力装置（１００Ａ）から入力された前記直動速度及び前記圧
力に基づいて前記直動駆動部（４１）を作動させるべき作動量と、前記回動方向、前記回
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動角度、及び前記回動速度に基づいて前記回動駆動部（４２）を作動させるべき作動量と
、を演算する演算手段（１０１）と、該演算された作動量に基づいて、前記直動駆動部（
４１）及び前記回動駆動部（４２）に作動信号を出力する出力手段（１０４）と、を少な
くとも備えることがより好ましい。
【００３４】
本発明によれば、制御装置（１００）の入力装置（１００Ａ）に入力した直動速度及び
圧力となるように、作動量を演算する演算手段（１０１）によって直動駆動部（４１）の
作動量を演算し、該作動量となるように作動信号を出力手段（１０４）から直動駆動部（
４１）へ出力するので、入力した速度及び圧力となるように、咀嚼擬似歯を制御すること
ができる。この結果として、噛み潰す動作を再現した模擬咀嚼を行うことができる。

10

【００３５】
また、直動速度及び圧力を時間経過と共に変更して咀嚼擬似歯を駆動させることにより
、人と同じように最初に大きなものを噛み切る時は強く咀嚼し、その後は細かく咀嚼する
ような動作を、再現することができる。この結果、時間経過に伴う模擬咀嚼時の香りを測
定することが可能となる。
【００３６】
一方、制御装置（１００）の入力装置（１００Ａ）に入力した、前記回動方向、前記回
動角度、及び前記回動速度となるように、作動量を演算する演算手段（１０１）によって
回動駆動部（４２）の作動量を演算し、該作動量となるように作動信号を出力手段（１０
４）から回動駆動部（４２）へ出力するので、前記回動方向、前記回動角度、及び前記回

20

動速度となるように、咀嚼擬似歯を制御することができる。この結果として、摩り潰す動
作を再現した模擬咀嚼を行うことができる。
【００３７】
また、本発明に係る咀嚼模擬装置は、前記制御装置（１００）が、前記圧力測定器（４
３）により測定した圧力が、前記入力装置（１０１）に入力された前記圧力に一致するよ
うに、前記作動量を補正する作動量補正手段（１０３）をさらに備えることがより好まし
い。
【００３８】
本発明によれば、入力した圧力と測定した圧力が一致するように作動量補正手段（１０
３）により作動量を補正するので、試料（Ｓ）に作用する圧力をフィードバック制御する

30

ことが可能となり、より精度良く試料（Ｓ）に圧力を作用させ、理想的な模擬咀嚼を再現
することができる。
【００３９】
なお、上記した（符号）は、発明の理解のために、以下の実施形態に示した図面の符号
であり、発明そのものを図面により特定するものではなく補足的なものである。よって、
上記課題を解決するための手段となる本発明は、上記符号を付した実施形態の図面に示す
もののみに限定されるものではない。
【発明の効果】
【００４０】
本発明によれば、実際の口腔環境に近い環境を再現し、該環境下において実際の咀嚼を
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模擬することにより、実際の咀嚼において試料（食品）から発生する香りの成分、味成分
により近い成分を得ることができる。また、乳幼児や高齢者など咀嚼力が弱いと考えられ
る消費者の噛む力を再現することが可能となるため、消費者が試料（食品）をどの程度の
咀嚼力であれば咀嚼できるかを判断することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
以下、本発明に係る咀嚼模擬装置の実施形態を図面に基づき詳細に説明する。
図１は、本実施形態に係る咀嚼模擬装置の全体構成図ある。図２（ａ）は、図１に示す
咀嚼模擬装置の咀嚼擬似歯の斜視図であり、（ｂ）は、別の態様の咀嚼模擬装置の模擬口
蓋・模擬舌をイメージした咀嚼擬似歯（咀嚼模擬口蓋又は咀嚼模擬舌）の斜視図である。
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また、図３は、図１に示す咀嚼模擬装置の制御装置を説明するための図であり、図４は、
図３に示す制御装置の制御ブロック図である。
【００４２】
図１に示すように、本実施形態に係る咀嚼模擬装置１０は、試料Ｓを破砕及び摩砕する
ことにより、咀嚼を模擬するための装置であって、試料Ｓを収容するための円筒形状の内
側容体２０Ａと、内側容体２０Ａを覆うように円筒形状の外側容体２０Ｂとを備えている
。内側容体２０Ａと外側容体２０Ｂとは、両端に開口部２１Ａ，２１Ｂが形成されており
、両端に形成された開口部２１Ａ，２１Ｂを塞ぐように、上側封止プラグ２５と下側封止
プラグ２６とが取り付けられている。
【００４３】

10

上側封止プラグ２５には、内側容体２０Ａに人工唾液を流入させるための流路２５ａと
、内側容体２０Ａに窒素ガスを流入させるための流路２５ｂと、内側容体２０Ａにおいて
模擬咀嚼時の香りを窒素ガスと共に排出するための流路２５ｃと、が形成され、さらにそ
の中央には、後述する連結ロッド３１ｂが直動及び回動可能となるように、連結ロッドを
保持するための保持孔２５ｄが形成されている。流路２５ａ，２５ｂを介して人工唾液と
人工呼気である窒素を加えることにより、ヒトが咀嚼する環境により近付けることが可能
になる。
【００４４】
また、咀嚼模擬装置１０は、内側容体２０Ａの内部に、内壁面２２に沿って一方が他方
に向かって摺動するように、対向して配設された１対の咀嚼擬似歯３１、３２を備えてい

20

る。一対の咀嚼擬似歯３１，３２は、いずれも、図２（ａ）に示すように、円板形状をし
ており、対向する円板の表面には、歯を擬似すべく交差する溝３０ａ，３０ｂが形成され
ており、上側及び下側のコネクタベース３１ａ，３２ａによって取付けられている。なお
、この溝３０ａ，３０ｂのピッチは、模擬咀嚼を行なう試料に合わせて、適宜選定するこ
とができる。また、模擬咀嚼を行なう歯の形状は、図２（ａ）に示すような四角柱状の歯
に限定されるものではなく、例えば、円錐、円錐台、多角柱、多角錐、多角錘台などを挙
げることができ、試料（Ｓ）を挟み込んで、その表面で試料（Ｓ）を破砕及び摩砕するこ
とができるものであれば、その形状は特に限定されるものではない。
【００４５】
また、図２（ｂ）に示すように、一対の咀嚼擬似歯は、膨らみを有した凸状曲面を有し
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た咀嚼擬似歯３１Ａと、該凸状曲面の形状に対応するような凹状曲面を有した咀嚼擬似歯
３２Ａとにより、構成されていてもよい。このような形状の一対の咀嚼擬似歯３１Ａ，３
２Ａを用いることで、これらの凸状面と凹状曲面との間に試料Ｓを配置して、一対の咀嚼
擬似歯３１Ａ，３２Ａを相対的に回動させることにより、咀嚼擬似歯３１Ａ，３２Ａを口
腔内の口蓋及び舌に見立てて、該舌及び口蓋による試料Ｓの摩り潰しの動作を忠実に再現
することが可能になる。
【００４６】
このように、咀嚼擬似歯３１，３２を対向して配置させることにより、咀嚼擬似歯３１
，３２の形状を、円板形状することが可能となり、該円板の歯が形成された平坦面に試料
Ｓを配置することができる。この結果、後述するように咀嚼擬似歯３１を直動及び回動駆

40

動させて、模擬咀嚼を行なった場合であっても、試料Ｓを均一に細かく破砕及び摩砕する
ことが可能となる。
【００４７】
また、従来の試験管の形状に類似した形状の内側容体に比べ、本実施形態の内側容体２
０Ａは、円筒形状であるため、その構造はシンプルである。この結果、ヒト成人の口腔内
と同じ容量の試料Ｓを収容する容体を安価かつ容易に製作することができる。
【００４８】
さらに、一対の咀嚼擬似歯３１，３２のうち、上側コネクタベース３１ａに取付けられ
た一方の咀嚼擬似歯（上側咀嚼擬似歯）３２は、連結ロッド３１ｂを介して直動駆動部４
１と回動駆動部４２に連結されている。一方、下側コネクタベース３２ａに取付けられた
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他方の咀嚼擬似歯（下側咀嚼擬似歯）３２は、連結ロッド３２ｂを介して圧力調整機構５
０に連結されている。
【００４９】
また、咀嚼模擬装置１０に備えられた直動駆動部４１は、上側咀嚼擬似歯３１と下側咀
嚼擬似歯３２との間に圧力を作用させるように、より具体的には、上側咀嚼擬似歯３１が
下側咀嚼擬似歯３２に対して圧力を作用させるように、上側咀嚼擬似歯３１を内側容体２
０Ａの内壁面２２に沿って往復動するよう駆動させる装置である。このような直動駆動部
４１は、回転運動を直線運動に変換する機構を備えた電動モータであることが好ましい。
しかし、上側咀嚼擬似歯３１を制御装置１００を用いて直動駆動させる制御を行うことが
できるものであれば特に限定されるものではなく、例えば、油圧又は空圧シリンダなどで

10

あってもよい。
【００５０】
さらに、直動駆動部４１は、後述する制御装置１００に電気的に接続されており、制御
装置１００からの作動信号により作動するように構成されている。このようにして、制御
装置１００からの作動信号が入力された直動駆動部４１は、連結ロッド３１ｂに連結され
た上側咀嚼擬似歯３１を直動駆動させることができる。
【００５１】
一方、咀嚼模擬装置１０に備えられた回動駆動部４２は、上側咀嚼擬似歯３１が摺動す
る摺動方向Ｄに沿った軸を回転軸Ｒとして、上側咀嚼擬似歯３１を回動駆動させる電動モ
ータである。回動駆動部４２は、回動駆動部４２の出力軸にピニオン４２ａが接続されて
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おり、ピニオン４２ａは、連結ロッド３１ｂに接続されたギア４２ｂと噛合うように配置
されている。
【００５２】
さらに、回動駆動部４２は、後述する制御装置１００に電気的に接続されており、制御
装置１００からの作動信号により作動するように構成されている。このようにして、制御
装置１００から作動信号が入力された回動駆動部４２は、ピニオン４２ａ及びギア４２ｂ
に伝達し、連結ロッド３１ｂに連結された上側咀嚼擬似歯３１を回動駆動させることがで
きる。
【００５３】
このように、直動駆動部４１と回動駆動部４２を組み合わせることにより、実際の口腔

30

にある上下の歯が試料（食品）を上下方向から噛み潰したり噛み切ったりする動作と、該
上下の歯が試料を摩り潰す動作との複合動作を、咀嚼模擬装置内のおいて忠実に再現する
ことができる。
【００５４】
さらに、上側咀嚼擬似歯３１には、下側咀嚼擬似歯３２に作用する圧力を測定するため
の圧力測定器４３が設けられており、圧力測定器４３からの出力信号が制御装置１００に
入力可能なように、圧力測定器４３は、制御装置１００に電気的に接続されている。この
圧力計測器４３は上側咀嚼擬似歯３１に連結する部分である連結ロッド３１ｂに設置して
もよく、咀嚼模擬歯の圧力を正確に測定できるところであれば、どこに設置されていても
問題はない。また、圧力測定器４３として、圧力の測定範囲をより広くするために、圧力
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測定範囲の異なる圧力測定器を２つ以上設置してもよい。
【００５５】
下側咀嚼擬似歯３２は、内側容体２０Ａの内壁面２２に沿って上側咀嚼擬似歯３１に向
かって摺動可能であり、咀嚼模擬装置１０は、下側咀嚼擬似歯３２が所定の圧力で上側咀
嚼擬似歯３１を加圧できるように、一方の咀嚼擬似歯３１と他方の咀嚼擬似歯３２との間
に作用する圧力を調整するための圧力調整機構５０をさらに備えている。さらに、下側咀
嚼擬似歯３２に連結された連結ロッド３２ｂには、該連結ロッド３２ｂを必要に応じて固
定することができる固定部材４４がさらに設けられている。
【００５６】
一方の咀嚼擬似歯３１，３２のみに直動駆動部が設けられている場合は、その反対側の
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咀嚼擬似歯３２，３１に圧力調整機構５０が設置されており、この圧力調整機構５０は、
シリンダ５１Ａと、シリンダ５１Ａ内を駆動するプランジャ５１Ｂと、該シリンダ５１Ａ
に流入するエアの圧力を調整するための圧力調整弁５２と、シリンダ５１Ａに流入する圧
力を測定する圧力計５３とを少なくとも備えている。シリンダ５１Ａ内のプランジャ５１
Ｂは、圧力調整弁５２により調整された所定の圧力により、図１に示すように、シリンダ
５１Ａの上方端（プランジャ５１Ｂのストロークエンド）に常時移動せしめられる。
【００５７】
そして、直動駆動部４１及び回動駆動部４２は、制御装置１００によって作動するよう
制御される。制御装置１００は、図３に示すように、入力装置１００Ａ、演算装置１００
Ｂと、記憶装置１００Ｃと、入出力変換器１００Ｄと、を少なくとも備えている。

10

【００５８】
入力装置１００Ａは、上側咀嚼擬似歯３１を直動駆動させる直動速度、上側咀嚼擬似歯
３１を下側咀嚼擬似歯３２に作用させる圧力（上側咀嚼擬似歯３１と下側咀嚼擬似歯３２
との間に作用させる圧力）、上側咀嚼擬似歯３１を回動させる回動方向、上側咀嚼擬似歯
３１を回動させる回動角度、上側咀嚼擬似歯３１を回動させる回動速度、及び、上側咀嚼
擬似歯３１を往復動させる回数（模擬咀嚼の回数）を入力することが可能なように構成さ
ている。
【００５９】
ここで、上側咀嚼擬似歯３１を回動させる回動角度とは、回動駆動部４２が、ある基準
角度（基準位置）から回動させるための角度をいい、回動方向と回動角度を入力すること

20

により、例えば、右回りに基準角度（基準位置）から３０°回動させ、左回りに６０°回
動させ、また、右回りに３０°回動させる一連の動作を１サイクルとして、これを所定の
回数繰返すことができ、回動角度は適宜調整することができる。このような繰返し動作を
行なうことにより、試料（Ｓ）を摩り潰す動作を再現することができる。このように本発
明にいう「回動」とは、所定の角度範囲で方向を転換させて回転する動きを含む回転の動
きのことをいう。
【００６０】
演算装置（ＣＰＵ）１００Ｂは、図４に示すようにして、直動駆動部４１及び回動駆動
部４２を作動させる作動量を演算し、演算された作動量に従って直動駆動部４１及び回動
駆動部４２に作動信号を出力する装置である。
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【００６１】
記憶装置１００Ｃは、ＲＡＭ及びＲＯＭからなり、前記作動量を演算するための固有の
条件を記憶するための装置であり、入出力変換器１００Ｄは、圧力測定器４３からの出力
信号を演算装置１００Ｂへ入力すべくＡ／Ｄ変換すると共に、演算装置１００Ｂからの作
動信号を、直動駆動部４１及び回動駆動部４２へ入力すべくＤ／Ａ変換する装置である。
【００６２】
そして、図４に示すように、演算装置１００Ｂ（制御装置１００）は、その内部のソフ
トウエアとしての構成として、作動量演算手段１０１、補正量演算手段１０２、作動量補
正手段１０３、及び出力手段１０４を備えている。
【００６３】

40

作動量演算手段１０１は、直動駆動部４１と回動駆動部４２の作動量を演算する手段で
ある。具体的には、作動量演算手段１０１は、入力装置１００Ａから入力された直動速度
の値、及び、上側咀嚼擬似歯３１を下側咀嚼擬似歯３２に作用させる圧力の値から、直動
駆動部４１を作動させる作動量を演算する。さらに、入力された回動方向、回動角度、及
び回動速度から回動駆動部４２の作動量を演算する。
【００６４】
補正量演算手段１０２は、圧力測定器４３により測定した圧力と、入力装置１００Ａに
入力された圧力の偏差を算出し、その偏差に相当する補正量を演算する。作動量補正手段
１０３は、演算した補正量を用いて、圧力測定器４３により測定した圧力が、入力装置１
００Ａに入力された前記圧力に一致するように、作動量演算手段１０１で演算された作動
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量を補正する。
【００６５】
出力手段１０４は、補正された作動量に基づいて直動駆動部４１に作動信号を出力する
。このようにして出力された作動信号は、入出力変換器１００Ｄを介して、直動駆動部４
１と回動駆動部４２に出力される。
【００６６】
上記に示すように構成された咀嚼模擬装置を用いた、試料Ｓの模擬咀嚼の方法を以下に
示す。まず、内側容体２０Ａの下側咀嚼擬似歯３２の上に、試料Ｓを配置する。次に、外
側容体２０Ｂの温水流入ポート２７から４３℃程度の温水を常時流入させ、内側容体２０
Ａと外側容体２０Ｂとの間に流し、温水排水ポート２８から温水を排水し、内側容体２０

10

Ａ内の温度をヒト体温程度になるよう３７℃程度に保温する。そして、上側封止プラグ２
５の流路２５ａを介して所定量の人工唾液を内側容体２０Ａ内に流入すると共に、流路２
５ｂを介して内側容体２０Ａ内に窒素ガスを流入する。
【００６７】
一方、制御装置１００の入力装置１００Ａに、前述した咀嚼のための条件、具体的には
、上側咀嚼擬似歯３１を直動駆動させるときの直動速度、上側咀嚼擬似歯３１を下側咀嚼
擬似歯３２に作用させる圧力、一方の咀嚼擬似歯３１を回動させる方向、一方の咀嚼擬似
歯３１を回動させる角度、及び一方の咀嚼擬似歯３１を回動させる速度、上側咀嚼擬似歯
３１を往復動させる回数等の条件を入力する。
【００６８】
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そして、入力条件に従って、制御装置１００は作動量を補正して演算し、演算した作動
量に基づいて出力される作動信号を、直動駆動部４１及び回動駆動部４２に入力する。こ
れにより、制御装置１００は、直動駆動部４１及び回動駆動部４２を作動させ、上側咀嚼
擬似歯３１と下側咀嚼擬似歯３２とを駆動させる。
【００６９】
この結果、内側容体２０Ａの内壁面２２に沿って、上側咀嚼擬似歯３１を下側咀嚼擬似
歯３２に向かって摺動させながら往復動させることにより、試料Ｓを破砕及び摩砕するこ
とができ、試料Ｓの模擬咀嚼を行なうことができる。この時、試料Ｓから放出される香り
の成分は、窒素ガスと共に、流路２５ｃを介して排出されるので、該香りの成分をガスク
ロマトグラフィにより分析する。また、人口唾液を人工唾液を流入させるための流路２５
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ａから加えることで、模擬咀嚼後に試料Ｓから滲出した液と人口唾液の混合液が内側容体
２０Ａに溜まるため、この混合液に含まれる味成分を、高速液体クロマトグラフィ及びア
ミノ酸分析装置などによって分析することができる。
【００７０】
本実施形態による咀嚼模擬装置１０によれば、上側咀嚼擬似歯３１と下側咀嚼擬似歯３
２を対向して配置させたので、上側咀嚼擬似歯３１の直動駆動時に作用する圧力は、内側
容体２０Ａに直接的に作用することなく、下側咀嚼擬似歯３２がその圧力を直接的に受け
ることになるので、内側容体２０Ａの破損を防止するための緩衝バネは不要となり、シン
プルな構造にして、より高圧条件下で試料Ｓを模擬咀嚼することができる。
【００７１】
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また、一対の咀嚼擬似歯３１，３２により、試料Ｓを挟み込んで試料Ｓを破砕及び摩砕
する動作は、実際の口腔内において上下の歯により試料（食品）を噛み潰す咀嚼の動作に
近い動作を再現することになり、試料Ｓを確実に破砕及び摩砕することができる。さらに
、上側咀嚼擬似歯３１を試料Ｓに対して回動させた場合であっても、下側咀嚼擬似歯３２
の歯により試料Ｓは保持されるので、上側咀嚼擬似歯３１と共に試料Ｓが回動することな
く、一対の咀嚼擬似歯３１，３２の間で摩り潰すことができる。
【００７２】
このような結果として、内側容体２０Ａ内において、実際の口腔環境に近い環境を再現
し、該環境下において実際の咀嚼を模擬することができるので、試料Ｓから放出される香
りの成分は、実際の咀嚼時の香りに近いものとなり、実際の咀嚼時に近い香り成分を分析
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することができる。また、唾液に溶け込む味成分も、実際の咀嚼時に近いものとなり、味
成分の分析をすることができる。
【００７３】
さらに、咀嚼模擬装置１０は、制御装置１００を備えることにより、上側咀嚼擬似歯３
１の直動速度及び圧力を時間経過と共に変更して一方の咀嚼擬似歯３１を駆動させること
により、人と同じように最初に大きなものを噛み切る時は強く咀嚼し、その後は細かく咀
嚼するような動作を、再現することができる。
【００７４】
この結果、時間経過に伴う模擬咀嚼時の香の変化を測定することが可能となる。そして
、この香りの変化を、例えば陽子移動反応質量分析器（ＰＴＲ−ＭＳ）を用いて測定を行

10

い、時間軸による香りの成分の挙動を測定することも可能である。この測定によって、筋
線維（肉組織を構成している線維状細胞）があるために、従来から難しいとされていた肉
の香りのサンプルを作製することも可能になると考えられる。
【００７５】
さらにそれに併せて、制御装置１００により模擬咀嚼の回数を設定したり、上側封止プ
ラグ２５の流路２５ａを介して人工唾液の量も調整したりすることにより、より口腔環境
に近い状態で発生する香りの測定をすることが可能となる。
【実施例】
【００７６】
本実施形態を以下の実施例により説明する。
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〔実施例〕
＜咀嚼力プロフィールの測定＞
被験者の口腔内に圧力センサを取り付けて、蒟蒻ゼリーを咀嚼時の時間経過に伴う咀嚼
力のプロフィールを測定した。この結果を図５（ｃ）に示す。そして、この時の香気放散
量を測定した。この結果を下記の表１に示す。
【００７７】
図１に示す咀嚼模擬装置に試料として先に示したのと同等の蒟蒻ゼリーを収容し、制御
装置に前記測定した咀嚼力のプロフィールを入力し、蒟蒻ゼリーの模擬咀嚼を行なった。
一方模擬咀嚼時に圧力測定器により試料に作用する圧力を測定し、該圧力から咀嚼力のプ
ロフィールを算出した。この結果を図５（ａ）に示す。また、同様に、模擬咀嚼後の香気
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放散量を測定した。この結果を下記の表１に示す。
【００７８】
〔比較例〕
図７に示す咀嚼模擬装置に、実施例と同様の蒟蒻ゼリーを収容し、前記測定した咀嚼力
のプロフィールとなるように、直動駆動部の駆動を調整して、蒟蒻ゼリーの模擬咀嚼を行
なった。また、実施例と同様に、圧力測定器により試料に作用する圧力を測定し、該圧力
から咀嚼力のプロフィールを算出した。この結果を図５（ｂ）に示す。また、同様に、模
擬咀嚼後の香気放散量を測定した。この結果を下記の表１に示す。尚、表１に示す、香気
放散量とは、ガスクロマトグラフィマススペクトメトリーが検出する信号発生量であり、
ガスクロマトグラフ・マススペクトル強度（ＧＣ−ＭＳ強度）に相当するものである。
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【００７９】
【表１】
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【００８０】
〔結果〕
図５（ａ）〜（ｃ）に示すように、実施例の咀嚼力のプロフィールの方が、実際の被験
者の咀嚼プロフィールに近かった。また、実施例の香気放散量は、比較例の香気放散量よ
りも多く、実際の被験者の香気放散量に近いものであった。さらに、実施例により模擬咀
嚼された蒟蒻ゼリーと被験者が咀嚼した蒟蒻ゼリーの咀嚼片（粒子）の大きさは略近く、
比較例により咀嚼された蒟蒻ゼリーの咀嚼片よりも細かいものであった。
【００８１】
〔考察〕
上記結果から、実施例は、咀嚼片の大きさからもわかるように、実際の咀嚼力に近い咀
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嚼力で模擬咀嚼を行なったことにより、試料から発生する香気をより精度良く測定するこ
とができたと考えられる。一方、比較例の場合には、緩衝バネにより、所望の咀嚼プロフ
ィールを得ることができなかったため、蒟蒻ゼリーは、実施例に比べて細かく粉砕するこ
とができず、香気放散量も少なかったと考えられる。
【００８２】
以上、本発明の実施の形態を図面を用いて詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計変更があって
も、それらは本発明に含まれるものである。
【００８３】
例えば、本実施形態では、上側咀嚼擬似歯に圧力測定器を設けたが、模擬咀嚼時に試料
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に作用する圧力を測定し、制御装置にその圧力信号を入力することが可能であるならば、
圧力測定器を下側咀嚼擬似歯に設けてもよいし、咀嚼擬似歯に直接的又は間接的に連結し
ており、咀嚼擬似歯にかかる圧力が測定できる場所であれば、どこに設けてもよい。
【００８４】
また、本実施形態では、内側容体に導入するガスとして、窒素ガスを用いたが、試料で
ある食品及び食品から放出される香り成分に対して影響を与えない無臭のガスであれば導
入されるガスは特に限定されるわけではなく、例えば、ヘリウムガスを使用してもよい。
【００８５】
また、本実施形態では、上側咀嚼擬似歯を直動駆動及び回転駆動させたが、上側咀嚼擬
似歯と下側咀嚼擬似歯の間にある試料を破砕及び摩砕することができるのであれば、上側
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咀嚼擬似歯及び下側咀嚼擬似歯を適宜選択して直動駆動又は回転駆動させてもよく、双方
の咀嚼擬似歯を直動駆動及び回動駆動させてもよい。また、同様に、圧力調整器を上側咀
嚼擬似歯に設けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
本発明に係る咀嚼模擬装置は、例えば、咀嚼時における食品の香り、呈味を分析する研
究、香り及び呈味の分析に基づく食品の開発に利用することができる。また、本発明に係
る咀嚼模擬装置を用いれば、安定した香り（嗅覚を感じさせる物質）及び呈味（味覚を感
じさせる物質）のサンプルを製作することも可能であり、該サンプルは、聴覚、視覚、嗅
覚、味覚、平衡覚の五感を検査する病院などの感覚ドックの検査において、嗅覚と味覚の
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検査用の基準サンプルとして用いることも可能である。
【００８７】
最近はゼリーなどで誤飲による事故も多発していることから、本発明の咀嚼模擬装置を
使って、咀嚼を模擬的にシミュレーションすることで、大きさや形状、硬さが起因となっ
て誤飲事故の原因となり難い食品を、研究開発することに利用可能である。また、高齢化
社会を迎え、高齢者の脆弱化した咀嚼動作に適した食品を、研究開発することにも利用が
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本実施形態に係る咀嚼模擬装置の全体構成図。
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【図２】（ａ）は、図１に示す咀嚼模擬装置の咀嚼擬似歯の斜視図であり、（ｂ）は、別
の態様の咀嚼模擬装置の咀嚼擬似歯の斜視図。
【図３】図１に示す咀嚼模擬装置の制御装置を説明するための図。
【図４】図３に示す制御装置の制御ブロック図。
【図５】実施例と比較例に係る咀嚼力のプロフィールを示した図であり、（ａ）は、実施
例に係る咀嚼力のプロフィールを示した図であり、（ｂ）は、比較例に係る咀嚼力のプロ
フィールを示した図であり、（ｃ）は、被験者から測定した咀嚼力のプロフィールを示し
た図である。
【図６】従来の攪拌タイプの咀嚼模擬装置の全体構成図。
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【図７】従来の咀嚼模擬装置の全体構成図。
【図８】図７に示す咀嚼模擬装置の咀嚼擬似歯の斜視図。
【符号の説明】
【００８９】
１０：咀嚼模擬装置，２０Ａ：内側容体，２０Ｂ：外側容体，２１Ａ：開口部，２２：
内壁面，２５：上側封止プラグ，２６：下側封止プラグ，３１：上側咀嚼擬似歯，３１ａ
：上側コネクタベース，３１ｂ：連結ロッド，３２：下側咀嚼擬似歯，３２ａ：下側コネ
クタベース，３２ｂ：連結ロッド，４１：直動駆動部，４２：回動駆動部，４２ａ：ピニ
オン，４２ｂ：ギア，４３：圧力測定器，４４：固定部材，５０：圧力調整機構，５１Ａ
：シリンダ，５１Ｂ：プランジャ，５２：圧力調整弁，５３：圧力計，Ｄ：摺動方向，Ｒ
：回転軸，Ｓ：試料，１００：制御装置，１００Ａ：入力装置，１００Ｂ：演算装置，１
００Ｃ：記憶装置，１００Ｄ：入出力変換器，１０１：作動量演算手段，１０２：補正量
演算手段，１０３：作動量補正手段，１０４：出力手段

【図１】

【図２】
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(15)
【図３】

【図５】

【図４】

【図６】

【図７】

【図８】
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