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－第11回カレー再発見フォーラム－

意欲維持・ストレス抑制に対する
カレーの機能性
～気力・体力アップのためのカレー活用術～

茂木 健一郎 氏（脳科学者）
牛窪 恵 氏（世代・トレンド評論家）
＊試験協力：株式会社センタン

1999年の発足以降、カレーの文化や伝承を科学
的な視点で捉え直し、カレーの新たな価値をご
紹介してきた「カレー再発見フォーラム」では、
2012年6月19日に「第11回カレー再発見フォー
ラム」を開催いたしました。
今回のフォーラムでは「ストレスマネジメント」
をテーマに、脳科学者の茂木健一郎氏と、世代・
トレンド評論家の牛窪恵氏をお招きしました。
基調講演では、人間のモチベーションの維持と
ストレス抑制に対するカレーの機能性について、
株式会社センタン* の協力のもと、カレー再発見
フォーラムが行ったヒト試験の結果を、茂木氏
よりご紹介いただきました。
続いて茂木氏と牛窪氏に、今回の試験結果から
得られたカレーの可能性について、対談のかた
ちで考察いただきました。

＊株式会社センタンは、脳科学・認知科学の知見を生かしたサービス開発を提供されています。

基調講演：カレーがストレス負荷時にもたらす
意欲維持・ストレス制御への作用

実験
概要

実験食

カレー

比較食
（カレーからスパイスを除いたもの）

※具、ごはんの量は同じ

茂木 健一郎（脳科学者）

ストレスマネジメントの重要性
カレーと脳に関連性があるという仮説のもと、
「第10回カレー再発見フォーラム」で私が報告
した試験結果では、カレーを食べた人のIQは
「7」上がっていたことがわかりました。
そして今回、カレーを食べるとやる気が高まり
仕事が効率的に進むことが経験的に知られてい
ることから、ストレスを伴う課題を与えたとき
に、その課題に伴うストレスと、課題遂行に対
するモチベーションに、カレーがどのような影
響を与えるのか、カレーのスパイスの香りの作
用にも着目した試験に携わりました。
そもそもストレスとは、自分が置かれている状況
に対して、自分のスキルや経験で対応できないと
きに経験するもので、近年の日本社会の状況にお
いて急増しているといわれています。
さらに近年、ストレスは脳を通じて、からだを守
る免疫に悪影響を与えることが明らかにされ、
「ストレスマネジメント」は人の健康を左右する
重大な課題として位置づけられているのです。

カレーによるストレスマネジメントの検証

今回の試験で測定した指標は、主に次の3つ。
① ストレスの度合いを示す「唾液アミラーゼ」
② 課題遂行の回答時間（パフォーマンス）
③ 脳活動を反映する「脳波（事象関連電位）」
①の唾液アミラーゼは、デンプンを分解する酵
素として広く知られていますが、最近の研究で
ストレスの指標になることがわかっています。
唾液は免疫の一部でもあるため、ストレスを感
じたときに免疫作用として、素早く分泌されま
す。このときに唾液アミラーゼが活性化するた
め、ストレスの度合いを瞬時に把握できます。
そして今回、③の脳活動の計測では、リアルタイ
ムに測定できる脳波を対象として、計測方法には
被験者の負担が少ない「EEG」を採用しました。
なお、脳波の計測は、男性（20～30歳代、カ
レー群と比較食群各3人）を対象に、追加試験を
実施し、計測・評価を行いました。
実験
概要

先行研究／モチベーション
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今回の試験では、特に現代の日本でストレスが
多いといわれる男性に、煩雑な課題を行っても
らい、カレーとカレーからスパイスを除いた比
較食を食べたときの影響について調べました
（20～50歳代、カレー群と比較食群各10人）。

時間

被験者に行ってもらった課題は、上図にある
「カテゴリー分類課題」と呼ばれるもの。画面
に動物が表示されたら「キー1」を、動物以外な
ら「キー2」を早く押すという単純な作業です。
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基調講演：カレーがストレス負荷時にもたらす
意欲維持・ストレス制御への作用
今回用いた「カテゴリー分類課題」は、日頃の
雑務を想定したもので、全部で540問に上りま
す。質問が大量にある上、被験者が課題に取り
組む意味を見いだしにくい単純作業であること
から、遂行することにストレスが伴います。そ
のため、この課題を行った結果（パフォーマン
ス）が「モチベーション」と相関します。つま
り、この課題の結果がよい場合は、モチベー
ションが保たれ、悪い場合はモチベーションを
保てなかったことを意味します。
この結果を、ストレスの度合い、そして脳波と
合わせて見ることで、カレーと比較食の影響を
総合的にとらえることを目指しました。
実験
概要

試験プロセス
カテゴリー分類課題
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カレー群では、課題直後と食後30分の
両方で、ストレスが抑えられた
カレー群と比較食群の唾液アミラーゼを比較し
た結果、比較食群では課題終了後に唾液アミ
ラーゼが活性化したのに対して、カレー群では
唾液アミラーゼの活性が抑えられていることが
わかりました。このデータは、課題遂行を行っ
た後に、比較食群ではストレスの度合いが上
がったことに対し、カレー群ではストレスが抑
えられていることを意味します。
なおカレー群では、食事を摂取する前に行った
香り提示後に、唾液アミラーゼの活性が抑えら
れていることから、カレーを食べることはもち
ろん、カレーの香りを嗅ぐだけで、ストレスが
抑えられていることがわかります。
結果

唾液アミラーゼ活性データ（平均）

アンケート

休憩

唾液計測

（30分）

（食事後30分）

finish
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[kIU/L]課題直後と食事後30分のデータは、それぞれ課題前との差分を取った。
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今回の試験プロセスは上図の通り。最初に基準
値を得るために唾液を採取した後、3回にわたっ
て課題に取り組んでもらい、再び唾液を採取し
た。そして食後にもう一度唾液を採取し、食事
が与えた影響を調べました。
カレー群と比較食群の違いは、1セッション目の
課題終了後に、“課題終了後にカレー（もしくは
食事）を提供します” という報酬予告の内容の違
いと、2セッション目終了後にカレー群にはカ
レーの香りを、比較食群には比較食の香りを嗅
いでもらったことです。
2セッション目の課題終了後に、カレーの香りを
提示した理由は、このタイミングには大抵の被
験者が疲れを感じていることから、ここでカ
レーの香りを提示することで、カレーの香りの
影響を見ることができると考えたためです。
なお追加試験として行った脳波計測では、上記
の試験プロセスと同じことを行い（唾液採取を
除く）、課題遂行時に脳波を計測しました。
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※ID2,ID3,ID10,ID18は、データが平均±2SDの外側にあるため除外した。

結果
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課題直後：p=0.085
休憩後：p=0.021
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※被験者は、唾液アミラーゼのデータと同様

また精神的ストレスについて、被験者に自己評
価を行ってもらったところ、カレー群は比較食
群に比べて、自分が感じているストレスが少な
いことがわかりました。この結果には唾液アミ
ラーゼの結果と整合性があると考えられます。
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基調講演：カレーがストレス負荷時にもたらす
意欲維持・ストレス制御への作用
カレー群では3セッション目の課題まで、
モチベーションが維持された
今回の試験の課題である「カテゴリー分類課
題」では、モチベーションが高い人は課題後半
の回答時間が速くなることが知られています。
そこで、各セッションの回答時間（パフォーマ

結果

の振幅が大きくなっていることがわかります。
脳波（事象関連電位（ERP）（平均）（拡大図））

結果

カレー群（平均）

比較食群（平均）

１セッション目
２セッション目
３セッション目

（
頂点）
振幅

ンス）から、カレー群と比較食群の被験者のモ
チベーションを比較しました。今回の試験では
各セッションを構成するブロック（30問）の前
半15問と後半15問に分け、回答時間の差分を取
り、各セッションごとに平均を算出し、2セッ
ション目と3セッション目の変化をみました。
その結果、比較食群ではこの指標が成績低下の
方向に動き、カレー群では成績維持・向上の方
向に動きました。この理由は3セッション目に入
る前に嗅いでもらったカレーの香りにあり、カ
レーに含まれるスパイスの香りによってモチ
ベーションが維持されたためと考えられます。

3セッション目で、前頭葉の活動を反映する脳波

カレー吸香後は、ERP成分の
振幅が大きくなっている

比較食では、ERP成分の
振幅は大きくなっていない

これまでの研究から、疲労度が上がると脳波の
振幅が小さくなることなどが示されています。
このため本結果より、カレーの香りが脳の疲労
を抑え、課題への集中度を増し、モチベーショ
ンの維持に影響していることが示唆されました。
これは認知実験および唾液アミラーゼ測定の結
果を補強する結果となっています。

認知課題のパフォーマンス(平均)

まとめとして
１ブロックを、前半１５問と後半１５問に分け、回答時間の差分を取り、セッションごとに平均を算出。
２セッション目と３セッション目の変化を見た。
数値がマイナス方向にある、つまり３セッション目までモチベーションが維持されている。

＊
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0.030
0.020
0.010
0.000
-0.010

カレー群
比較食群

-0.020

今回の試験結果より、カレーを摂取することに
加えて、カレーの香りを嗅ぐだけで、ストレス
が抑えられ、モチベーションの維持を支え、脳
の司令塔である前頭葉の疲労を抑えて、課題へ
の集中度が高まることが明らかにされました。

-0.030
-0.040
※ ID1,ID20は同時にEEG計測を行ったため除外した。
ID13はデータが平均±2SDの外側にあるため除外した。

＊ p=0.032<0.05

結果

1

唾液アミラーゼ＝ストレスの指標
・ 課題直後
：カレー群の方がストレスが抑えられた（有意傾向）。
・ 食事後30分 ：カレー群の方がストレスが抑えられた（有意）。

カレー群では脳の司令塔にあたる
前頭葉の活動が向上した

→カレーには仕事後・勉強後の
あると期待される。
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脳波の計測は、前頭葉にあたる箇所に電極を配
置し、1～3セッション目の課題遂行時に行いま
した。前頭葉はモチベーションや注意力などに
かかわり、脳の司令塔として機能することが知
られています。この前頭葉がカレーの香り提示
を受ける前後、また比較食群と比較し、カレー
の香りが脳に与える影響を検討しました。
1～3セッション目の課題遂行時の脳波を比較す
ると、カレー群ではカレーの香りを嗅いだ後の

まとめ

効果が

認知課題結果＝モチベーションの指標
・ カレー群の方が、３セッション目までモチベーションが維持された。
→カレーには

3

の効能があると期待される。

脳波（事象関連電位）＝疲労度の指標
・カレー群は第３セッションでの疲労が抑えられ、
課題への集中度が増したものと考えられる
→カレーには

の効果があると期待される。

私は日本人がカレーを好きな理由は、本能的に
脳によいことを知っているからだと考えていま
す。今回その一端を科学的に明らかにしました
が、今後さらなる発見が生まれると思います。
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対談：愛に仕事に！「イエラブ族」の
前向きスイッチを入れるカレーのチカラ
1999年には “癒し” という言葉が初めて人気を

茂木 健一郎

集めました。このため、とくにバブル崩壊後に
成人期を迎えた団塊ジュニア世代以降では、ス
トレスを避ける傾向が強いと言えます。

（脳科学者）

茂木：
彼らのそうした傾向は、社会や経済の状況を反
映していることに加えて、私は上司など目上の
人間の態度や行動にも影響を受けているのでは
ないかと思います。

牛窪 恵

（世代・トレンド
評論家）

コミュニケーションツールとしての
カレーのポテンシャル
対談

世代と時代、男女関係の変遷

牛窪：
女性の社会進出とともにシングル化現象も進み、
結婚しない若者、恋愛しない若者が増えていま
す。しかしその半面、家族や恋人を大切にする
人、私が「イエラブ族」と命名した人たちも、
現在増えています。その象徴的なシーンとして、
外食ではなく、家で食事を食べる。例えば、鍋
料理やカレーを一緒に楽しむことがあげられま
す。そんな時代にあって「カレーが好きな夫婦
は、夫婦仲がよい」という調査結果があります
が、茂木さんはどのように解釈されますか？
茂木：
推論を交えた話になってしまいますが、そもそ
も料理をシェアするということは、相手を信頼
していないとできないことです。そして一緒に
シェアして食べるということは、逆に絆を強め
ることにもつながります。
特に、カレーはひとつの鍋でつくられものです
ので、いわゆる「同じ釜の飯」にあたります。
そうした点からも、夫婦や家族はもちろん、さ
まざまな人との絆として、カレーは象徴的な存
在になっているのではないかと思います。
カレーが好きな家族 ＝「夫婦仲が良い」

対談

（カレー再発見フォーラム 2012年1月発表）

カレー好意度別 夫婦仲（母親と父親） （n=600）
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牛窪：
私たちが調べたところ、「ストレス社会」が日
本に顕在化したのは、1990年代前半のバブル崩
壊後です。そして“カード破産”、“同情するなら
カネをくれ” といった言葉が流行語になり、
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対談：愛に仕事に！「イエラブ族」の
前向きスイッチを入れるカレーのチカラ
カレーが恋愛に役立つ可能性
牛窪：
“我が家の味” “おふくろの味” として、カレーを
あげる日本人が多いとの外部調査の結果もあり
ますが、今回茂木さんが着目されたカレーの特
徴である「香り」の影響もありますか？
茂木：
香りは脳にダイレクトに影響します。嗅覚の情
報を処理する脳の部位と、記憶を司る部位は非
常に近いところに位置するため、匂いを嗅ぐこ
とで昔のことを思い出すことがあります。その
ため、香りの影響は大きいと思います。
また、脳のこれらの部位の近くには、情動を司
る「扁桃体」が存在します。このことが今回の
試験結果で得られたモチベーション維持の効果
に、影響しているのだと考えられます。

牛窪：
今お話しされたモチベーション維持は、恋愛で
も非常に大切なことだと思います。しかし最近
の若者は、恋愛でよくある “どうなるかわからな
い” “未体験の” 状況に対して、大きな不安を抱い
てしまうようです。それが恋愛できない人が増
えている一因のようにも思えます。
私は「胃袋婚活」と呼びますが、婚活では相手
の胃袋をつかむのが重要です。人を前向きにし
て、人との絆になり、しかも“体験”が記憶に残る
カレーが、恋によい、恋愛意欲が高まるといっ
たことを、これから研究していただけると大変
うれしく思います。
茂木：
そういったことを証明することができるかわかり
ませんが、今回発見したカレーの働きが、幸せな
恋愛にも役立てるとうれしいですね。

Profile
茂木 健一郎

Kenichiro MOGI 脳科学者

脳科学者。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。1962年東京生まれ。
東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケンブ
リッジ大学を経て現職。専門は脳科学、認知科学。「クオリア」（感覚の持つ質感）をキーワードとして脳と心の関
係を研究するとともに、文芸評論、美術評論にも取り組んでいる。2005年『脳と仮想』で、第四回小林秀雄賞を受賞。
2009年『今、ここからすべての場所へ』で第12回桑原武夫学芸賞を受賞。
2006年1月～2010年3月、NHK『プロフェッショナル仕事の流儀』キャスター。主な著書に『脳とクオリア』（日経
サイエンス社）、『生きて死ぬ私』（徳間書店）、『心を生み出す脳のシステム』『脳内現象』(NHK出版)『脳と仮
想』『ひらめき脳』（新潮社）『脳と創造性』 （PHP研究所）ほか、多数。

牛窪 恵

Megumi USHIKUBO マーケティングライター／世代・トレンド評論家

財務省財政制度等審議会専門委員ほか。東京女学館大学講師（マーケティング）。1968年東京生まれ。
日大芸術学部映画学科（脚本）卒業後、大手出版社に入社。５年間の編集及びＰＲ担当の経験を経て、フリーライ
ターとして独立。2001年4月、マーケティングを中心に行う有限会社インフィニティを設立。現在、日経BP社『日経
ウーマンオンライン』『日経消費ウォッチャー』ほか『プレジデント』『AERA』などに連載、または定期寄稿中。現
在『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ）、『キャスト』（朝日放送）、『あさナビ』（テレビ朝日）、『サキどり
↑』（NHK総合）ほかに、準レギュラーとしてコメンテーター出演している。
トレンド、マーケティング関連の著書多数。「おひとりさま（マーケット）」（05年）、「草食系（男子）」（09
年）は、新語・流行語大賞に最終ノミネート。積水ハウス（株）と２社で結成した「これからの家族を考える会」の
代表も務める。 近著は『「ゆるオタ君」と結婚しよう！ ～AKB男は夫向き？』（講談社）。
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