
DEIM Forum 2016 E2-6

類似するシズル感を持つ食品検索手法の提案
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あらまし 食べたい物がなかなか思いつかず，ありきたりな食品しか浮かばないことがある．そこで我々は，食品の

おいしさを示す言葉であるシズルワードに着目し，ユーザが思いつきやすい食品を入力すると，入力した食品と類似

するシズル感を持つ食品を検索する手法を提案する．このような検索をすることで，ありきたりな食品しか浮かばな

いユーザが，本当に食べたい食品を見つける手助けをする．
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1. は じ め に

食べたい物の漠然としたイメージは思い浮かぶが，具体的な

食品が思いつかない，または思いついてもそれは自分が食べた

い物とは少し違うという問題は日常的に起こり得る．例えば，

「うどんのようなあっさりしたものが食べたい」と感じるとき，

「あっさり」したものが食べたいという漠然としたイメージを

持っている．しかし，そこから連想される食品である「うどん」

は食べたい物ではない，という場合である．

その他にも様々な要因によって本当に食べたい食品を食べら

れないという問題は日常的に発生する．例えば健康面での問題，

飲食店や食品を販売する店舗による問題や誰かと一緒に食事を

する際の好みの問題などによる要因が挙げられる．健康面での

問題による要因の例として，アレルギーや持病などにより食べ

られる食品が制限されている場合や，ダイエットなどで特定の

食品や成分を制限している場合などが考えられる．飲食店など

で食事をしたり，店舗で食品を購入する場合，自分の食べたい

食品を取り扱っている店舗が見当たらなかったり，売り切れな

どによって食べることができないといった問題も起こりうる．

また誰かと食事を共にする際，相手が食べたい物や好みが自分

と異なるような場合，お互いが満足する食事ができない可能性

が高くなる．このような問題が発生した際に，代わりに食べる

ものを探すために膨大な食品の中から食べたい物を見つけるの

は難しい．

このような問題に対し，ユーザが思いついた「ありきたりな

食品」や「食べたい食品」に「似た味や食感を持つ食品」を提

示することで，ユーザに適した食品を見つける支援ができると

考える．そこで我々はユーザが思いついた食品に似た味や食感，

印象を持つ食品を提示する手法を提案する．本研究では食品の

持つ味わい，食感，その他漠然とした印象を「シズル感」と呼

ぶ．そして，そのようなおいしさを表現する言葉として “シズ

ルワード” [1] を用いる．シズルワードには「あっさり」，「モチ

モチ」，「揚げたて」のような言葉が含まれる．このようなシズ

ルワードを使って食品のおいしさを表現することで，その食品

が持つシズル感を容易に伝えることができ，漠然とした味や食

感のイメージを具体的な言葉で表現することができる．このこ

とから，シズルワードは食品のシズル感を表現，伝達する言葉

として重要であるといえる．

ある食品と似たシズル感を持つ食品を見つける方法として，

食品のシズル感を表現するシズルワードを用いてWeb検索する

方法が考えられる．しかしながら，シズルワードは食品以外に

対しても使用される場合がある．例えば，「あっさり」は「あっ

さり決定」のように食品以外にも使われる言葉であり，クエリ

を「あっさり」としてWeb検索を行った場合には無関係なペー

ジも多く取得される．さらに，多くのユーザは普段から食品の

持つシズル感を表現するような多様な言葉を用いていないため，

自身が求めるシズル感を的確に表現するのは難しい．

本研究では，シズルワードと食品の関係に着目し，「ユーザが

思いついた食品」と「似たシズル感を持つ食品」を検索し提示

する手法を提案する．提案手法を用いることで，ユーザが思い

ついた食品に近い味わいや食感を持つ食品を検索することが可

能になる．これによりユーザが食べたくなる食品を見つける手

助けになると考える．

我々はこれまでの研究 [2] [3] [4] において，Twitter（注1），一般

的なWebサイト，レシピサイトで使用されるシズルワードと食

品の関係を分析してきた．その結果，レシピサイトでは豊富なシ

ズルワード表現が用いられていることが分かった．本研究では，

シズルワードに着目した類似食品発見のために，COOKPAD（注2）

のデータを対象とし，類似するシズル感を持つ食品検索手法を

提案する．具体的にはユーザが思いついた食品名とシズルワー

ドを指定することによりその食品とシズルワードの関係と類似

（注1）：https://Twitter.com/

（注2）：http://cookpad.com/



する食品を検索する．そして，食品同士の類似度を算出した結

果を，入力した食品とよく共起するシズルワードと共にランキ

ング形式で出力する．

以下，第 2章では関連研究について，第 3章では食品とシズ

ルワードの関係について，第 4章では提案システムについて，

第 5章では実験について，第 6章でまとめと今後の課題につい

て述べる．

2. 関 連 研 究

大橋ら [1] は「おいしさを感じさせる言葉」を「シズルワー

ド」と定義し，アンケート調査によってシズルワードを決定，

分析し，食品との関係を分析している．我々は，食品とシズル

ワードの関係に着目し，類似するシズル感を持つ食品を提示す

る手法を提案する．

オノマトペはシズルワードとしても多く使用されている．そ

してオノマトペに関する研究も盛んに行われている．Katoら [5]

は未定義のオノマトペを含むオノマトペを食品レビューサイト

から取得し，ユーザに各飲食店のオノマトペの特徴を提示する

システムを提案している．Kanwipaら [6] はオノマトペを利用

した料理レシピをキーワード検索するシステムを構築，提案し

ている．我々は，オノマトペだけでなくより多くの食品のおい

しさを表す言葉であるシズルワードを対象にしている点，食品

をクエリとして検索する点，飲食店やレシピではなく食品名そ

のものを提示する点がこれらの研究と異なる．

インターネット上の食品に関する情報についても多様な研究

が行われている．Kitamura [7]らはダイエットと食習慣の改善の

ため，食品の画像の分析を行い，ユーザが食べた食品を記録し

て自動分析する「FoodLog」システムを構築している．Hella [8]

らは食品販売ドメインのペルソナとシナリオを用いて，特定の

状況でユーザそれぞれが適切な決定をできるよう，個人情報と

食品情報をカバーするオントロジーを構築している．我々は，

食品とシズルワードの関係に着目している点，レシピサイトの

情報を利用している点で異なる．

レシピサイトを対象にした研究も様々な観点から行われてい

る．Wangら [9] は中国のレシピの特徴分析を行い，調理手順を

元にレシピを構造化，モデル化し，レシピ検索に特化した検索

システムを構築している．Li ら [10]は，必要な情報，興味に関

連のある情報を効率的かつ効果的に取得するためレシピ推薦の

ためのコミュニティベースの分散型レシピ推薦システムを提案

している．Pinxteren [11]らは健康的で豊富な種類のレシピを提

示するため，レシピ間の類似度を示す手法を提案している．苅

米ら [12]は栄養素等摂取バランスを考慮しながら複数のレシピ

を組み合わせて検索するシステムを提案している．花井ら [13]

は酷似したレシピを自動抽出し，クラスタリングする手法を提

案している．我々は，レシピの分類や推薦ではなく，レシピサ

イトにおけるシズルワードと食品の関係に着目して食品を提示

する点でこれらの研究と異なる．

ユーザの好み，感性に合わせた検索に関する研究も多く行わ

れている．三石ら [14]は媒介変数を用いてユーザの嗜好を分析

し，検索時の評価関数として用いる感性検索を提案している．

苅谷ら [15]は味覚のイメージを説明する形容詞などの印象表現

を問い合わせ語として用い，問い合わせ語と意味的に近い結果

を出力する検索方式を提案している．我々は，味覚だけでなく

食感やその他の印象にも着目している点，ユーザが入力した食

品とシズル感が類似しているが異なる食品を提示するという点

でこれらの研究と異なる．

3. 食品とシズルワードの関係

我々はこれまで，シズルワード 90語，食品 1,025品目を対象

に，Twitter，一般的なWebサイト，レシピサイト (COOKPAD)

上の複数のメディアで使用されるシズルワードと食品の関係を

分析してきた [2] [3] [4]．対象としたシズルワードを表 1に示

す．本論文では大橋ら [1] に倣い，シズルワードを味覚系，食

感系，情報系の 3つのタイプに分類する．味覚系は味を表現す

る言葉，食感系は食感を表現する言葉，情報系は知識として頭

で理解する言葉である．

先行研究より，Twitter上には食べた感想に関するシズルワー

ドが多く用いられ，一般のWebページ上には食品に関する宣伝

に関するシズルワードが多く使われている．さらに，COOKPAD

上では閲覧ユーザの興味を惹くために他の 2つのメディアよりも

多くのシズルワードが食品と共起している．さらに COOKPAD

はレシピ投稿サイトという食に特化したサービスであるため，

食に関して強い興味関心を持つ多くのユーザ投稿のレシピから，

食品とシズルワードの共起関係として適切な組み合わせが多く

取得できた．提案手法では，COOKPAD上で「食品名」で検索

して得られたレシピタイトルにおける各食品と各シズルワード

の共起頻度を用いる．「食品」と「シズルワード」の共起頻度を

Dice係数で求めた結果の一例を表 2に示す．

4. 提案システム

4. 1 提案システムの流れ

本論文で提案する，シズルワードを用いて，ユーザが思いつ

いた食品に似たシズル感を持つ食品を検索するシステムの流れ

を図 1と以下に示す．

（1） ユーザは思いついた食品を入力．

（2） 入力された食品と共起頻度が高いシズルワード n語を

提示．(今回は n = 10とした)

（3） ユーザはその中から 1語，自身が食べたいシズル感に

最も近いものを選択．

（4） 選択したシズルワードと共起関係にある食品の中から，

シズル感が類似する食品を検索して提示．

（5） 提示された食品の中から食べたい物が見つかった場合

処理を終了．見つからなかった場合，提示された食品の中から

最も食べたい食品に近い物をユーザが選択し，それを「入力食

品」として (2)に戻る．

このような処理を繰り返すことでユーザが食べたい食品を見つ

ける支援をする．

4. 2 食品データベース

シズル感が類似する食品を検索するにあたり，我々は食品

データベースを構築した．データベースは食品，食品のカテゴ



表 1 使用したシズルワード一覧

領域 シズルワード

うまみ，コクがある，香ばしい，風味豊か，クセになる，やみつき，濃厚，味わい深い，深みのある，まろやか，

味覚系 スパイシー，飽きのこない，クリーミー，こんがり，後味がよい，あっさり，後味すっきり，ピリ辛，スイート，

さっぱり，マイルド，脂の乗った，リッチな，芳醇，デリシャス，さわやか，後を引く，甘い，すっきり

ジューシー，もちもち，もっちり，とろける，サクサク，ホクホク，とろーり，シャキシャキ，コシのある，口溶け，

食感系 サクッと，ふっくら，ふわふわ，ふんわり，カリッと，なめらか，トロトロ，じゅわー，あつあつ，プリプリ，

ふわっと，パリッと，さっくり，ホカホカ，とろっと，シャキッと，しっとり，舌触りのよい，カリカリ，カラッと

焼きたて，季節限定，揚げたて，新鮮，炊きたて，出来たて，取れたて，旬，産地直送，絶品，天然の，

情報系 厳選素材，秘伝の，こだわりの，産地限定，完熟，贅沢な，無添加，手作り，本格的，体にやさしい，

本場の，プレミアム，食べごろ，昔ながらの味，熟成，自家製，ヘルシー，自然の，無農薬，フレッシュ

表 2 COOKPAD上での食品とシズルワードの共起 (クエリ：食品名)

(a)各食品とよく共起するシズルワード

食品名 シズルワード/　 共起頻度 食品名 シズルワード 共起頻度 食品名 シズルワード　 共起頻度

ジューシー 0.032 揚げたて 0.031 プリプリ 0.023

ふっくら 0.024 モチモチ 0.024 絶品 0.007

ハンバーグ ヘルシー 0.020 ドーナツ ふわふわ 0.023 エビ クリーミー 0.005

ふわふわ 0.015 サクサク 0.022 ピリ辛 0.004

ふんわり 0.010 もっちり 0.016 もっちり 0.003

(b)各シズルワードとよく共起する食品

シズルワード 食品名　 共起頻度 シズルワード 食品名 共起頻度 シズルワード 食品名　 共起頻度

ドーナツ 0.031 ガトーショコラ 0.052 生キャラメル 0.035

春巻き 0.024 レアチーズケーキ 0.035 マシュマロ 0.021

揚げたて メンチ 0.024 濃厚 カルボナーラ 0.032 とろける トリュフ 0.020

フライドポテト 0.020 パンナコッタ 0.029 チーズ 0.018

豚カツ 0.018 ババロア 0.027 パンナコッタ 0.018

リ，全シズルワードの共起頻度で構成される．食品は 691品目

からなる．「キャベツ」や「りんご」のような単品の野菜や果物，

「もも肉」や「ひき肉」のような食材であると考えられる物は

データベースに含まない．これはユーザに提示する結果として

これら食品がふさわしくないためである．COOKPADでは，レ

シピが「今日のご飯・おかず」，「お菓子」，「パン」，「離乳食」，

「その他」の 5つのカテゴリに分類されている．本研究ではこれ

らのカテゴリを参考に，食品を「おかず」，「お菓子」，「飲料」，

「酒類」の 4つのカテゴリに分類する．「パン」に分類される食

品は種類が少なく，食事の際には「おかず」と同等に扱っても

問題ないといえるため，「おかず」に分類する．その他の食品は

飲み物であるが，アルコールを含むものと含まないものでは大

きな違いがあるため，飲み物は「飲料」，「酒類」の 2つにさら

に分類する．また，本研究では「離乳食」は対象としない．食

品ごとに格納されている全シズルワードの共起頻度は，各食品

をクエリとして COOKPAD上でレシピ検索を行い，レシピタ

イトルにおける各食品と各シズルワード同士の共起頻度である．

それぞれの分類に含まれる食品の品目数の内訳を表 3に示し，

データベース中に含まれる食品と分類の一部を表 4に示す．

4. 3 食品同士のシズル感の類似度の算出

提案手法では，ユーザは思いついた食品として「食品 f0」を

入力する．そして入力された食品 f0 とシズル感が似ている食

品を検索し提示する．具体的には以下の手順で食品同士のシズ

ル感の類似度を求める．本提案手法では，これまでの研究から

情報系シズルワードは特定の食品と結びつき難いと考え使用し

ない．よって本システムに用いるシズルワードは，味覚系シズ

ルワード 29語，食感系シズルワード 30語の合計 59語である．

（1） ユーザは f0と共起頻度が高いシズルワード 10語から

1語選択する．

（2） f0と同じカテゴリかつユーザの選択したシズルワード

が上位 10件に含まれる食品を類似食品候補とする．

（3） f0と各類似食品候補の類似度を，シズルワードとの共

起頻度を用いて計算する．類似度は，各食品とシズルワード 59

語を 59次元のベクトルとしてコサイン類似度を算出する．

このようにして，入力食品 f0 に似たシズル感を持つ食品を

検索する．

表 3 食品 DB における各分類に含まれる品目数の内訳

分類 品目数

おかず 281

お菓子 336

飲料 36

酒類 38

4. 4 ユーザインタフェース

図 2に，ユーザインタフェースの例を示す．例えば，」ユー

ザが「餃子」と入力すると，「餃子」と共起頻度が高いシズル

ワード上位 10語がオレンジ色の円で提示される．円の大きさ

は食品とシズルワードの共起頻度により決定される．共起頻度

が高いシズルワードの円は大きく表現される．これにより，直



表 4 食品 DB に含まれる食品と分類の例

分類 食品 分類 食品 分類 食品 分類 食品

餃子 クッキー コーヒー ビール

冷やし中華 ドーナツ ウーロン茶 ワイン

おかず フライドチキン お菓子 せんべい 飲料 レモンティー 酒類 ハイボール

うどん チョコレート 牛乳 ウイスキー

お好み焼き カステラ コーラ 梅酒

図 1 提案手法の処理の流れ

感的にどのシズルワードと強い関係があるかをユーザが理解し

やすくなる．次に，ユーザは提示されたシズルワード 10語の

中から 1語を選択する．ユーザの選択したシズルワードと共起

しかつ入力食品との類似度がある閾値以上の食品を青い円で示

す．図 2の場合，「パリッと」と共起する「シュウマイ」，「焼き

鳥」，「フライドチキン」，「アメリカンドッグ」，「ピザ」を提示し

ている．提示の順は類似度が高い食品となっている．このよう

にして提示された食品の中からユーザが食べたくなる食品が見

つからなかった場合には，提示された食品の中で最も食べたい

物に近いとユーザが感じる食品を選択する．食品を選択した場

合，「餃子」を入力した場合と同様に選択した食品と共起頻度が

高いシズルワード 10語を提示し，ユーザは 1語選択する．こ

のようにしてシズルワード表現からシズル感が類似する食品を

辿っていくことで，ユーザが食べたくなる食品を見つける支援

になると考える．

5. 実 験

提案手法によって取得されるシズル感が類似する食品がどの

図 2 結果出力画面の例 (入力食品：餃子)

程度適切に取得できるか，入力食品と共起するシズルワードの

組み合わせが適切かどうかをユーザ実験により評価する．

5. 1 実 験 内 容

評価対象は，食品カテゴリ「おかず」，「お菓子」，「飲料」，「酒

類」から 1品目ずつ選定した「餃子」，「カステラ」，「麦茶」，「ウ

イスキー」を入力した場合のそれぞれの食品と共起するシズル

ワード 10語と，10語のシズルワードそれぞれを選択した場合

に類似度が高くなる食品上位 5件とする．それらについて以下

の 2つの点で評価を行う．

(i) 各入力食品と共起したシズルワードが適切かどうか

(ii) 各入力食品と共起する各シズルワードに対して提示さ

れた「似たシズル感を持つ食品」が適切かどうか

これらを 1.不適切，2.どちらかというと不適切，3.どちらとも

いえない，4.どちらかというと適切，5.適切の 5段階で評価す

る．被験者は，入力食品の飲食経験がある 7名である．

表 5，6，7，8それぞれに，「餃子」，「カステラ」，「麦茶」，「ウ

イスキー」と共起頻度が高いシズルワード 10語，各シズルワー

ドに対して類似度が高い食品 5件，およびシズルワードと類似

食品それぞれに対する評価値の平均，各シズルワードごとの類

似食品の評価値の平均を示す．

5. 2 結果と考察

5. 2. 1 餃 子

表 5より，共起するシズルワードの評価は，最も低いものが

「もっちり」の 3.3であり，4.0以上と評価されたシズルワード

が 10語中 6語であったことから，「餃子」と各シズルワードと

の共起関係は適切といえる．また，各シズルワードに対し取得



された類似食品の評価値については，全体的に良い結果といえ

る．しかしながら，一部「プリプリ」に対する「チンジャオロー

ス」，「ピリ辛」に対する「田楽」，「カリカリ」に対する「ステー

キ」などは評価値が 3.0を下回る結果となった．これは，「餃子」

と「プリプリ」や「ピリ辛」の共起頻度と，「餃子」と「ジュー

シー」，「パリッと」の共起頻度の差が大きいため，類似度計算

の際これらのシズルワードとの共起頻度が影響したためである

と考えられる．また「田楽」のように味付けや調味料によって

味わいが大きく変わる食品に対しては「餃子」とシズル感が似

ているかの判断が難しいといった事例もみられた．

5. 2. 2 カ ス テ ラ

表 6より，共起するシズルワードのうち「さっくり」に対す

る評価が 2.6と比較的低くなっている．その他のシズルワード

についての評価は全体的に良好である．また，取得された類似

食品の評価値については全体的に良い結果といえる．一方で，

選択されたシズルワードが「さっくり」の場合に得られた類似

食品に対する評価は全体的に低い評価となっている．これは

「カステラ」と「さっくり」の共起関係が適切ではないと感じた

ユーザは，「さっくり」を選択した場合の結果も適切ではないと

判断した場合が多かったためである．また，「もちっと」を選択

した場合の「明治ミルクチョコレート」の評価は 1.7と低いも

のである．これは，「明治ミルクチョコレート」を使った菓子類

の作り方を紹介しているレシピが多く，「明治ミルクチョコレー

ト」から作られた菓子類に対して使用されるシズルワードとの

共起頻度が高くなってしまったためである．

5. 2. 3 麦 茶

表 7より，共起するシズルワード「香ばしい」，「スッキリ」，

「風味豊か」，「さっぱり」に対する評価は 4.5以上の高い評価

となっているが，そのほかのシズルワードに対する評価は低く

なっている．特に「もちっと」，「スイート」，「モチモチ」，「ト

ロトロ」は 2.0未満となっている．このようなシズルワードと

共起頻度が高くなった理由として，「麦茶」そのものを作るレシ

ピではなく，「麦茶」を使った料理や菓子のレシピが COOKPAD

に多く投稿されている．そのためこれらの料理に対して使われ

ているシズルワードと「麦茶」の共起頻度が高くなったと考え

られる．またこれら「もちっと」，「スイート」，「モチモチ」，「ト

ロトロ」を選択した場合に得られる食品に対する評価の平均も

すべて 3.0未満の低い評価となった．その他「香ばしい」，「スッ

キリ」，「風味豊か」，「さっぱり」のような共起するシズルワー

ドとして適切と判断されたシズルワードを選択した場合に得ら

れる食品は，全体的に適切な結果として評価されているものが

多い．これらのことから，「カステラ」の場合と同様に，「食品」

と「シズルワード」の共起関係が適切に取得できていない場合，

そのシズルワードが表すシズル感に基づいた類似食品はユーザ

にとって適切な結果とならない場合が多いといえる．

5. 2. 4 ウイスキー

表 8より，共起するシズルワードに対する評価は，「芳醇」，

「なめらか」，「濃厚」，「まろやか」が 4.0以上の高い評価となり，

「ジューシー」，「ふわふわ」，「スイート」，「カリカリ」，「ふんわ

り」が 2.0未満の低い評価となっている．これら評価の低いシ

ズルワードを選択した場合に得られる類似食品に対する評価は，

「カステラ」，「麦茶」の場合と同様に全体的に低い評価となって

いる．また全体的に「ウイスキー」と共起するシズルワードの

評価が低くなっている．これは COOKPADには酒類をメイン

としたレシピデータそのものが少なく，酒類は味付けとして使

用している場合が多い．そのため酒類を使った料理に対するシ

ズルワードとも共起した場合にユーザにとって適切な共起関係

とならなかったと考えられる．

5. 2. 5 考 察

これらの結果から，入力食品と適切な共起関係でないシズル

ワードが取得された場合，適切な類似食品が得られないことが

分かった．加えて，類似食品それぞれと共起するシズルワード

との関係が適切でない場合にも良い結果が得られない可能性が

ある．結果としては「餃子」，「カステラ」については類似食品

として適切な食品が多く得られたといえる．しかしながら「麦

茶」，「ウイスキー」については適切でないシズルワードと共起

した場合がみられ，それらのシズルワードからは適切な食品が

得られなかった．これら「麦茶」や「ウイスキー」のような「飲

料」，「酒類」についてはレシピサイト以外の情報を用いること

も検討する必要がある．一方で，「麦茶」とシズル感が類似する

食品として「タピオカ」が提示される場合がある．これに対し

て一部ユーザからは「似ていないとは感じるものの，全く思い

もつかなかった食品なので興味が沸いた」という意見がみられ

た．このように必ずしも入力食品と似た食品のみをユーザが食

べたいと感じるわけではないため，どのような食品を提示する

のがユーザにとって好ましいか，より深く議論する必要がある．

6. まとめと今後の課題

食品とシズルワードの共起関係に着目し，COOKPADのレシ

ピデータを用いてユーザが食べたいシズル感を持つ食品と似た

シズル感を持つ食品を検索する手法を提案した．さらに，提案

手法によって得られる類似食品についてユーザ実験による評価

を行った．この結果から，入力食品と共起するシズルワードと

の関係が適切でない場合には良い結果が得られないことが分

かった．

今後の課題として，今回実験を行った食品以外についても共

起するシズルワードとの関係，そこから得られる類似食品につ

いても評価する必要がある．また，本研究では COOKPADの

レシピデータを用いたが，一部食品についてはレシピデータか

らシズルワードとの共起関係が正確に得られない可能性がある

ため，その他の情報源を用いることや共起関係だけでなく係り

うけ関係なども考慮することを検討している．
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表 5 出力結果例と実験による評価値の平均 (餃子)

餃子

選択した 類似度が高い食品上位 5件 類似食品の

シズルワード 1位 2位 3位 4位 5位 評価値平均

ジューシー シュウマイ 唐揚げ ミートローフ 焼き鳥 ステーキ

4.7 5.0 4.7 3.5 3.6 3.6 4.1

パリッと シュウマイ 焼き鳥 フライドチキン アメリカンドッグ ピザ

5.0 3.3 2.6 3.6 2.9 3.7 3.2

モチモチ 小籠包 肉まん 豚まん ハンバーガー ピザ

3.7 4.4 4.1 4.1 2.6 3.3 3.7

プリプリ シュウマイ チキンピカタ 照焼き 春巻き チンジャオロース

4.1 4.7 2.9 2.4 4.3 2.1 3.3

カリッと 唐揚げ 焼き鳥 ステーキ 豚カツ 酢豚

5.0 4.7 3.3 2.4 3.9 2.0 3.3

やみつき シュウマイ 唐揚げ スペアリブ 肉まん ビーフン

4.0 3.9 4.0 3.9 3.6 3.1 3.7

カリカリ 唐揚げ ステーキ フライドチキン 竜田 照焼き

5.0 4.9 2.1 4.1 4.7 2.9 3.7

旨味 焼き鳥 ステーキ スペアリブ 小籠包 ハンバーグ

3.9 3.7 3.6 3.3 4.0 3.4 3.6

もっちり 小籠包 肉まん 豚まん ハンバーガー ピザ

3.3 3.9 3.9 3.9 2.4 3.1 3.4

ピリ辛 唐揚げ 焼き鳥 焼き豚 南蛮 田楽

4.1 3.6 3.9 3.3 3.0 2.1 3.2

評価値 4以上のものを太字にしている

表 6 出力結果例と実験による評価値の平均 (カステラ)

カステラ

選択した 類似度が高い食品上位 5件 類似食品の

シズルワード 1位 2位 3位 4位 5位 評価値平均

しっとり マドレーヌ マフィン ロールケーキ ケーキ パウンドケーキ

4.9 5.0 4.9 4.9 4.6 4.9 4.8

ふんわり マドレーヌ マフィン ロールケーキ ケーキ パウンドケーキ

5.0 4.6 4.6 5.0 4.7 4.7 4.7

ふわふわ マドレーヌ マフィン ロールケーキ ケーキ パウンドケーキ

4.9 4.3 4.4 4.9 4.4 4.6 4.5

もっちり マフィン ロールケーキ ケーキ シフォン ショートケーキ

4.1 4.0 3.9 3.3 4.1 3.1 3.7

口溶け ロールケーキ チョコレート マカロン ババロア 大福

4.1 4.3 3.6 4.0 3.4 3.7 3.8

濃厚 マドレーヌ マフィン ロールケーキ ケーキ パウンドケーキ

3.7 4.1 3.6 3.9 4.0 3.6 3.8

もちっと ロールケーキ ホットケーキ 明治ミルクチョコレート ワッフル 桜餅

4.0 4.0 4.6 1.7 4.0 3.7 3.5

さっくり マドレーヌ マフィン パウンドケーキ ショートケーキ バームクーヘン

2.6 3.3 3.1 2.9 2.7 3.4 3.1

とろける 明治ミルクチョコレート チョコレート ガトーショコラ マシュマロ ティラミス

3.6 3.0 3.0 3.6 3.4 3.9 3.4

ふっくら ケーキ パンケーキ ホットケーキ スコーン ガトーショコラ

4.7 4.6 4.9 4.9 3.6 3.9 4.3

評価値 4以上のものを太字にしている



表 7 出力結果例と実験による評価値の平均麦茶)

麦茶

選択した 類似度が高い食品上位 5件 類似食品の

シズルワード 1位 2位 3位 4位 5位 評価値平均

香ばしい ほうじ茶 玉露 煎茶 緑茶 ウーロン茶

4.9 5.0 4.0 4.0 3.4 3.9 4.1

スッキリ ほうじ茶 煎茶 緑茶 ウーロン茶 レモネード

4.7 4.4 4.4 3.9 4.4 3.5 4.1

もちっと タピオカ - - - -

1.0 2.0 - - - - 2.0

やみつき ウーロン茶 烏龍茶 ミモザ コーヒー -

2.9 3.1 3.1 2.3 2.9 2.9

風味豊か 甘酒 番茶 - - -

4.6 3.4 4.4 - - - 3.9

さっぱり ほうじ茶 ウーロン茶 レモネード ラッシー 烏龍茶

4.7 4.6 5.0 3.7 2.6 4.4 4.1

まろやか 煎茶 緑茶 レモネード ラッシー ラテ

2.7 3.7 3.7 3.0 2.7 2.9 3.2

スイート ほうじ茶 レモネード ラテ フロート ジンジャー

1.4 1.7 2.4 2.7 2.6 1.6 2.2

モチモチ タピオカ 牛乳 抹茶 - -

1.0 2.0 1.3 1.6 - - 1.6

トロトロ ほうじ茶 烏龍茶 ジンジャー 牛乳 豆乳

1.1 1.7 1.7 1.3 2.3 2.6 1.9

評価値 4以上のものを太字にしている

表 8 出力結果例と実験による評価値の平均 (ウイスキー)

ウイスキー

選択した 類似度が高い食品上位 5件 類似食品の

シズルワード 1位 2位 3位 4位 5位 評価値平均

芳醇 ブランデー チューハイ 黒ビール - -

5.0 5.0 3.4 4.0 - - 4.1

なめらか ブランデー - - - -

4.3 4.9 - - - - 4.9

しっとり ブランデー 梅酒 清酒 ぶどう酒 吟醸

3.0 3.3 2.9 2.7 3.0 2.9 2.9

ジューシー 赤ワイン 紹興酒 ビール 清酒 マッコリ

1.3 2.1 2.0 1.7 1.6 1.7 1.8

ふわふわ ブランデー - - - -

1.3 1.9 - - - - 1.9

濃厚 ブランデー 赤ワイン ワイン ジン ぶどう酒

4.0 4.3 4.0 4.0 3.4 4.0 3.9

まろやか ブランデー 梅酒 赤ワイン 紹興酒 ビール

4.6 4.7 4.2 4.1 3.7 3.5 4.9

スイート ジン ロゼワイン - - -

2.0 2.3 3.6 - - - 2.9

カリカリ チューハイ ビール 焼酎 ブルゴーニュ スコッチ

1.0 1.6 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4

ふんわり ブランデー 清酒 吟醸 - -

1.7 2.3 2.6 2.4 - - 2.4

評価値 4以上のものを太字にしている


