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樽酒中の成分が口腔内の食品由来油脂に及ぼす影響

高尾佳史・高橋俊成・溝口晴彦

(菊正宗酒造株式会社・総合研究所)

平成 25年 10月2日受理

Rinsing effects on greasy aftertaste by drinking taru-sake 

Yoshifumi TAKAO. Toshinari TAKAHASHI and Haruhiko MlZOGUCHI 

(General Rese，αrch Laboratoiゅ，Kiku-masamune Sake Brewing Co. Ltd.， 1ふ 6Uozafd.刊 shimachi，Hig，α'shinada-如，Kobe， Hyogo 

658-0026， JAPAN.) 

Taru-sake is a J apanese sake characterized by the refreshing wooden aroma of J apanese cedar. In 

our previous study. we reported the isolation and identification as well as the biochemical functions of its 

unique ingredients such as sesquiterpenoides. diterpenes. norlignanes and ferulic acid which were derived 

from the cedar cask. There have been no reports concerning the effects of these constituents on fiavor or 

pairing sake with food. In this study. we assessed the compatibility between sake and oily food. In a sen-

sory test. it was sugg巴stedthat taru-sake leaves less greasy aft巴rtastein the mouth than regular sake 

when pair巴dwith oily food. Tensions at the interface between sake and oils were m巴asuredby the Wil-

helmy plate method. and taru-sake/oils revealed lower interfacial tension than regular sake/oils. Taru-

sake seems to contribute to the emulsification of oil since interfacial tension also plays an important role in 

emulsification. Thus. it is likely that oil as an emulsion can b巴 easilywashed off. which results in less 

gr巴asyaft巴rtastein the mouth. 

Keywords:樽酒，杉，口腔，油

諸言

樽酒とは，木製の樽で貯蔵し，木香のついた清酒と

酒税法上定められている。古くから酒樽の材料として

は日本に天然に豊富に存在し，加工特性などに優れた

杉 (CryρtomeriaJ~ρonicα) が最も利用されてきた。

我々はこれまでに樽酒中には杉樽由来のセスキテル

ペン類やジテルペン類などのテルペン類，ノルリグナ

ン類，フエルラ酸など多くの成分が存在することを明

らかにしてきた 1-4)。樽酒に含まれるこれらの成分の

うち，ノルリグナン類には抗酸化活性や消臭活性 3)が，

セスキテルペン類の一種であるs-eudesmolや elemol

には抗潰場活性闘が. s-eudesmolには冷涼感受容チ

ャネルである TRPA1を活性化し，のどに冷涼感を与
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える効果 7)や経口投与することで精神的ストレス負荷

時の交感神経の興奮を抑制する効果があることが報告

されている 8)。また，ジテルペン類の sandaracopima

rinolやferruginol. セスキテルペン類のd-cadinene.

epicubenolなどには火落菌などに対する抗菌作用があ

ることも明らかになっている 2.4.9)。このように樽酒中

の成分の機能性についてはこれまで多くの報告がある

が，これらの成分が樽酒の味わいや食品との相性に及

ぼす影響についてはほとんど調べられていなしミ。

飲料と食品の相性に関しては，ウーロン茶は一般的

に他のお茶に比べて中華料理なと守の脂っこい料理との

相性が良いとされているが，最近その原因の一つが口

腔内の油脂を洗い流す力が高いことであることが明ら

かとなった山九このように，植物原料由来成分であ
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るポリフェノールなどを多く含有する飲料において口

腔内油脂のウォッシュ効果が高いことから，杉樽由来

成分を含有する樽酒にも同様の効果が期待できると考

えられた。

本研究では，樽酒が油脂を多く含む料理を食べた後

の口腔内の感覚に及ぼす影響について官能評価を行う

とともに，樽j酉と油との親和性を測定することにより，

サエン酸 (DHA)を多く含有する 2種を用いた。

試験は 100mlピーカーに清酒もしくは樽酒成分を

溶解させた対照酒を高さ 1cmになるように加え，そ

の上に油脂を高さ 1.5cmになるように静かに積層し

た後，白金プレートを油脂中に静かに沈めた。ビーカ

ーをゆっくりと上に動かし，油液界面で白金プレート

下端が液中に引き込まれる力を測定した。試験は 25

樽j酉の口腔内ウォッシュ効果について検討することに ℃で、行った。

した。

実験方法

1.清酒供試サンプル

本醸造原酒 (対照酒)もしくは本醸造原酒を吉野杉

製の木樽 (72L)に室温で 7日間貯蔵した清酒 (樽

酒)を各種試験に供した。

2. 官能試験の方法

官能試験は 16人のパネリストに対して飲料サンプ

ルを提示する順番を替えて 2回ずつ行った。油脂を多

く含む食品としてマヨネーズを用い，飲料はミネラル

ウォーター，エタノール濃度 15%に調整した対照酒

または樽酒を用いた。各サンプルはあらかじめ試験室

内に一定時間置き，室温と同じになったことを確認し

て使用した。対照j酉と樽j酉の区別ができないように，

アンバーグラスを用い，試験の間被験者にはノーズク

リップを着用してもらった。被験者はマヨネーズ 1.5

gを摂取しその 30秒後に飲料 10mlを10秒間かけ

て飲用し. 30秒後に「マヨネーズの味J，I油が残っ

ている感じ」の 2つの口腔内感覚を 5段階で評価した。

3.界面張力の測定方法

界面張力は表面張力計 (CBVP-A3，協和界面科学

株式会社)を用いて，Wilhelmy plate法 II凶で試験を

行った。飲料サンプルにはエタノール濃度 10%に調

整した対照酒と樽酒を用いた。また，樽j酉成分のF

eudesmol (和光純薬工業株式会社)およびフェ ルラ

実験結果及び考察

1. 官能試験

樽酒が口腔内の感覚に与える影響を調べるために官

能試験を行ったところ，Iマヨネーズの味J，I油が残

っている感じ」の両方の口腔内感覚について， ミネラ

ルウォーターより対照酒，対照酒より樽j酉で強度が低

くなる傾向が見られた。さらに， I油が残っている感

じjではミネラルウォーターと対照酒，樽酒の聞に有

意な差が見られた (Fig.1)。なお，試験後にアンバー

グラスとノーズクリップを用いて 3点識別法による官

能試験を行い，対照酒と樽i酉が区別できないことを確

認した。

このようにヒトによる官能試験において，対照酒に

比べて樽酒を飲用した後のほうが，マヨネーズによる

口腔内における油分の感覚強度が低下する傾向が認め

られた。この結果は，口腔内の油脂の洗い流されやす

さの差によって生じていると考えられた。
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酸 (和光純薬工業株式会社)は標準品を， epicubenol 0.0 

は以前に報告した方法 4)で精製したものをそれぞれ

100%エタノールに溶解し， 1 mg/Lになるように対

照j酉に混合して試験に供した。油脂サンプルは市販の Fig.l M巴asurementof perceived intensity of may-

コーン油，大豆油，オリーブ油，精製魚、油はそれぞれ onnaise and greasy aftertast巴afterdrinking 

エイコサペンタエン酸 (EPA) もしくはドコサヘキ (n = 32， mean :!: standard error，ヲ<0.05) 
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Refined Refined 
fish oil A fish oil B 

Interfacial tension between refined fish oils 

and sake 

(n = 10， mean :!: standard error，ヲ <0.05) 

Refined fish oil A containing abundant EP A and B 

containing abundant DHA. 

• : regular sake， . : taru-sake 

Fig.3 

このように，食用油や精製魚油との界面張力は，樽

j酉のほうが対照酒より低くなることが明らかになった。

界面張力が低いことは 2つの物質の聞の乳化が起こり

やすいことを示しており， 油脂と緑茶，ウーロン茶な

どの間での乳化能力の差が報告されている 10.111。この

ことから， 官能試験でマヨネーズによる口腔内の感覚

強度が対照酒に比べて樽酒で低下していたのは，樽j酉

では油脂との界面張力が低く，油と乳化しやすいため，

口腔内の油が洗い流されやすい状態になっていること

が一つの原因として示唆された。

3. 杉樽由来成分と油間の界面張力

得j酉には対照酒に含まれる成分に加えて，セスキテ

ルペン類などの杉樽由来成分が含まれている。これら

が樽j酉と油脂の聞の界面張力低下に関係していると考

え，杉樽由来成分を用いて同様の試験を行った。樽酒

に多 く含まれるセスキテルペン類の epicubenol，s 

・eudesmolとフェルラ酸をそれぞれエタノール濃度

1096に調整した対照酒に溶解させた後，大豆油との

聞の界面張力を測定した。 しかしながら，これらの杉

樽由来成分の添加によって 大豆油との聞の界面張力

の低下は観察されなかった (Fig.4)。

樽j酉中には杉樽由来成分として，今回試験に用いた

セスキテルペン類やフェルラ酸以外にも，ジテルペン
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2.清酒と油脂聞の界面張力

油脂の洗い流されやすさは物理的な力の他に，油脂

との乳化 しやすさが関係していると考えられる。そこ

で，様々な油脂に対する対照酒と樽酒の乳化能の違い

について調べる こと にした。

食用油とエタノ ール濃度 1096に調整した清酒の聞

の界面張力を Wilh巴lmyplate i:去により測定したとこ

ろ，今回使用したコーン油，大豆油，オリープ油すべ

てにおいて，樽酒は対照酒より有意に低い値を示した

(Fig. 2)。 しかしオリープ油を用いた場合，その差

は小さかった。一般的にコーン泊や大豆油はサラダ油

と呼ばれるが，サラダ油は溶媒抽出後に多くの精製工

程を経て製造されている 13.].]1。これに対して，オリー

ブ油はオリーブの実を圧搾後に静置分離，ろ過をした

ものであり 141 サラダ油に比べて精製度合が低い。

そのためオリーブ油には不純物が多 く，界面張力の差

が小さくなってしまったと推察される。

対照j酉に比べて待酒は，食用油との問の界面張力が

小さいことが明らかになったので，次に魚、油を用いた

試験を行った。精製度の低い魚油を用いると，オリー

プ油での結果のように，明瞭な差が得られない可能性

があると考えられたので，精製魚、油を用いて試験を行

った。その結果，食用油での結果と同様に， EPA， 

DHAをそれぞれ多く含む 2種の精製魚油ともに，対

照酒に比べて樽酒との聞の界面張力が有意に低下して

いた (Fig.3)。

307 

Olive oil 

Interfacial tension between cooking oils and 

sake 

(n = 10， mean :!: standard error，ヲ <0.05) 

聞 regularsake，刻。 taru-sake

第 109巻

Soybean 
oil 

第 4 号

Corn oil 

。

Fig.2 



高尾 ・高橋 ・溝口 樽I酉中の成分が口腔内の食品由来油脂に及ぼす影響

16 

吉 14
U 

~ 12 
》、

210 。
'" z 
ω 
帽

偲

ω 

" 匂圃

'" 恒巴

8 

6 

4 

2 

。

Fig.4 

Regular 100% 
sake ethanol Epicubcnol s-eudesmol Ferulic :lcid 

Interfacial tension b巴tweensoybean oil and 

regular sake added with a taru-sake specific 

constltuent 

(n = 10， mean :!: standard error) 

Final concentration of each additional constituent is 1 

mg/L 

類やノルリグナン類も含まれていることが明らかにな

っている。樽j酉と油脂問の界面張力の低下は樽酒中の

ジテルペン類やノルリグナン類など，セスキテルペン

類やフェルラ酸以外の杉樽由来成分， もしくはこれら

杉樽成分の相乗効果によって起こっているものと考え

られる。

今回は油脂との聞の界面張力を低下させる樽j酉中の

成分を同定することはできなかった。木崎らの報告に

よると，ウーロン茶には油脂の乳化作用が認められる

が，ウーロン茶中のカテキン (epigallocatechin，epi-

gallocatechin gallate)については乳化に関係してお

らず，ウーロン茶中の油脂の乳化に関与する成分は同

定されていない 11)。また，佐藤らはアルカリ性電解

水が油脂との聞の乳化維持能が高いことを報告してい

るが，その機序については明らかになっていない 15)。

このように，合ik料による油脂の乳化作用について，い

くつかの報告があるものの 寄与している成分や機序

については解明されておらず，今後の課題と考えられ

る。

要 約

1)対照酒と比べて槻酒は 食品によってもたらされ

る口腔内の脂っこさを低減させる効果が高いことが，

官能試験により明らかになった。

2)この要因のーっとして，対照酒に比べて樽酒は油
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脂との聞の界面張力が低く，油脂と乳化しやすいため，

口腔内の泊が洗い流されやすくなっていることが考え

られる。

3)樽酒と油脂の聞の界面張力の低さは杉樽由来成分

によってもたらされていると考えられたが，主要なセ

スキテルペン類やフェルラ首長にはそのような効果は認

められなかった。
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