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泡盛フレーバーホイールの作成について

フレーバーホイールは食品のにおいや味わいの評価用語をまとめたもので，食品を評価するために大変有

用なものです。平成 29年 4月に泡盛のフレーバーホイールが開発され泡盛の品質表現が共通化するととも

に見える化できるようになった。ここでは，泡盛のフレーバーホイールの作成方法について，大変わかりや

すく解説頂いた。これを参考にすればフレーバーホイールの作成は難しくはない。

宮 本 宗 周

1 はじめに

平成 29年4月 25日，沖縄県庁記者クラブにおいて，

泡盛フレーバーホイールの完成を発表しました。フレ

ーバーホイールは，対象となる食品のにおいや味わい

を表現する用語をホイール（車輪）状に配列した固で

す。酒類ではビール］），ウイスキー 2)' ワイン 3)' 清

酒 4)など，酒類以外ではコーヒー 5)' だし見醤油叫

チョコレート 8)などで作成されています。各フレーバ

ーホイールが作成された理由は，業界団体の技術的交

流のため，各社の研究・品質管理のため，消費者への

品質訴求のためなど，実務に即した作成者の意図があ

ると思います。

しかし，こうも考えられないでしょうか，酒類を始

めとするこれらの飲食物には，潜在的にフレーバーホ

イールが必要とされる要素を有していると。先に挙げ

た飲食物の多くは液体であり，かつ，伝統的な食品で

す。液体であるがゆえ，見た目から美味しさを想像し

難く，伝統的な原料及び製法が守られているゆえ，品

質のふれ幅があまり大きくない，つまり，微妙な香味

の差が品質差として表れる飲食物です。このような飲

食物は，製品間の品質の差を表す用語体系が不可欠で

あるという考えです。

そうであれば，泡盛はもとより，米焼酎，芋焼酎，

蕎麦焼酎，黒糖焼酎，みりん，梅酒など我が国固有の

あらゆる酒類についてフレーバーホイールは作成され

ていて良さそうなものです。しかし，現状存在してい

ません。何故でしょうか。私は．フレーバーホイール

の作成方法が規格化されていないからではないか． と

考えています。それは，作成したいけれど，何をした

ら良いかよく分からないという． まさに私が作成のス

タート地点で突きつけられた課題そのものです。

本稿では，泡盛フレーバーホイール作成までの足跡

を辿りながら，フレーバーホイールを作るためのヒン

トを紹介させていただきます。

なお，泡盛フレーバーホイールの作成にあたっては，

まず，沖縄県内の学識経験者によるワーキンググルー

プを立ち上げました。メンバーは，沖縄県工業技術セ

ンターの比嘉賢一先生，玉村隆子先生，紀元（前泊）

智恵先生，琉球大学の外山博英先生，平良東紀先生，

高良健作先生．沖縄工業高等専門学校の玉城康智先生，

沖縄国税事務所の小濱元，宮本宗周の 9名です。

2 フレーバーホイールに必要な要素は

フレーバーホイールはその食品から感じられるに

おい，味触感などに関する評価用語を一覧化して車

輪状に配列したものです。ここでいう「評価用語」と

は，対象とする製品の品質• 特性などを客観的に官能

評価する方法である「分析形評価」で用いる用語です

ので，「嗜好形評価」で用いられる「美味しい」など

といった主観的な嗜好を表現する用語は含んでいませ

ん。第 1図の泡盛フレーバーホイールを例に見てみま

すと．時計の針の 12時の方向から時計回りに評価用

語が 2層構造をとって並んでいます。また．官能特性

The Awamori Flavor Wheel 
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の類似した評価用語が近くに配置されると共に同じグ

ループに組み込まれ，その中でより具体的な表現を外

側の円に，抽象度の高い表現を内側の円に配置してい

ます。 さらに， 円は「におい」に関しては 10グルー

プ，味わいに関しては 7グループに分けています。こ

のような並び順，階層化，グループ分けは多くのフレ

ーバーホイールに共通の要素として見られましたので，

泡盛フレーバーホイールにおいても採用しました。何

故車輪状になっているのですかと聞かれることがあ

るのですがこれは 1枚の紙の中に収まりかつ分か
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と考えられます（試しにツリー構造で作図してみてく

ださい。1枚に収めることは困難だとお分かりになる

と思います。）。

さて，この泡盛フレーバーホイールをある泡盛製造

技術者は「五十音表」に例えました。初めて「ひら

がな」を覚える子供に使われる表で，最右列を上から

縦に読むと「あいうえお」，最上段を右から横に読む

と「あかさたな ・・・ 」となる，あの表のことです。
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第 1図

※については、共通認識が確立
していないが暫定的に掲載
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き換えると「あ」と書く （紙面では伝わりにくいです

が）ことを教えるためのツールです。言い換えれば

五十音表は，聴覚情報と視覚l胄報の相互交換を補助す

るツールと言えます。これに対して泡盛フレーバーホ

イールは，誰かにある泡盛のにおいを嗅がせた時に，

「その泡盛からは00の香りが強く感じられます」な

どと伝えるためのツールです。つまり，味覚・嗅覚・

一般体性感覚（触覚等）情報と視覚情報（文字情報）

の相互交換を補助するツールとも言え，五十音表の例

えはよく的を射ています。五十音表と異なるのは，

「あ」という音は人がその場で発声できるのに対し，

泡盛の味やにおいなどは人が発せないので，評価用語

と同じ知覚が得られる見本が必要になるというところ

です。

このように考えると，フレーバーホイールの作成に

は2つの作業が必要であることがわかります。 1つは，

ひらがなの五十音表に相当する「対象とする食品につ

いての評価用語を一覧化」すること， もう 1つは，そ

の評価用語と同じ知覚が得られる「見本を用意」する

ことです。

3 評価用語の一覧化

「評価用語を一覧化する」という言葉には，言外に

対象の飲食物から感じられる全てのにおい，味わい，

触感などに関する表現を収集すべきだという印象を含

んでいますが，実際全ての評価用語を網羅することは

困難です。泡盛であれば泡盛は 46のメーカーで製

造されており，総銘柄数は 1,000とも 2,000とも言わ

れていますが，その全ての泡盛から感じられる全ての

特性をつぶさに集めるのは現実的ではないというこ

とです。多少の取りこぼしには目を瞑り，泡盛の特徴

の概観を捉えることを少なくとも最初の目標にすべ

きと考えます。

概観を捉えるためには，一般的に，対象食品の香味

の特徴を代表するいくつかの試料を選抜して，一定の

官能評価能力のあるものたちが，官能評価・ディスカ

ッションをしながら評価用語を作り出し，その過程で

見本を設定していくことになります。

「一般的に」と書いたのは，評価用語と見本を同時

に得る方法論として QDA法 9)がよく知られているか

らです。 QDA法では，①一定の官能評価能力がある

評価者の選抜・訓練，②サンプルから知覚される官能
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特性を言葉にするいわゆる「言葉出し」の実施③各

評価者が出した言葉についての評価者全体でのデイス

カッションによる定義づけと合意形成（場合によって

は見本を用意）， といったプロセスを通じて評価用語

体系を作り上げます。特に，川喜田二郎氏が考案した

KJ法と呼ばれるデータの整理方法を用いて用語の整

理をすれば作業工程である程度用語の階層化もなさ

れます。 KJ法を用いた言葉出しと階層化について少

し詳しく説明すると，例えばある泡盛を 5名で官能評

価したとします。感じられたにおいや味わいなどを言

葉にしてカード（又は付箋）に書き出します。この時

カード 1枚あたりに 1つの言葉を書きます。評価終了

後，全員の全てのカードを開示して同じ又は似た言

葉を近くに集めます。この時「キノコ」が 3枚，「マ

ッシュルーム」が 1枚，「マッタケ」が 1枚集まった

とすると，「キノコ」という特性があるだろうと分か

り，それはより具体的に言えばそれは「マッシュルー

ム」や「マッタケ」である， というように「キノコ」

-「マッシュルーム又はマッタケ」と用語が集約・階

層化されます。

また， QDA法と同様のプロセスを通じた評価用語

体系の構築法として ISO11035 (1994) IO)も知られて

います。 QDA法との大きな違いは，製品間の差異の

描写への寄与率が低い用語を積極的に減らすための手

順が詳細に述べられている点です。評価用語の絞込み

には，製品を官能評価したときの強度，頻度，用語間

の相関性などの観点を利用します。

冒頭では，フレーバーホイールそのものの作成に関

する規格はないと述べましが，このように評価用語と

見本の設定に関する方法論は既にありますし，実践さ

れています。例えば，醤油 7)のフレーバーホイールは

QDA法で得られた評価用語を取りまとめて作成され，

だし 6)のフレーバーホイールは IS011035の方法論を

取り入れて作成されています。この 2つの方法論を拠

り所に，ーから評価用語を構築するという方法は，疑

いの余地がなく正当な手順です。

QDA法等のデメリットをあえて挙げるとすれば，

作成に十分な時間と研究開発資源が必要になる点があ

ります。パネルの選定方法，訓練方法等のメソッドの

開発と実践には多大な労力がかかります。また，この

方法論を読んでも， どのように代表となる製品を選べ

ばよいのか，評価者の選抜・訓練をどのようにすれば

醸協 (2018)



よいのか，ディスカッションはどのようにすればよい

か，などについての指針はあるものの具体的な方法に

ついては述べられておらず，最後は作成者の経験とエ

夫に委ねられています。例えば代表となる製品選び

には，上流である原料・製法の違いからピックアップ

していく方法と，下流である官能特性の違いからピッ

クアップしていく方法とが考えられます。上流側から

のアプローチは，原料・製法の違いが官能特性の違い

に表れるという前提に基づいていますので，既存の用

語を改めて整理するという姿勢を意味しています（官

能特性に影響を与えない原料・製法の違いは，少なく

とも官能的には意味がありません。）。一方，下流側か

らのアプローチは，そういった前提はありませんので，

全く新しい言葉が発掘される可能性もあります。作成

者の目的の中心をどこに置くかで， どちらのアプロー

チをとるかといったことも変わってきます。

4 見本と合意

ここまで，「評価用語」にフォーカスを当てて議論

をしてきましたが， もう 1つのキーワードである「見

本」について述べたいと思います。

におい，味などの「言葉出し」をしたとして，評価

者が一体どの側面についてその表現を用いているのか

を他人が窺い知るためには， どのような点に着目して

話し合えば良いのでしょうか。答えの 1つは，その香

味を感じるタイミングです。泡盛であればトップノー

トで感じやすいのか，口に含んだときのフレーバーな

のか，アフターフレーバーとして残るのか， といった

その香味などが知覚されるタイミングです。もう 1つ

は，感じられたサンプルの特定です。 Aからは強く

感じられた， Bからはわずかに感じられた， C,Dから

は感じられなかったといったサンプルの特定です。字

面だけ見ると，この 2点について議論すれば意思疎通

できそうな気もしますが，実際にやってみると，共通

の認識が得がたい場合もあります。その時用意するの

が見本です。

例えば泡盛のトップノートに「キノコ」や「マッ

シュルーム」のような香りがするという話になれば，

マッシュルームや様々なキノコを用意して，泡盛と嗅

ぎ比べます。確かに泡盛からマッシュルームの様な香

りが感じられる， と評価者の大半が理解できたとすれ

ば，その評価用語は合意されたといえますし．また．

マッシュルームはその見本となります。

しかし．これも実際にやってみるとピシャリと符合

する見本が意外と得られない場合があります。あるい

は，人によって理解度がかなり異なります。先の例の

種明かしをすると，泡盛には 1-オクテンふオールと

いう成分が含まれています。別名マッタケオールとも

いい，マッタケやマッシュルームに含有される成分で

す。ですので，泡盛からマッタケやマッシュルーム様

の香りが感じられてしかるべきなのですが．泡盛に含

まれるその他の成分，マッシュルームに含まれるその

他の成分の影響で．マッシュルームを見本にしてもあ

まり理解できないという方が意外といます。この時に

強力な威力を発揮するのが，香気成分そのものを見本

とする方法です。ベースとする泡盛に 1ーオクテン -3-

オールを添加したものを見本とすれば，多くの方が理

解できるようになります。また．キノコの香りが強い

ある泡盛製品そのもの又は半製品を見本にするという

方法もあります。このように，見本の種類は食品．香

気成分，製品又は半製品そのものなど，幅広く設定可

能です。

なお．ここまでの情報を整理すると第 1表のように

なります。この積み重ねでフレーバーホイールを作成

することができます。

QDA法等を含む評価用語の収集・整理に関する方

法論には，必ず「合意」プロセスがあります。見本が

重要なのは広く合意を得るために有効なツールだか

らです。誰が，何人がどれだけ強く合意しているかが．

評価用語の信頼性にとって最も重要です。すなわち，

評価用語の信頼性あるいは完成度は，用語使用者の合

意の強度の関数といえます。合意を強めるための全て

第 1表

評価用語 1定義 見本

キノコ様
トップノートで感じられるマッタケやマッIマッシュルーム

シュルームのような香り
Lオクテンふオール
泡盛製品 A
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の活動が，フレーバーホイールの価値を決定付けると

もいえるかもしれません。

ウイスキー及び清酒のフレーバーホイールでは，香

気成分見本の妥当性を検証するため，ベース酒に香気

成分を添加したものを大勢の専門家に官能評価させ，

いくつかの評価用語の中から最も合致する評価用語を

選ばせるという試験をしていますが，これも合意の強

化に資する工程です。

5 泡盛フレーバーホイールの作成手順

QDA法等を用いた評価用語体系の構築には十分な

時間と研究開発資源が必要になると先に述べましたが，

沖縄国税事務所には十分な資源がありませんでした。

そこで，全てーから合意の得られる用語を作るので

はなく，泡盛・焼酎専門家を集めて議論することで評

価者の選抜・訓練コストを削減すると共に，専門家の

間で「既に合意のある」評価用語を収集，整理，活用

して，不足分のみ新たに作成するというプロセスをと

ることで，作成コストを最小限に抑えながらフレーバ

ーホイールを作成しました。

具体的にまず始めたのは，泡盛に関する現状の評価

用語と見本について整理することです。評価用語及び

見本の有無をマトリックスにして整理すると第 2表の

ようになります。

(1) の「評価用語及び見本がある」ものは基本的

にはそのままフレーバーホイールに採用できますが，

(2) - (4) の「どちらか一方又は両方がない」もの

は，なんらかの形で検討していく必要があります。以

下，検討の詳細についてマトリックス毎に説明します。

(1) 評価用語も見本もある

泡盛，焼酎を中心とした酒類の研究等において，

官能特性として寄与することが知られている香気成

分と，それに対応する評価用語がここに分類されま

す。酢酸イソアミル（バナナ），フルフラール（焦

げ様・ ナッツ様），ジアセチル（ヨーグルト様）等

がそれで，評価用語は専門家間で大よそ合意が得ら

れているものを採用しています。また，香気成分そ

のものを見本としています。

(2) 評価用語はあるが見本はない

(1)で挙げられたもの以外で，国税局，酒類総合研

究所等で実施している泡盛又は焼酎を対象とした品

質評価会で使用されている評価用語，他の酒類のフ

レーバーホイールで採用されている評価用語がここ

に分類されます。

味口あたりなどに関する用語や，「果実様」な

ど具体性のある表現を統括する用語などがここに分

類されます。通常，味の見本にはグルコース等が使

用されるのですが，蒸留酒には含有されていないも

のが多く，代替の物質が見つからなかったことから，

味に関する見本は設定しませんでした。旨味につい

ては，泡盛に含有される旨味成分が知られていない

ため，評価用語に含めていません。口あたりについ

ても，見本の設定が困難であると考え，設定してい

ません。

また，泡盛業界では著名な尚順男爵が残された古

酒香の表現である「雄ヤギ」，「熟れたほおずき」，

第 2表評価用語及び見本の有無について

評価用語

ある ない

(1) 既存の評価用語があり，それに対応する見本（試薬， (3) 泡盛に一定量含有されると知られてい
飲食物又は見本となる泡盛）がある る成分があるが，官能的に知覚できるか

⇒ 既報の研究で評価用語と香気成分の対応が研究されてお 確認されていない又は官能特性が言語化

ある
り，評価用語としての使用実績がある されていない

⇒ 既報の研究で香気成分の存在は明らかに

なっているが対応する官能特性が言語化
見本 されていない又は評価用語の使用実績が乏

しい

(2) 既存の評価用語があるが，それに対応する見本がない (4) まだ多くの人が感知しておらず，言語
⇒ ①既存の評価体系で良く使用される評価用語であるが， 化もされていない官能特性

ない 香味成分の研究等が不十分である又は見本が得にくい ⇒ 限られた一部の人は知覚しているかもし
②抽象度の高い又は主観的な表現のため，そもそも見本 れないが，言語化されていない又は共有さ

が得がたい（「美味しい」，「上品」など） れていない
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「白梅香」もここに分類されます。この 3用語は，

見本となる物質がなく，その香りを知るものも少な

いことから合意は得られていませんが，古くから知

られている表現であるため，今後の研究の進展を願

って暫定的に採用しています。

なお，調和／不調和などの主観的な感覚が強い評

価用語は，使用実績があるものの，分析形評価には

使用できないため除外しています。

(3) 評価用語はないが見本はある

(1)で挙げられたもの以外で，泡盛に一定量含有さ

れると知られているが，官能的に知覚できるか確認

されていない又は官能特性が言語化されていない成

分などがここに分類されます。

カプロン酸カプリン酸，イソバレルアルデヒド

がこれにあたります。福田らの報告 11)を参考に，

ベース泡盛に香気成分を添加し，無添加品と比較し

てにおいを確認しました。

なお， ミリスチン酸エチル，パルミチン酸エチル，

リノール酸エチル，オレイン酸エチルについては，

福田らが報告 11)する平均値の 20-30倍程度の量

を添加しても，無添加品と比べてにおいの違いが感

じられなかったので，評価用語から外しました。

(4) 評価用語も見本もない

これは一見ないものとして扱っても良いように思

いますが，限られた一部の人は知覚しているものの，

言語化されていない又は共有されていない評価用語

があるかもしれません。

そこで，市販泡盛 47点（一般酒 45点，古酒 2

点）について，沖縄県工業技術センター，琉球大学，

沖縄工業高等専門学校，酒類総合研究所，国税局等

の専門家 13名と，泡盛製造技術者 6名でテイステ

ィング・言葉出し・デイスカッションをしました。

この他，有識者からの聴き取りによる言葉の収集も

しました。

この結果，「ナッツ」，「ゴマ」，「ドライフルーツ」，

「ゴム」，「醤油」などの評価用語が得られました。

一方で，麹臭， もろみ臭などの評価用語は合意が得

られなかったため外しました。

なお，時間の制約から香気成分以外の見本につい

ては設定しませんでした。

以上，評価用語と見本という観点から説明しました

が，ここまでの作業内容を列挙すると一連の作業フロ
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ーは，①泡盛，焼酎等に関する香気成分研究の確認，

②泡盛焼酎等に関する評価用語の収集，③泡盛への

香気成分添加によるにおいの確認，④泡盛のテイステ

ィングによる言葉出し，となります。以降全ての評

価用語について，定義，見本，並び順等についてデイ

スカッションして原案を作成し，原案について全泡盛

製造者から意見を募集し，意見を反映させた上で完成

させました。

6 並び順など

最後に評価用語の並び順，分類，階層化の方法など

について述べます。先にも述べたとおり，多くのフレ

ーバーホイールでは，官能特性の質が似通った評価用

語を近くに配置すると共に同じ分類に組み込み，また，

その中でより具体的な表現を深い階層に，抽象度の高

い表現を浅い階層に配置しています。その方法論は

様々ありますが，個人的には，科学的な裏付けや根拠

が十分でなくても，使いやすければ， どのような並び

順・分類・階層であっても良いと考えています。例え

話として用いた五十音表で言えば行は母音で，列は

子音で揃っています（子音の並び順も専門的には理由

が立つそうです。）が，「いろはにほへと」でお馴染み

のいろは順にはそういった観点はありません。代わり

にいろは順は，詩として覚えやすい順になっています。

このように分かりやすく，覚えやすければその並

び順等は作成者の意図によって変わっても良いのでは

ないか， ということです。酒類のフレーバーホイール

でいえば多くは官能特性の質に基づき評価用語は分

類されていますが，例えば清酒 4)では「移り香」，ウ

イスキー 2)では「Feints(後溜）」といった製造方法

に基づく分類も一部であり，この方が使いやすいだろ

うという作成者の意圏が垣間見られます。

「分かりやすさ」に関して付け加えると，泡盛フレ

ーバーホイールでは用語数の配分について意識しまし

た。例えば，減圧蒸留の泡盛からは「イチゴ」，「メロ

ン」，「リンゴ」といった様々なフレッシュフルーツの

においが感じられますが，これを 1つ 1つフレーバー

ホイールに入れるとします。すると，ホイールに占め

るフルーツに関する用語の割合が大きくなります。そ

のようなホイールを見た人は， きっと泡盛は，フルー

ティーな香りが強いのだろうと「誤解」する恐れがあ

ります。泡盛は，ほとんどが常圧蒸留で，香ばしい感
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じ，硫黄様の感じ，「バニラ」や「カラメル」のよう

な甘い感じを感じる場合が多いので，これらのホイー

ル占有率を高めるべく分類・ 階層化しています。

以上のように，並び順等は従たる事柄であって，ま

ずは，評価用語及び見本について検討し，後に並び順

等を考慮するという手順で作業を進めるべきだと考え

られます。

7 おわりに

泡盛フレーバーホイール普及のため，一般消費者の

方にもフレーバーホイールに関する講演をしています

が，その中で「どうやって使うのですか？」と尋ねら

れることがしばしばあります。

使い方が分からない原因の 1つは，泡盛フレーバー

ホイールが専門家向けの仕様であるからだと考えてい

ます。泡盛・焼酎専門家の間で合意のある用語をベー

スとしていますので，その生い立ちからいってある程

度専門的になります。

もう 1つの原因は，尋ねられた方の泡盛への輿味や

関心がまだ十分に醸成されていないからだと考えてい

ます。泡盛の香味を深く知りたい，楽しみたいという

気持ちがなければフレーバーホイールはそもそも使

い道がありません。つまり，先の「どうやって使うの

ですか？」という問いは使用方法についての質問のよ

うで，本質的には「何のためのツールなのか，私には

まだピンときていません。」というシグナルだといえ

ます。

私たちは，泡盛フレーバーホイールを，広く普及し

たいと思って作成しましたがそのためには，まずは

「泡盛の香味を深く知りたい，楽しみたいと思ってい

る」方を増やす必要があるということが分かってきま

した。その先陣を切っていただきたいのは， もちろん

現場で泡盛の製造・販売に携わっている方々です。

幸いなことに泡盛製造者の間には，そういった機運

があります。きっかけは，泡盛フレーバーホイールを

公表した平成 29年4月から遡ること 3年以上前，平

成 26年 1月に泡盛製造技術者等を対象にして実施さ

れた，洋酒研究家の大西正巳先生による官能評価・官

能開発等に関するご講演です。大西先生によるご講演

はそれから毎年 1回， 4年間続くわけですが（別の事

業も含めると 5年間になりますが），その中で，適切

な評価用語の設定，フレーバーホイール， QDA法な
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どの重要性について繰り返し情理を尽くしてご説明い

ただきました。このきっかけがあってこそ，泡盛フレ

ーバーホイールは生まれてきたといえます。

現在，沖縄国税事務所では，泡盛フレーバーホイー

ルにある評価用語を用いて， QDA法のエッセンスを

踏まえた泡盛の品質評価を行っています。また，

QDA法を中心とした官能評価に関する知識を持つ泡

盛製造技術者の人材育成にも携わっています。さらに，

検討不十分であった評価用語の定義や見本の再検討に

ついても取り組んでいます。これらの取り組みはまだ

始まったばかりですが，泡盛フレーバーホイールや

QDA法を用いて香味の設計をされた泡盛が，世に出

て行く日はそう遠くないかもしれません。

最後に， QDA法についてご指導いただきました洋

酒研究家の大西正已先生，株式会社キッコーマン今村

美穂先生，フレーバーホイールの作成方法についてご

指導いただきました東京国税局鑑定官室宇都宮先生，

フレーバーホイール作成ワーキンググループにご参加

いただきました日本酒造組合中央会須藤茂俊先生，酒

類総合研究所福田央先生，国税局鑑定官室の皆様．泡

盛製造技術者の皆様，以上の方々をはじめとした，お

世話になった方々に厚く御礼申し上げます。

〈沖縄国税事務所間税課〉
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