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食品と清酒との相性評価法

須藤茂俊・藤田晃子・遠藤路子・神田涼子・磯谷敦子

(独立行政法人酒類総合研究所)

平成 22年 12月 15日受理

Compatibility evaluation method for food and refin巴dsake 

Shigetoshi SUDO. Akiko Fじ]ITA.Michiko ENDO. Ryoko KANDA and Atsuko ISOGAI 

(National Research Jnstitute ofBrewing， 3-7-1 Kagamiyama Higashi -Hiroshima 739司 0046Japan 

For refined sake， which is a Iiquor consumed during meals. compatibility with food is an important 

characteristic. Generally compatibility tends to be accompanied by ambiguity. Therefore. to obtain reli-

able compatibility. it is essential to develop an evaluatory method with accuracy and repeatability. We ex 

amined the factors affecting evaluation of compatibility with food and r巴finedsake by using a food set A 

(black sesame tofu， tuna sashimi. saury-yakimono， diced steak. egg custard. vinegared fiounder. cheese-

cake) ， and a food set B (pudding， fiounder sashimi， yose-hot pot. simmered fish， sirloin steak. lettuce， dry 

taste curry) and junmai田sake.From verification testing by 18 or 19 panelists， the following results were 

obtained. As for the巴atingand drinking int巴rvals，less than 5 seconds were suitable. Compatibility with 

th巴sensitivityof drinking after eating was estimated to have about 3 times more effect on the evaluation 

of compatibility from that of eating after drinking. The effect of a placement of taste consciousness on the 

evaluation of compatibility was not c1ear¥It was considered a problem during verification. The taste re-

quest from food to junmai-sake was suggested to affect the evaluation of compatibility. A preconception of 

compatibility affected the quality of junmai-sake which was directly linked to the evaluation. On the basis 

of th巴obtainedresults， w巴setup a method for evaluating compatibility. 

Keywords:食品，清酒，相性評価法

緒雪

清酒は食中酒であり，食品との相性は重要な品質特

性である。近頃，書籍等を通じて相性に関するさまざ

まな情報が発信され• Y青j図業界はもとより飲食業界，

消費者の関心が高まってきている。一方，相性には少

なからず暖味さが伴うため，関心、をさらに高めるには

それを担い得る精度と再現性を有する相性評価法の確

立が不可欠で、ある。そこで相性評価に影響を及ぼす要

因について検討しそれを踏まえて相性評価法を設定

した。なお，相性評価法はj者j窃の品質設計やコンセプ

トの確立にも有用と考えている。

実験方法

相性の客観性と信頼性のー!替の向上が大切である。食 1.相性感性

品と清酒との相性については，格性の良否に影響を及

ぼす要因 )-31や松性に関する消費者調宏，1-91を中心に

報告がなされ，相性評価法そのものの研究はほとんど

なされていなしミ。相性の客観性や信頼性を高めるには，

第 107巻第 1号

相性につながる味覚感性は，食品と清酒を続けて飲

食したときに 2番目に口にしたものに生ずる。食品と

清酒の異なる風味が口中で急激に置き換わることに起

因する味覚感性であり，その良し悪しから相性が判断
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される O このi味覚感性を f相性感性Jとu乎ぶことにし

た。

2. 先行試験

食品と清酒との相性評価に影響を及ぼす姿国は複雑

であり十分な整理がなされていない。そこで相性評価

に精通した者が和食，洋食，中華，調味料，果物，菓

子など約 300品目の食品と 7タイフ。の清滴(辛口，甘

口炎れい， i，長官事， 中自今，大吟，熟成) との組み合わ

せについて，約 l年をかけて清酒→食品→清酒の順で

|沫わう試験(以下「先行試験J)を行なった。このう

ち食品→清溺における清酒の品質に着目しよ立香，

味の濃淡，甘ーl味，酸味交味.苦味，芳醇さ，相性感

性などを 3~5 段階で評価しながら，官能面，物理面，

主主主恩面，心理面，知識・経験商から相性評価に影響を

及ぼす要因の絞り込みを行った。

3. 検証試験

絞り込んだ要因はパネリストによる検証に付した。

パネリストは清消の官能評価に堪能な酒類総合研究所

職員 15名，清酒製造場の酒造技術者 3:f;，広島大学

大学院生 l名の計凶名の構成とした。性別は，男性

15名，女性4名であった。検証は 1週間の間隔で 2

問実施し， 1回目は比較的容易な検証試験を行ってパ

ネリストに棺性評価を体得させ， 2回目に高度な検証

試験を行った。

4. 食品と清酒

検誌試験に使用する食品は先行試験の結果を参考に，

食品のジャンル，風味の強さ， i青j践との相性がそれぞ、

れ適度に分布し，かっ後述する検証試験に適すると思

われるものを選択した。それぞれ 7品目から成る食品

Aセット(黒ゴマ豆腐，マグロの刺身，サンマの焼

き物，サイコロステーキ，茶碗蒸しヒラメの酢の物，

チーズケーキ)および食品 Bセット(プリン，ヒラ

メの刺身，寄せ鍋，魚、の煮付け，サーロインステーキ，

レタス，辛口カレー)を設定した。なお，寄せ鍋はダ

シ汁で試験した。また，塩分がある食品はその食品の

標準的な塩分としたO 清酒は精米歩合 60%，アルコ

ール分 15%の特別純米酒(以下「縄米溺J) を15"C前

後で清酒グラスで供した。検証試験は実際の飲食場面

を想定して料飲宿の和室で王子日の午後 6a寺から行った。

なお，検証試験の 2回目はパネリスト 18名で、行った。
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実験結果および考察

1. 嬰閣の絞り込み

相性評価に影響を及ぼす要因は種々見出され，すべ

てを検証に付すことは困難であった。そこでパネリス

トの体調や空腹度，酒器の種類，評価を行う時間帯や

場所，環境といった相性評価を行うに当たって常識的

に管理されるものは除くこととした。それ以外の嬰悶

の中から相性評価の精度と再現性に強く影響すると思

われるものを検証に付すことにした。結果的に，①食

品と清酒を飲食するインターパル，②食品と清酒を飲

食する}II責序，③味覚意識の置き方，④食品から清j医へ

の味覚リクエスト，⑤相性に関する先入観の 5項目を

選択した。なお，個人の晴好も相性評価に大きく影響

したが，相性評価は少なからず個人の格好を前提とす

るところがあり，特に偏った格好以外はこれを容認す

べきとの考え方から検証には付さなかった。要因①お

よび②は食品 Aセットを用いて 1回目の検証試験に

付し，要因③および④，⑤は食品 Bセットを用いて 2

回目の検証試験に付した。 1@]E!と 2@]E!の検証試験

で，食品のセットを変えたのは， 1回自の検証試験が

先入観となって 2回日の検証試験に影響することを排

除するためである。

2.欽食インターパル

相性感性は，食品と清瀬の飲食インターパルが短い

ほど強く，長いほど弱くなる。そこでインターパルの

目安について検証した。先行試験の結果，相性感性の

強さは， 2番目にi味わう飲食物を口にしたtJ寺点の l番

目に味わった飲食物の口中残嵐味の強さに依存する傾

向にあった。そこでパネリスト 19名に Aセットの 7

品目の食品および純米j習をよく味わわせ，飲み込み後，

5， 10， 20， 30， 60秒後の口中残j気味を「残るJ. rや
や残るJ. rほとんど残らないJで評価させた。「残

るJに2，rやや残るjに1， rほとんど残らない」に

Oの重み付けをしてパネリスト 19名の平均の口中残

風味を算出し，その経時変化を Fig.lに示した。 7品

自の食品および純米j践の江中残風味はいずれも急速に

低下した。一方，飲み込み後 5秒以内は残風味が高い

レベルにあり，飲食インターパルとして 5秒以内がg

安と考えられた。

3. 食品と湾i震を飲食する順序

食品と清酒との相性は，清酒を飲んでから食品を食

醸協 (2012)
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Fig.l The changes in survival strength of food and junmai-sake fiavors in the mouth. 

Nineteen panelists evaluated the strength of fiavor left in the mouth of seven foods and junmai-sake 

aft巴rhaving swallowed them. 

o : black sesame tofu，ム:tuna sashimi， D: saury-yakimono， 0: diced steak， .: tyawan-mushi， 

..... : vinegared企ounder，幽:cheesecake， .: iunmai田sake

べる(1街頭→食品)ときの相性感性と食品を食べてか

ら清酒を飲む(食品→清酒)ときの相性感性から総合

的に評価される。そこで Aセットを用いて，いずれ

の相性感性に強く影響されるかを検証した。パネリス

ト19名に純米溺 1口をよく味わってから飲み込ませ，

5秒以内に Aセットの黒ゴマ豆腐を l口よく味わわ

せ，清酒→食品の相性感性を評価させた。日中の巣ゴ

マ豆腐を再度よく味わってから飲み込ませ， 5秒以内

に再び純米酒 1口をよく味わわせ，食品→清酒の相性

感性を評価させた。最後に相性への影響を「清酒→食

品の柏性感性に強く影響されるJ. i清酒→食品の相性

感性にやや強く影響されるJ. i向程度J，i食品→i新聞

の棺性感性にやや強く影響されるJ，i食品→清酒の相

性感性に強く影響されるjの5項目から選択させた。

Aセットの他の食品についても向様に試験した。パ

ネリスト 19名の食品ごとの項目選択数を Fig.2に示

した。項 g選択数は食品によって奥なったが， Fig.2 

のaverageで示した全食品の平均選択数でみると，

「清酒→食品の相性感性に強く影響される」は1.4，

ii青漉→食品の相性感↑生にやや強く影響される」は 2.6，

「間程度jは3.7，i食品→清酒の相性感性にやや強く

第 1日7巻第 1 号

影響される」は 5.4，i食品→清酒の相性感性に強く影

響されるJは5.9の選択数であった。清酒→食品に

「強く Jおよび fやや強く J影響されるグループと食

品→清酒に「やや強く jおよび「強く」影響されるグ

ループの選択数には， 5%の危険率で有意差が認めら

れた。これらのことから食品と清酒との相性は，総じ

て食品を食べてから清酒を飲むときの相性感性に強く

影響されることがわかった。 f強く影響されるjに2，

fやや強く影響されるJに1， i同程度Jに0.5の重み

付けをすると，相性への影響度は清酒→食品の祁性感

性が約1，食品→清酒の相性感性が約 3の割合と見積

もられた。

この検証において，食品→純米酒の}llliで飲食したと

きに純米酒の風味が変わったとしたパネリストは 19

名中 14名，純米j関→食品の}II買で飲食したときに食品

の風味が変わったとしたパネリストは 2名であった。

これは清酒の風味が食品の日中残風味によって変化し

やすいことを示し相性が食品→清酒の相性感性に強

く影響される原因と考えられたO

以上の結果を踏まえ，以後の検証は食品を食べてか

ら純米酒を飲む試験に限って行うこととした。

51 
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Fig.2 The effect of the order of巴atingand drinking on the evaluation for compatibility 

Nineteen panelists examin巴dthe effect of order of eating and drinking on the evaluation of compatibil-

ity for seven foods and junmai-sake， They chose the effect from next five selections. 

口:strong effect on junmai-sak巴→ food，己:relatively strong effect on junmai-sake→ food，圏:equal 

effect，璽:relatively strong effect on food→junmai司sake，璽・ strong巴ffecton food→junmai-sake 

Error bars indicat巴土 σ(standardd巴viation). 

4. 味覚意識の置き方

パネリストに A セットを，食品→純米酒の}II買で飲

食させ，純米j留を口にするときの味覚意識がどこにあ

るのか， I食品J. I清酒J，I両方J，I特に意識はな

い」から選択させた。その結果，味覚意識の置き方は

パネリストおよび食品によってまちまちであった(デ

ータ省匝針。味覚意識は大脳における味覚信号および

臭覚信号の処理の仕方を変化させ，相性評価に影響す

る可能性がある O そこで味覚意識の置き方による相性

評価への影響を検証したo Bセットを用いて，パネリ

スト 18名に食品→純米溜の}I演で飲食する試験を 2回

行わせた。 1回目は味覚意識を一貫して食品に置いて

食品→純米酒の順で、味わわせ， 2回13'土食品を味わう

ときは味覚意識をその食品に霞き，純米j酉を味わうと

きは味覚意識を清j闘に透いて食品→純米源の}II震で、味わ

わせた。 l回目， 2回自のそれぞれについて相性を 5

段階(l・良好~5 :難)で評価させた。食品ごとの

平均格性を Fig.3に示した。予想、に反して味覚意識の

置き方による相性への影響は軽微で、あった。味覚意識

が指示通りに置かれなかったことや 2回目の試験が1
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回目の試験に引きずられたことなどが原因として考え

られたO なお，相性経験が豊富なパネリストは味覚意

識の置き方が相性評価に影響するとしていた。明確な

影響が認められなかったのは検証の仕方に問題があっ

た可能性があり，今回の結果が味覚意識の霞き方が相

性評価に影響を及ぼさないことを示すものではない。

食品を味わうときは味覚意識をその食品に置き，清酒

を味わうときは味覚意識を清酒に置いて評価すること

が適当と考えられた。

5.食品から清酒への味覚リクエスト

先行試験において，適度に辛味がある食品は清酒と

良好な相性が得られる傾向にあった。食品を味わうと

次に味わう清酒に辛味を和らげてほしいとする味覚リ

クエストが意識または無意識のうちに生じ，それを清

酒が満たすことで良好な相性が得られるものと考えら

れた。一方，意鴎的に辛味を和らげなくてよいと意識

すると，相性の良さは軽減した。風味が良好な(おい

しい)食品では，成I床の余韻を損ねないでほしいとす

る味覚リクエストが清酒に生じ，これが同様に祁性に

影響した。そこで Bセットを用いて味覚リクエスト

慈協 (2012)
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Fig.3 The effect of the taste awareness on the evaluation of compatibility 

Eighteen panelists twice did an affinity evaluation tasted in the order of food → junmai-sake by a five-

point method regarding seven items， respectively. The 1st taste-consciousn巴sswas consistently 

placed on food， and th巴 2ndtaste-consciousness was placed on food， when eating food， and was placed 

on refined sake， when drinking junmai-sake. 

: Taste consciousn巴ssis consistently on food 

口:Taste consciousness is food→ J apanese sake 
Five point method (l:excellent， 5・bad).

Error bars indicate :tσ(standard deviation) 

を検証した。パネリスト 18名に Bセットを食品→純

米泊の順で飲食させ，食品を味わっているときに生ず

る純米酒に対する味覚リクエストを rA:食品の風味

の余韻を損ねないでほしいJ. rB:食品の旨味を補っ

てほしいJ. rc:食品の風味を口直ししてほしいJ.

rD その他J. r -:特にリクエストはない」から選

択させた。また，このときの相性を 5段階 (1:良好

~5 :難)で評価させた。パネリストごとの味覚リク

エストの発生状況をA， B， C， D， でTable1に示

した。パネリスト 18名の全評価の約 7割にいずれか

の味覚リクエストが生じていた。

次に味覚リクエストの相性への影響を見るために，

味覚リクエストが生じたパネリストと生じなかったパ

ネリストを食品ごとに区分しそれぞれの平均相性を

Fig.4に示した。なお，辛口カレーは味覚リクエスト

が生じなかったパネリストが2名と少なかったため除

外した。ヒラメの刺身，寄せ鍋，魚、の煮付け，サーロ

インステーキでは相性に有意差はなかったが，プリン

第 107巻第 1 号

とレタスでは 1%の危険率で有意差が認められた。プ

リンとレタスで、有意差が認められたのは，これらの食

品は純米酒との相性が単純で、わかりやすく，味覚リク

エストが生じたパネリストが相性への反映を総じて伺

じ方向(相性が悪くなる方向)にしたためと推察され

た。一方，他の 4食品で有意差が認められなかったの

は，純米j酉との相性が複雑で、わかりにくく，相性への

反映がうまくできなかったことや反映の方向がパネリ

ストによってまちまちであったことが推祭された。味

覚リクエストは相性評価に影響を与える要因と考えら

れたが，相性に適切に反映させるには，パネリストの

棺性評価の経験が重要であると恩われた。

以上のことから格性評価の精度と再現性を高めるに

は，味覚リクエストを踏まえて評価する必要性が示唆

された。

6，先入観の影響

清酒は和食と相性が良く，洋食とは相性が良くない

との見方がある O このような先入綴は相性評価に影響
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Table 1 The taste requests from food to junmai-sake 

food Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO Pll P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
pudding AD AD AD B B B B D A B A A A A 
自oundersashimi B A B C AD A C A B C B 
yose-hot pot A A B A C AD AC A AB B 
simmered fish CD A A B B BD A A AB B CD B 

sirloin steak A C B AB B B B B B B A ABD C A B 
!日ttuce AD A CD CD CD B A BC D 
dry taste curry B A B B B AB B B IB B l主 Lー A !BD B !旦 I B 

Eighteen panelists (PI-P18) drank junmaトsakeafter having eaten food， and then they chose a taste request from food to 
junmai司sakefrom among the next selection 
A : Does not harm a lingering food fl.avor. 
B : Gets rid of the aftertaste for a fl.avor of food. 
C : Makes up for the taste of food 
D : Other request 

: No r巴quest

5 

+〉J、

五 4 」 一

+E 国J 

ち 3 トー

z o 

+悶J 

コ

比雪 2 トー

I I 

一 トー

.. 
pudding flounder yose-hot simmered sirloin leUuce 

sashimi pot fish steak 

Fig.4 Effect of the taste r巴queston the evaluation of compatibility 

Eighteen panelists did th巴evaluationof compatibility when tasting in the order of food→ junmaiωsak日

regarding six items. The巴valuationresults of the panelists with and without the taste request from 

food to junmai司sakeare shown 

巴:with taste request，訂:without taste request. 

Error bars indicate土 σ(standarddeviation). 

する可能性があり検証した。パネリスト 18名にプリ

ンまたは寄せ鍋を味わってから純米酒を味わう試験を

2溜行わせた。 1回目はプリンと純米溜および寄せ鍋

と純米酒はいず、れも「相性が悪い」と強く先入観を置

き， 2回目は逆にいずれも「相性が良い」と強く先入

観を置いて試験を行わせた。 1回El， 2回目ともに，

相性の良否に直結する純米泊の品質を 5段階 (1:良

54 

女子~5 :難)で評価させた。さらに純米酒の芳醇さ，

甘味，苦渋味の強さを各 5段階(1: ~~い~5 :強い)

で評価させた。結果を Fig.5に示した。純米j商の品質

は先入観の置き方によって 5%の危険事で有窓差が認

められた。また，プリンでは甘味および苦渋味に 5%

の危険率で有意差が認められ，寄せ鍋では芳醇さおよ

び甘味，苦汁l床の感じ方に問じく 5%の危険率で、有意

穣協 (2012)
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差が認められ，これらが純米酒の品質の差につながっ

たものと考えられた。以上のことから相性に関する先

入観は相性評価に影響し相性評価の客観性および精

度，再現性を高めるには先入観を排徐する必婆性が示

唆された。
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Fig.5 Effects of a preconception on the quality and 

the tast巴 strengthof junmai-sake 

Eighteen panelists evaluated the quality and 

th巴 tastestrength of junmai.sake after eat-

ing pudding or yos巴七otpot with a negative 

preconception or positive preconception by 

a five point method 

・Refinedsake is uncongenial to pudding 

or yose-hot pot 

口:Refined sake is congenial to pudding or 

yose-hot pot 

Five point method. Quality (1・巴xcellent.5 : 

Bad). strength (l:weak， 5:strong). 

7. 食品と清酒との相性評価法の設定

検証結果を踏まえ，精度と再現↑生を念頭に置いた相

性評価法を次のように設定した。

①食品と清酒を準備する。

②パネリストは相性に関する先入観を排徐する。

③味覚意識をi街頭に置き，清酒の香りをかいで、から l

口よく味わって飲み込む。

③i青j践の残風味を感じながら， 5秒以内に食品を l口

よく l床わい，清酒→食品の相性感性を評価する。味

覚:意識をその食品に置いて口中の食品を再度よく味

わい飲み込む。

⑤食品の残風味を感じながら，食品から清酒へのl味覚

リクエストがある場合はこれを意識し 5秒以内に

再度清酒の香りをかいで、から l口よく味わい，食品

→清酒の相性感J生を評価する。

⑥清酒→食品の相性感性の評価に約1，食品→清酒の

相性感性の評価に約 3の重み付けをして食品と清溜

との相性を仮評価する O

⑦l味覚意識を清酒に震いて 口中の清酒を再度よく味

わってから飲み込み，その品質を評価する。

⑤仮評価した相性を清j践の品質で誠整し，食品と清酒

との相性を決定する。

ここで④および⑤において清泊または食品の残風味

を感じなから 5秒以内に食品または清酒を味わうのは，

相性感'出土日中で食品と清酒の風味が急、激に置き換わ

ることに起罰するものであるため，それを安定的に生

じさせることに配慮したものである。また，⑥で相性

を仮評価し，⑧で清酒の品質で仮評価を調整するのは

次の理由による O 料E里を食べてから清j闘を飲むと相性

感性に引き続き， (青j留の品紫感性が生ず、る O 相性は本

来は相性感性から評価すべきであるが，食中j聞として

清酒に求められるのは，相性の良さと清酒の品質の良

さである。そこで相性感性と清酒の品質感性から総合

的に判断されるものを「広義の相性」としこの広義

の祁性で相性を評価するのが実用的で、あると考えられ

るカ、らである。

相性評価をプロファイル法で行うか総合評価法で行

うか， 3点法または 5点法で行うか商温酉器，時

間帯，場所，環境ーなどは相性評価の目的によって適宜

設定すべきものである。また，精度と再現性のある相

Error bars indicate 土 σ(standard d巴via 性評価の実現には，パネリストの十分な訓練が必要で

tion). ある O
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要約

食品と清酒と相性評価に影響する要因の検証から，

次の結果を得た。

(1)食品と清酒を飲食するインターパルは 5秒以内が

目安と考えられた。

(2)食品と清酒との相性は，清酒を味わってから食品

を味わうときの相性感性によヒべ，食品を味わって

から清酒を味わうときの相性感性に強く影響され

た。その影響度は約 1対 3と見積もられた。

(3)味覚意識の置き方による相性への影響は軽微であ

った。これは検証の仕方に問題があると考えられ

た。

(4)食品を味わってから清溺の飲むとき，高い頻度で

食品から清酒への味覚リクエストが生じた。味覚

リクエストは相性評価に影響すると考えられた。

(5)相性に関する先入観は相伎の良否に直結する清酒

の品質に影響した。

(6)検証結果を踏まえ，食品と清酒との相性評価法を

設定した。
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