平成

年 ７月 ６日 ︵日 ︶

時

から︑我孫子市の㈱鈴木屋にて７

１３

年 度か す

月 例会と しては 新記録 となる
名 の参加 を得て 平成

９０

組みや考え方︑等々を披露した︒
座談会 に続き 黒牛の 名手副 社長
の音頭で乾杯し︑第２部の宴会に入
った ︒

とし︑純米酒や純米吟醸酒とどの

テーマは﹁特別純米酒を楽しむ﹂

要は４ページ掲載︶︑回答を得た蔵

ンケートを実施し︵アンケートの概

員 蔵元に 特別純 米酒に ついて のア

かすが 会事務 局では 事前に 全会

様に違うのかを学び︑夫々の味の

種

種︑純米
種︑合計

社 か ら 特 別純 米 酒

元

酒３種︑純米吟醸酒

蔵元６社による座談会を実施した︒ した︒

富山県黒部市から﹁銀盤﹂銀盤酒

陵﹂高橋酒造㈱七代目高橋幹史氏︑

坂知也氏︑新潟県長岡市から﹁長

﹁出羽桜﹂出羽桜酒造㈱営業部黒

の 酒談義 と３時 間を越 えて熱 気に

の 会員が 夫々取 り囲ん で侃々 諤々

内 に点在 する６ 社の蔵 元席も 大勢

んで和気藹々の比較試飲︑また会場

がズラリと並べられ︑これを取り囲

宴会場には前方に

造㈱営業部長大作導雄氏︑和歌山

溢れる宴会・試飲会となった︒

３０

県海南市から﹁黒牛﹂㈱名手酒造

参加の蔵元は山形県天童市から

種の純米酒

の お酒を ㈱春日 やから 購入し て出

３０

１５

村社長の挨拶に続き︑当会の内山

かすが会金子会長と㈱春日や中

違いを確認して楽しむ事とした︒

が会第２回例会を実施した︒

２０

品︑比較しながら味わって貰う事と

１２

２１

春日や内）
（ｔｅｌ：04-7185-1911

２０

幸二顧問の司会で当日参加された

中村靖氏 金子昌也氏

娘﹂藤娘酒造㈱社長矢部允一氏の

宮亮一郎氏︑高知県中村市から﹁藤

ら﹁三好菊﹂三好菊酒造㈱社長馬

長田中裕一郎氏︑徳島県池田町か

市から﹁李白﹂李白酒造㈲企画部

店副社長名手孝和氏︑島根県松江

会員が買い求めていた︒

味醂・和三盆糖等々を販売︑次々と

初めとして焼酎・味噌・醤油・酢・

会を初めて実施し︑各種の日本酒を

要 望に応 えて㈱ 春日や 主催の 即売

また宴 会場の 横には 会員か らの

内山幸二氏

名手孝和氏

６名の方々で︑今年の酒造りの状

〆 の挨拶 があり 何時も の３本 締め

宴 会 の 最後 は吉倉孝也相談役 の

で解散︑全員三々五々帰途に付いた︒

況と特別純米酒製造に関する取り

吉倉孝也氏

Ｎｏ.42
発行：かすが会広報室

2008 年 11 月 2 日（日） （1）
かすが会ニュースＮｏ42 号

日本酒を愛する人の

平 成 20 年 度
第 2 回例会（報告）

平成

年第

による着色︵劣化︶等︒従来は︑

着色︵劣化︶
︑鉄など金属の混入

着色︵劣化︑熟成︶
︑光線による

Ａ：清酒の色は︑時間の経過による

Ｑ：色のある酒は劣化か？

数が飲み頃となる︒

成年数を示す商品は︑ほぼその年

年数が長くなる︒○年熟成など熟

くなればなるほど熟成に要する

濃熟型は中に含まれる成分が多

的短時間で熟成の効果がある︒

しい香りとなる︒この香成分はシ

が増えて夫々の酒に固有の好ま

な熟成香の成分であるソトロン

にポリスルフィドは減少し重要

ない︒しかし熟成が進むととも

く含まれ好ましい香りとはいえ

分とされるポリスルフィドが多

た︒熟成途上の酒には︑老香の成

る香りは全て老香として嫌われ

の区別が明確にならず︑貯蔵によ

Ａ：従来は老香︵ひねか︶と熟成香

Ｑ：独特の香りは？

タピタ原則がある︒

もの同士は相性が良い﹂というピ

は似たものをよく溶かす﹂﹁似た

る︒食品の相性原則に﹁似たもの

となって口の中の味わいを高め

熟成香は︑料理の香りと渾然一体

の甘味や旨味と調和する︒

刺激味を柔らかく包み更に料理

甘味・旨味成分は︑料理の苦味や

ある苦味や刺激味と調和する︒

︵脂肪分︶を消化し同時に料理に

︵３ページに料理例を掲載︶

会 は ︑﹁ 古 酒 を

何れも劣化としてきたが︑長期

ェリー︑貴腐ワイン︑紹興酒など

状態であれば何時まで置いてい

楽しむ﹂を企画

熟成酒は長時間の熟成で自然に

にも含まれている︒

Ｑ：古くなるほど美味しいか？

しました︒古酒

出る色として劣化とは考えない︒

Ｑ：自宅で熟成させるには？

独特の風味と香味が有る︒夫々に

長期熟成酒の主要成分は︑苦味︑

の企画は３回目

むしろ夫々の酒の成分や熟成の

Ａ：元の酒によって熟成温度を考え

個性があるため︑料理との組合せ

ても腐る心配はない︒

で︑清酒の熟成

させ方により異なる香や味と共

る必要がある︒冷蔵庫︑床下︑土

などで更に味わいが増す︒美味し

Ａ：淡熟型は変化が少ないので比較

﹁悪酔いしにくく身体に優しい﹂と

に︑その美しい色は楽しみのひと

蔵︑物置︑押し入れなどで前項の

い飲み方は︑貯蔵熟成させるとき

月︶例

古 来から 言い伝 えられ ている 長期

つである︒

﹁熟成のさせ方﹂を参考に︒

の温度に近い温度が最適とされ

は平成

年

月例会

﹁古酒を楽しむ会﹂の出品古酒︶

長期熟成酒が身体に優しい
かすが会顧問 内山幸二

させた清酒としている︒但し糖類
を添加した清酒は除外︒
Ｑ：熟成のさせ方は？

甘味 旨･味︑熟成香︒
苦味成分は︑料理のしつこさ

熟成酒についてのＱ＆Ａ︒

Ｑ：古くなると腐るか？

尚︑当日の新聞紙で包んでおくと

ており淡熟型は少し冷やして︵

を 勉 強 し ま す ︒︵ 写 真

Ｑ：長期熟成酒とは？

Ａ：清酒が腐るのは清酒を腐らせる

瓶が汚れるのを防いだり︑光をさ

℃以下︶で熟成︵淡熟型︶
︒

〜

℃︶︑濃熟型は室温︵

Ａ：通常の清酒︵新酒︶とは異なり

Ｑ：長期熟成酒の楽しみ方は？

Ａ：製造後に満３年以上︑貯蔵熟成

火落菌という特殊な乳酸菌の一

〜

Ａ：元の酒が吟醸酒の場合は低温
︵

℃︶︒お燗も捨てがたく商品
ら熟成を始めた頃の出来事など

上燗︵

によっては︑ぬる燗︵

〜
するか極めて目の細かいフイル

が分かり楽しみが倍増する︒

ど一層の味わいを引き立てる酒

酒を飲む時にその記事の内容か
ターで濾過すれば混入は防げる︒

Ｑ：長期塾生酒と料理の相性は？

がある︒

℃位の温度で菌殺︵火入れ︶

光は劣化の原因となるので光に当

瓶詰め時にこの操作がきちっと

Ａ：基本的には食中酒です︒

は

てないように温度変化の少ない場

出来ていて︑未開栓で所定の環境

℃︶から

所で熟成させる︒

元の酒が吟醸酒以外の場合は蔵の

20

１１

℃以下︶で熟成︵濃熟型︶
︒

18

42

℃︶
︑またはお湯割りな

50

温度︵

10

25

１７
15
25

65

えぎる効果だけでなく︑後日その

３回︵

１１ ２０

種が混入するからである︒この菌

古酒を楽しむ
10
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かすが会ニュースＮｏ.41 号

期限について問い合わせが

Ａ酒造に︑お客様から賞味

取扱店 にはお 取り扱 いの開 始時

断にお任せしているのが現状です︒

られ︑それはそれで皆様の個別の判

せ たほう が良い んだと 言う方 もお

や 飲食店 のなか にはも っと熟 成さ

成 するこ とによ る面白 さは出 てく

では期待できないと思いますが︑熟

し てきま すので 爽やか さとい う面

す︒それ以上になりますと︑古酒化

の 熟度の レベル にある と思わ れま

ですと︑通常の一般的な純米大吟醸

Ａ酒造の見解

あり︑それについての見解が
期に﹁出荷したてのほうがＡらしい

ると思います︒

公表されました︒
酒質﹂と説明しておりますが︑前述

は あくま でＡ酒 造の見 解であ るこ
ります︒また︑飲食店ですともっと

長 期間在 庫され ている ところ もあ

の ような ご意見 ととも に実際 には

個 人の食 文化と 密接に 結びつ いて

しください︒基本的に酒はその国や

り 切って 説明で きない ことを お許

以上のようなことで︑スパッと割

様︑お問い合わせありが
○○
とうございます︒まず︑これ

とをご理解ください︒

お 店の意 思が反 映した 貯蔵期 間と

日本酒はワインや紹興酒と同様︑醸

はしますが︑最終的にはお店の判断

と いう事 の再確 認とし てのご 説明

ような賞味期限はありません︒まず︑ なります︒折に触れてＡらしい酒質

答えになります︒よろしくお願いし

言 えない ものな のでこ のよう なお

いるところがあり︑どれが正しいと

良い日 本酒に 一般的 に言わ れる

造酒に属します︒醸造酒は基本的に

と い う こ と と ︑﹁ 品 質 が 優 れ て い

ことをご理解ください︒ワインもテ

ル 以上の ものに 限った 意見と いう

が認められる食料品については、

ます ︒

とともに熟成が進行し︵これは見方

る﹂ということは必ずしも完璧に一

ーブルワインクラスで通常︑熟成は

概ね 5 日以内に急速な品質の低下

にお任せしております︒

を変えると劣化になりますが︶古酒

致しているとは言い切れません︒少

求めません︒スーパーなどで︑一山

示す日時である。製造日を含めて

は どんな に時間 がたっ ても体 に害

となって行きます︒ワインや紹興酒

な くとも 強制す ること はでき ない

い くらで 大量陳 列され ている 紙パ

が維持されると保証する期限を

最後に︑あくまでこれは一定レベ

に 賞味期 限がな いこと はご理 解い

と考えています︒つまり︑個人の味

ッ ク入り の日本 酒の場 合も一 般的

安全性や味・風味等の全ての品質

また︑厳密に言うと︑﹁Ａらしい﹂

ただけると思います︒

覚 と価値 観の領 域であ るとい う事

の環境に置いた状態で、製造者が

を与える成分にはなりません︒時間

醸造酒 の味と 香りは 刻々と 変化

な 意味で は熟成 は無意 味と思 いま

す︒
︵Ａ酒造のＨＰより抜粋︶

し ければ 新しい ほどい いと思 いま

は ほかの 異なる 意見を 否定す るこ
そのような前提で﹁Ａ﹂が５度以

します︒どの時点の酒質が優れてい
し かする と価値 観の領 域に入 りま

下 で光の 当たら ない冷 暗所に 保存

す︒ですからこのあたりの商品は新

す︒従いまして︑Ａ酒造としては出

された場合︑３ヶ月以内でしたらお

とはできないと言うことです︒

荷してすぐ︵できますれば一ヶ月以

お むね私 どもの 意図し た酒質 であ

るかと言うことは個人の味覚と︑も

内︶が一番私どもの意図した酒質で

ると考えられます︒また︑一年以内

い食料品を包装状態のまま所定

長期熟成酒と料理の相性（作成：内山幸二）

賞味期限とは、劣化が比較的遅

日本酒の賞味期限
あり美味しいと思いますが︑お客様

消費期限で表現される。

かすが会ニュースＮｏ.42 号
（3） 2008 年 11 月 2 日（日）

蔵元アンケート
蔵元会員にお酒の製法・品
社

質表示についてアンケート調
査しました︒その結果︑
から回答がありました︒その
結果︑国税庁の表示基準より

・製法はすべて吟醸造りをしている︒

％精白し

﹁特別﹂を冠する理由は米の仕入
れに尽きます︒
︵Ｆ社︶
・有機米と阿波山田錦を
た も のを 特別 純米 とし てい る ︒
％以下でないと﹁吟醸﹂を冠す
％精

ことに戸惑いがある︒
︵Ｔ社︶
・共に吟醸造りをしている︒

例 会 予 定

年度第１回例会

時 ３月１日︵日︶

平成

・日

所 鈴木屋本店

時〜

搾りたての新酒を楽しむ

・場

・テーマ

編 集 後 記

こ こ 数年 の間 に食 品の 産地 偽 装

白米使用を﹁特純﹂
︑

は農薬や毒入り食品の輸入販売

や賞味期限・消費期限の偽装︑更に

りました︒また特別純米酒に
﹁純吟﹂としている︒
︵Ｓ社︶

％精白を

対する考え方︑
﹁吟醸﹂表示の

等々︑プロとしてのモラルが問われ

る事故事件が多発していますが︑先

般 はカビ 毒や農 薬入り の事故 米を

％以下としている︒
︵Ｔ社︶

・
﹁特純﹂は製造していない︒
︵Ｔ社︶

契 約に反 して食 用に転 売する とい

％精

規格では大吟醸酒となりますが︑

酒﹂としている︒
︵Ｒ社︶
・品質的には純米吟醸と表示する事
は可能ですが︑吟醸というよりは
純米酒として選んでほしい︒酒米
に こ だわ って 特純 を造 って い ま
す︒
︵Ｍ社︶
・弊社では特別純米酒は造っていま
せん︒全て純米吟醸酒です︒
︵Ｆ社︶

かすが会副会長 加藤

洋一

被害の出ない事を願うばかりです︒

食してしまった可能性があり︑健康

共に︑我々はすでに知らない内に飲

へ の被害 が広が らない 事を願 うと

蔵元会員を初め︑日本酒メーカー

大いに危惧されるところです︒

等 どこま でその 被害が 広がる のか

本酒・焼酎に留まらず菓子や病院食

事故米の転売先は多岐に亘り︑日

う事態となってしまいました︒

の自己責任で製品を回収するとい

酒にまでその被害が及び︑メーカー

と うとう 我々の 身近な 焼酎や 日本

・﹁長野県原産地呼称認定酒﹂はあ

米し た︒
︵Ｗ社︶

で開発された﹁雄山錦﹂を

・我社の特純は︑富山県農業試験場

る酒はありません︒
︵Ｒ社︶

﹁特純﹂と﹁純吟﹂の違いは？
を﹁純米吟醸酒﹂と表示すること
はありません︒麹︑酵母︑仕込配
合︑発酵日数など酒質に合わせて
製造している︒
︵Ｔ社︶
せんが︑酒米︑精米歩合︑貯蔵法

表示は﹁純米﹂や﹁純米大吟﹂と

％なので

の 差 によ る味 の格 差は 大き い で

・弊社では特別純米クラスの製品は
％以下を大吟醸として

﹁純米酒﹂としている︒︵Ｎ社︶
・精米歩合

いる︒ ％で大吟醸と表示するに
社︶

ば 純 米吟 醸と 表示 する こと は 可

・当社の特別純米酒は規格からすれ

・酵母で差をつけています︒
︵Ｓ社︶

です︒
︵Ｈ社︶

している︒
︵Ｍ社︶

・弊社の純米は精米歩合

５５

す︒吟醸造りは高度の技術が必要

・純米と特純の製法に違いはありま

45

は ち ょ っ と 疑 問 を 感 じ る ︒︵ Ｃ

ている︒
︵Ａ社︶

た 酒 質を 目指 した 製品 は﹁ 純 米

うとんでもない犯罪行為が発覚し︑

事が分かりました︒

・﹁吟醸﹂を冠する場合は精米歩合

・純米吟醸クラスの酒でも燗に向い

１３

２１

受け止め方が蔵により異なる

６０

も更に厳しい各蔵独自の社内

６０

りますが︑﹁特別純米﹂としてい

50

５５

基準を設定している事が分か

５０

２１

・製法が異なる為に﹁特別純米酒﹂

７月例会の配布資料より
能ですが社内規定で﹁純米﹂とし

40
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2008 年 11 月 2 日（日） （4）
かすが会ニュースＮｏ.42 号

