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ウワミズザクラ酒の香気と色に及ぼす果実熟度と糖分添加の影響
荒瀬輝夫・古賀啓子

・内田泰三

信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター
九州産業大学工学部教育研究施設総合機器センター
九州産業大学工学部都市基盤デザイン工学科
要

約
リキュール浸漬材料としての果実の収穫適期を明らかにするため，ウワミズザクラ（Prunus grayana

M axim.）の果実熟度とウワミズザクラ酒の品質（杏仁様の香気と色）との関係を調べた。熟度の目安として
果皮色を４段階（Ａ1：黄，Ａ2：赤色，Ａ3：茶褐色，Ａ4：黒色）に分け，果実重量の２倍量の35％アルコ
ールに105日間浸漬した。また，Ａ4について，糖分を添加する区（Ａ4：０％，Ｂ4：５％，Ｃ4：10％）を設
けてその影響を調べた。香気は官能評価（Scheﬀe の一対比

法，浦の変法）で，色は紫外可視吸収により測

定した。香気について，果皮色の違いによる効果は不明瞭であったが，糖分濃度が高いほど香気は低下した。
色について，全試料で紫外領域の吸光度が高かった。Ａ1とＡ2では400nm 付近より長い波長の可視光域の吸
光度が低下し，淡褐色を呈した。それ以外では650nm 付近までの可視光域を吸収し濃褐色を呈したが，糖分
濃度が高いほど吸光度は低下してやや明るい色調になった。採集の効率も考慮すると，Ａ2およびＡ3の段階
が収穫適期であると考えられた。
キーワード：キーワード：ウワミズザクラ，果皮色，リキュール，香気，紫外可視吸収

１．は じ め に
ウワミズザクラ（Prunus grayana Maxim.）は，

森林には木材以外にも様々な未利用・低利用の資
源があり，それらは小規模ながら森林への負荷の少
ない産業になりうる 。ウワミズザクラ酒は濃褐色

本邦産の野生のサクラであり，サクラ属の中でも，

と杏仁様の香気が特徴であり，基本的な製法も簡単

花が房状の長い総状花序につく落葉高木（ウワミズ

で，かつ，酒税法や薬事法で規制されている植物を

ザクラ亜属：subgenus Padus）である 。新潟県を

原料としないので，森林資源活用や地域産物化につ

中心とする地域では，若い花穂（蕾）や未熟な果実

ながるものとして注目に値する。しかし，浸漬材料

を塩蔵したものが「杏仁子（あんにんご）
」と呼ば

となる果実の収穫時期や調整法についてはほとんど

れて食用にされ，熟した果実を焼酎に漬けたウワミ

情報がなく，リキュールの中では産業化している梅

ズザクラ酒は「杏仁子酒」と呼ばれる 。杏仁子の

酒についての研究

名は生薬名ではなく，加工すると杏仁に似た甘い香

ミズザクラは野生種のため果実の熟期が揃わず，著

気をもつようになることに由来したものと思われる。

者らの観察では同じ果房内でも果実の熟度に差があ

にほぼ限られている。ウワ

ウワミズザクラ果実を浸漬原料とした酒は，酒税法
上の定義によると，「混生酒類」中の「リキュール」
の範疇となる（梅酒もこれに含まれる）
。同法にお
いて果実酒は，果実そのものを発酵させて生成され
る酒で（ブドウ酒などがこれに当たる）
，アルコー
ル度数20％以上のホワイトリカーに材料を浸漬して
エキス分を抽出したもの，という一般的な「果実
酒」のイメージとは異なる（注１）
。そのため，以
下では，リキュールとして「ウワミズザクラ酒」の
名称を用いることとする。
受付日 2013年11月29日
受理日 2014年１月８日

写真１ ウワミズザクラの結実状況
2013年８月21日撮影。
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り，黄緑〜黄色，橙〜赤色，茶褐色，黒色というよ

たウワミズザクラ酒の品質（香気と色）との関係を

うに果皮色が多様である（写真１）
。熟期（果皮色）

調べることとした。併せて，一般に浸漬材料ととも

と，調整されたリキュールの品質との関係を把握す

に添加されることの多い糖類の影響についても若干

ることがまず必要である。

の検討を加えた。

ここで果実酒について，わが国での歴史は縄文時

２．調 査 方 法

代まで遡るとされ，サルナシ，ヤマグワ，ニワトコ
等の果実そのものが腐熟して生成された酒が発祥と
考えられている

。現在，一般に普及しているホ

2.1 果実の採集と果皮色による熟度のグループ分
け

ワイトリカー漬けのリキュールは，おそらく大正末

果実の採集は，信州大学農学部構内演習林12林班

期から昭和初期ごろに始まったものであろう。理由

（長野県上伊那郡南箕輪村，標高770ⅿ）の自生地

は，大規模な蒸留器による無臭の安価な純アルコー

において，2013年８月21日に行なった。

ルの国内生産が1912年（明治45年）で，当初はこれ

果皮色による熟度のグループ分けは，著者らの観

を従来製法の焼酎に混ぜて販売していたものの，大

察から以下の４段階（Ａ1〜Ａ4）とした。すなわち，

正末期には従来焼酎は味付け程度に加えるだけとな

Ａ1：黄色（黄緑色を含み，果皮の肥大前の未熟果

り，やがて純アルコールのみとなったものが焼酎甲

実で硬く，果梗から外しにくい）
，

類（ホワイトリカー）だからである 。ホワイトリ

Ａ2：赤色（橙色を含み，やや果皮が肥大し，果梗

カー自体には風味がないので，浸漬材料の風味を害

から比 的外しやすい）
，

さないという特性がある。

Ａ3：茶褐色（果皮は充分肥大して軟化し，果梗か

ウワミズザクラは北海道から九州および中国中部

ら外しやすい），

にかけて広く分布するが ，伐採や気象災害によっ

Ａ4：黒色（果皮は充分肥大して軟化し，果梗から

て林冠にギャップが生じた後に成立する二次林にお

自然に脱落しやすい）
，

いて，先駆種のあとに優占種となることが報告され

である。なお，著者らの現地観察では，熟度がＡ4

ている

的受

まで進んだ果実は，野鳥（ヒヨドリ，ムクドリな

けず萌芽力も強く ，分枝は無限伸長性で ，当年

ど）に食べられ，地面に落果するものも多かった。

限りで枯死する（いわば使い捨ての）枝の割合が高

果皮色を数値化するため，Ａ1〜Ａ4でそれぞれ果

。生育は光環境による制限を比

く ，葉のサイズと比葉面積（乾物あたりの葉面積）

実を５つずつ無作為に選び，L a b 表色系の座標

を枝元と枝先の葉で変化させるなど ，林内環境に

値を測定した。測定には分光色差計（日本電色工業

応じて臨機応変に枝葉を展開する特性を有している。

株式会社製，NF777）を用いた。

一方で，年による種子生産（結実）の豊凶が顕著

2.2 ウワミズザクラ酒の調整

であることは，採集・加工するうえで問題となるほ

ウワミズザクラ酒の調整は，Ａ1〜Ａ4それぞれ果

か，ウワミズザクラ果実を好んで餌とするクマなど

実を重量の２倍量の35％アルコール（ホワイトリカ

野生動物の食性に影響する ことが報告されている。

ー；宝酒造製）に浸漬した（写真２）
。浸漬日は，

わが国では，神事の「亀卜」において，ヒノキの

2013年８月29日とした。

舞錐でおこした神火を波々迦木（ははかぎ：ウワミ
ズザクラの別名）に移し，亀の甲羅から削り出した
板（卜甲）の上に炎をかざして亀裂を生じさせ，そ
の形状を読み取るという （溝の上にかざす桜＝上
溝桜）
。または，ウワミズザクラの板に溝を彫って
亀卜に用いたので「上溝桜」とする説 もある。こ
の木の香気が病魔よけになるため家屋のあちこちに
飾るという風習もあるという 。古来，ウワミズザ
クラが身近な樹木であり，ときに神聖視されること
もあったらしいことが伺える。
本研究では，リキュール浸漬材料としての果実の
収穫適期を明らかにするため，ウワミズザクラ果実
の熟度を果皮色によってグループ分けし，調整され

写真２ ウワミズザクラ酒の調整状況
左から，Ａ1，Ａ2，Ａ3，Ａ4である。
2013年８月30日（浸漬１日目）撮影。
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また，一般に浸漬材料とともに，氷砂糖やグラニ

リキュールの色については，液体の透過色である

ュー糖（浸透圧により浸漬材料からエキス分の抽出

ため，果皮色で用いた分光色差計（果皮表面の反射

を促進するため），レモン汁（酸化防止剤として）

光を測定）を用いることができない。果実は成熟す

を加えることが多い。㏗が変わると色素の呈色が変

る過程でクロロフィルが減少してカロチノイドやア

化することも知られているので ，ここでは，糖分

ントシアニンなどが蓄積していくことで特有の色を

添加について取り上げることとした。

呈するようになり ，同じサクラ属の果実であるサ

最も熟度の進んだＡ4の果実について，糖分の重

クランボには，アントシアニン，フラボノイドなど

量パーセント濃度を３段階設けた。すなわち，

ポリフェノール類が含まれることが知られ ，これ

Ａ4：糖分無添加（対照区），

らの植物色素の中には紫外領域を吸収するものも含

Ｂ4：糖分濃度５％，

まれることが知られている 。そこで，紫外可視吸

Ｃ4：糖分濃度10％，

収スペクトルをダブルモノクロ紫外可視分光光度計

である。添加する糖分として，市販の氷砂糖を使用

（日本分光株式会社製，Ｖ‑560DS）によって測定

した。

することとした。

2.3 ウワミズザクラ酒の品質評価

浸漬溶媒の35％アルコールをリファレンスとし，

ウワミズザクラ酒は，浸漬105日後の12月11日に，

試料Ａ1〜Ａ4およびＢ4，Ｃ4の吸光度を，190〜900

品質評価のため50 スクリュー管に分注した（写真

nm の波長域について測定した。測定のバンド幅は

３）
。

2.0nm，走査速度は400nm･min とした。

香気に関しては官能評価でその強さを評価するこ

なお，光吸収の強弱を示す吸光度（absorbance）

ととした。果実の熟度の違い（Ａ1〜Ａ4間），糖分

は，その波長で照射する光の強さを I ，液体を透過

添加の違い（Ａ4，Ｂ4，Ｃ4間）で，試料名を伏せ

する光の強さを I として，以下の式で求められる常

た２試料を被験者に提示して香気を比

させた。比

用対数値である。

手順および結果の統計処理は一対比

法（浦の変

法） に よ っ た。個々の 比
法

吸光度＝−log （I ／I ）

における評価は５点

I ／I は０〜１であり，吸光度が正値となるよう

とし，後から提示された試料に対し，先に提

計算式に負の符号が付されている。すなわち，吸光

示された試料の香気を，

度の値が大きいほど，その波長の光を透過しにくい

＋２：とても強い，

ことを示す。

＋１：やや強い，

３．結

０：強くも弱くもない，
−１：やや弱い，
−２：とても弱い，

果

3.1 ウワミズザクラの果皮色
熟度別の果皮色の平均±標準偏差を座標値（L ，

の５段階で評価させた。被験者は６名とし，全員が

a ，b ）で示すと，Ａ1（黄色）では（60.2±3.4，

すべての試料の組合せを２回（提示順序を２回目は

8.6±4.9，45.5±2.8），Ａ2（赤 色）で は（36.6±

逆にして）評価した。

7.4，31.1±6.3，21.8±7.1）
，Ａ3（茶 褐 色）で は
（22.6±4.6，17.5±5.2，7.2±3.9），Ａ4（黒色）
では（21.2±5.9，5.9±0.9，1.1±1.4）であった。
明度を示す L について，Ａ3とＡ4間以外で，互い
に有意な差があった。赤〜緑を示す a について，
Ａ1とＡ4間以外で，互いに有意な差があった。黄
〜青を示す b について，Ａ3とＡ4間以外で，互い
に有意な差があった（いずれも Tukeyの HSD 法，
＜0.05）
。
色相の視覚イメージを把握するため，a と b を
２つの軸とする散布図で果皮色を示すと，図１のよ

写真３ ウワミズザクラ酒
左から，Ａ1，Ａ2，Ａ3，Ａ4，Ｂ4，Ｃ4である。
2013年12月12日（浸漬105日後）撮影。

うになった。熟度がＡ1からＡ4へと進むにつれ，色
相はＹ（黄）から YR（橙）をへてＲ（赤）へと変
化し，その後やや RP（赤紫）になりつつ，彩度が
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表１

ウワミズザクラ酒の香気の強さ

試料名

果皮色

平均嗜好度

試料名

糖分濃度

Ａ1
Ａ2

黄色
赤色

‑0.021
‑0.167

Ａ4
Ｂ4

０％
５％

Ａ3
Ａ4

茶褐色
黒色

0.042
0.146

Ｃ4

10％

HSD（
一対比

＝0.05）

0.537

HSD（ ＝0.05）

平均嗜好度
0.306 a
0.000 ab
‑0.306 b
0.569

法（浦の変法）
，評価は５点法による。

数値右の同一文字は，平均嗜好度間に有意差がないことを示す。

図１ ウワミズザクラ果皮色の a および b の座標
値（L a b 表色系）
点線と枠外のアルファベットは，マンセル表色系
の色相（Ｖ＝５）との対応を示す。

下がって a ，b とも０（黒色）に近づくことが確
認された。
3.2 ウワミズザクラ酒の香気

図２ ウワミズザクラ酒の吸収スペクトル
上：果皮色の違い（Ａ1〜Ａ4）
，
下：糖分濃度の違い（Ａ4，Ｂ4，Ｃ4）
。

官能評価（一対比 法，浦の変法）によるウワミ
ズザクラ酒試料の香気の強さを表１に示す。

析の結果，糖分濃度，糖分濃度×被験者，組合せ，

果皮色による違い（Ａ1〜Ａ4）について，平均嗜

順序，順序×被験者はいずれも有意ではなかった

好 度 は Ａ1，Ａ2，Ａ3，Ａ4そ れ ぞ れ−0.021，−

（Ｆ検定）。しかし，糖分濃度と組合せ効果のＦ値

0.167，0.042，0.146となった。香気への効果は，

がやや大きかった（それぞれＦ＝2.53， ＜0.10；

分散分析の結果，果皮色，果皮色×被験者，組合せ，

Ｆ＝2.14， ＜0.16）
。そのため，平均嗜好度間の

順序×被験者は有意ではなく，順序効果のみが有意

差は最大で0.612とやや大きく，Ａ4とＣ4の間に有

（Ｆ検定， ＜0.02）であった。データから，一対

意差が認められた（Tukeyの HSD 法， ＜0.05）
。

比

3.3 ウワミズザクラ酒の紫外可視吸収スペクトル

で後から提示された試料のほうが香気を強く評

価する傾向が認められた。平均嗜好度間の差は最大

ウワミズザクラ酒の色調は，目視ではＡ1，Ａ2が

でも0.313と小さく，統計的な有意差は認められな

淡褐色，Ａ3，Ａ4が濃褐色であった。Ｂ4，Ｃ4も濃

かった（Tukeyの HSD 法）。

褐色であるが，光にすかして見ると，Ａ4，Ｂ4，Ｃ

一方，糖分濃度による違い（Ａ4，Ｂ4，Ｃ4）に
ついて，平均嗜好度はＡ4，Ｂ4，Ｃ4それぞれ0.306，
0.000，−0.306となった。香気への効果は，分散分

4の順にやや明るい（淡い）色であった（写真３）
。
図２に，ウワミズザクラ酒の紫外可視吸収スペク
トルを示す。果皮色の違いに関して，Ａ1とＡ2，お
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よびＡ3とＡ4はそれぞれ類似の吸収パターンを示し
た。Ａ1とＡ2はともに390nm 付近よりも短い波長
域で吸光度が顕著に高く，400nm よりも長い波長
域での吸収は非常に低かった。一方，Ａ3とＡ4はと
もに紫外領域から500nm 付近までの吸光度が高く，
650nm 付近においても吸収が認められ，この波長
域においてＡ1，Ａ2の吸収スペクトルと大きな違い
が認められた（図２上）。
一方，糖分濃度の違いに関して，Ａ4，Ｂ4，Ｃ4
とも紫外領域から400nm にかけて吸光度が高く，
そこから650nm 付近にかけて，Ａ4に比べＣ4はよ
り早く吸光度が減少し，Ｂ4はＡ4とＣ4の中間的な
減少を示した（図２下）。
また，帯赤色の指標として，一般にアントシアニ
ンの吸収極大付近とされる520nm における吸光度
の値を抽出し，図３に示した。その結果，果皮色の
違いに関して，Ａ1とＡ2では吸光度1.5であったの
に対し，Ａ3，Ａ4ではそれぞれ2.18，2.53となった。
一方，糖分濃度の違いに関しては，Ａ4，Ｂ4，Ｃ4
の順に吸光度は低下した（それぞれ2.53，2.10，
1.82）
。
４．考

察

4.1 ウワミズザクラ酒の香気
ウワミズザクラ酒の香気について，果皮色の違い
（Ａ1〜Ａ4）による有意な影響は認められなかった
（表１）
。順序（本実験では，後から提示された試
料の香気を強く感じる）効果のみが有意であり，平
均嗜好度間の差は最大でも0.313とわずかであった。
すなわち，心理的効果を上回るほどの試料間の明瞭
な差はないので，香気に関して，浸漬する果実の果
皮色（熟度）は任意でよいという結果となった。ウ

図３ 波長520nm におけるウワミズザクラ酒の吸
光度
上：果皮色の違い（Ａ1〜Ａ4）
，
下：糖分濃度の違い（Ａ4，Ｂ4，Ｃ4）
。

メでは，追熟の進んだ果実を用いるほうが梅酒の香
気が高くなることが報告されているが ，このよう

（Ｂ4，Ｃ4）ほうが，糖類無添加（Ａ4）より香気

な傾向はウワミズザクラには該当しなかった。よっ

を示す平均嗜好度はむしろ低下していた（表１）。

て，ウワミズザクラでは，果皮（果肉）以外の部分

平均嗜好度間の差は最大で0.612と，果皮色の違い

（種子など）が香気を決定づけている可能性が考え

による差の約２倍の大きさであった。糖分を加えた

られる。一般に植物の香気には，殺菌・防虫作用や

ほうが浸漬材料からのエキス分抽出を促進すると考

他植物へ発芽・成長阻害作用など，自分の身を守る

えるのが自然であるが，本実験では，このような一

ための役割をもつ 。香気成分が果実のどの部分に

般的な常識とは異なる結果が得られた。

由来するのかは，ウワミズザクラの種生態を考える

4.2 ウワミズザクラ酒の色

上で役立つ情報であり，かつ，効率よく香気を引き

ウワミズザクラ酒の紫外可視吸収スペクトルに関

出すための収穫方法やリキュール調整法の参考にも

して，すべての試料が共通して紫外領域の波長を吸

なる。

収していた。大まかに見ると，果皮色の違い（Ａ

一方，糖分濃度の違い（Ａ4，Ｂ4，Ｃ4）につい

1〜Ａ4）では，可視光域を短波長側の一部しか吸収

ては有意な影響が認められ，糖分を添加した試料

し な い Ａ1，Ａ2（淡 褐 色）と，可 視 光 域 を650nm
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付近まで吸収するＡ3，Ａ4（濃褐色）との２つに大

褐色にするには，果梗から自然状態で落果してしま

別でき（図２上）
，目視ではＡ1とＡ2の差，Ａ3とＡ

うＡ4ではなく，Ａ3（茶褐色）を収穫するほうが効

4の差はわずかであった。520nm における吸光度の

率的である。鳥害による果実の減収を防ぐという視

比

点からも，Ａ2かＡ3の段階で収穫するほうが望まし

（図３上）においても，Ａ1，Ａ2では1.5であ

ったのに対し，Ａ3，Ａ4では約2.2〜2.5の値を示し
ており帯赤色であることが示唆される。

いといえる。
糖分添加に関しては，ウワミズザクラ酒では添加

一方，糖分濃度の違い（Ａ4，Ｂ4，Ｃ4）では，

しないほうが香気が高く色もやや濃色になることが

糖分濃度が上がるほど可視光域の吸光度が早く低下

明らかになったものの，その原因は不詳である。今

し（図２下），目視でも色調はＡ4，Ｂ4，Ｃ4の順に

後，ウワミズザクラ果肉の糖度と，浸漬・熟成中の

若干淡色になっていた。520nm における吸光度の

果皮色および果肉の糖度の経時的変化を確認する必

比

要があろう。

（図３下）においても，Ａ4，Ｂ4，Ｃ4の順に

約2.5から1.8へと低下しており，帯赤色が薄くなる

謝

ことが示唆される。Ａ4，Ｂ4，Ｃ4は，同じ浸漬材

辞

料を用い，糖分濃度を０，５，10％に変化させただ

本論文の審査において，とくに紫外可視吸収スペ

け試料なので，吸光度の違いを色素成分の濃度の違

クトルの結果の解釈や表現法に関して査読者から懇

いと見ると，糖分濃度が上がるほど色素成分が減少

切・有意義なご意見をいただきました。ここに衷心

していることが示唆される。よって，香気と同様に，

より謝意を表します。

ウワミズザクラ酒の色調を決める色素成分の濃度は，

注１）国税庁ホームページ「酒税法及び酒類行政関

今回設定した糖分濃度の範囲では，糖分を添加した

係法令等解釈通達」，URL:＜http://www.nta.go.

ほうが低下していることになる。

jp/shiraberu/zeiho ‑kaishaku/tsutatsu/kihon/

リキュールへの糖分添加については，香気や色と

sake/01.htm＞

の直接の関係を研究した例は見当たらないが，梅酒
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Eﬀect of fruit maturity and sugar addition on the aroma and
color of a liqueur produced from the fruit of wild Japanese
cherry,
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and Taizo UCHIDA

Education and Research Center of Alpine Field Science, Faculty of Agriculture,
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Kyushu Sangyo University
Department of Civil and Urban‑Design Engineering, Faculty of Engineering,
Kyushu Sangyo University

Summary
In order to determine the optimal harvesting season of fruit from the Japanese bird cherry (Prunus
grayana Maxim.)for fruit liqueur production,we clariﬁed the relationship between fruit ripeness and the
liqueur characteristics of almond‑like aroma and color.Fruit ripeness was classiﬁed into four categories
based on fruit color (A1:yellow,A2:red,A3:brown and A4:black).Each fruit category was soaked in
twice the volume of 35% alcohol (w/v)for 105 days. Sugar was added to the A4 fruit to produce three
sugar concentrations (A4:0%, B4:5% and C4:10%). The aroma of the liqueur was evaluated using an
organoleptic test and the results were statistically analyzed (Scheﬀeʼ
s paired comparison test, Uraʼ
s
modiﬁed method).In addition,color characteristics of the liqueur were examined by ultraviolet (UV)and
visible spectroscopy.The results showed that aroma was not noticeably inﬂuenced by fruit category,but
that aroma decreased after sugar addition.High UV absorption levels were observed in all samples across
the entire wavelength region examined. However, in the visible wavelength region over 400 nm, the
absorption levels of liqueur produced using category A1 and A2 fruit decreased, with samples becoming
pale brown. Conversely, A3 and A4, absorption remained high in the visible wavelength region (up to
around 650 nm)and the samples were dark brown.Sugar addition decreased absorption,and the samples
became slightly pale.Based on the ﬁndings of this study,we propose that harvesting be undertaken when
the fruit are at a ripeness stage of A2 and A3.
Key words:Prunus grayana, Fruit color, Fruit liqueur, Aroma, Ultraviolet and visible absorption

