
「ウイスキー・洋酒の話」本 日 の 卓 話

サッポロビール株式会社
横浜支社 渋谷幸太郎 様

酒の定義
アルコールを 以上含んだ液体で、飲用可能のもの。1%

醸造酒・・・ブドウなどの果汁、サトウキピなどの搾汁、蜂
蜜などを原料とし、それらに含まれる糖質のアルコール発
酵によって作られるもの。
ワイン、シャンパン、日本酒など。

蒸留酒・・・原料を発酵させた後、それを加熱し、蒸気を冷
却して液体に戻す(蒸留)することにより、アルコール度数を
高めて作られるもの。
スピリッツと呼ばれる。焼酎、ウイスキー、ブランデ一、
ウオツ力、ジン、ラム、テキーラなど
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;酋の定義

醸造混と蒸留酒

@ 

アルコールを 1%以上含んだ液体で、飲用可能のもの。

;百類は、清酒、合成清酒、しょうちゅう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー

類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒の 10種類に分類される。{酒税法

第2条第2項】

醸造酒 ・・・ブドウなどの果汁、サトウキピなどの搾汁、蜂蜜などを原料とし、

それらに含まれる糖質のアルコール発酵によって作られるもの。

ワイン、シャンパン、日本酒など。

蒸留酒 ・・・原料を発酵させた後、それを加熱し、蒸気を冷却して液体に戻す

(蒸留)することにより、アルコール度数を高めて作られるもの。

スピリッツと呼ばれる。焼酎、ウイスキー、ブランデ一、ウオツ力、

ジン、ラム、テキーラなど

醸造酒の作られ方 @ 
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蒸留酒の作られ方

一蒸潔;酒(スピリッツ〉

蒸留

小ツトステイルまたは

コラムステイルで型

お酒のカテコリー毎の分類
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ウイスキー

ウイスキーの定義と歴史 @ 
-麦類やトウモロコシなどの穀物を原料として、糖化、発酵、蒸留を行い木製の樽に

貯蔵し熟成させた酒。

ウイスキーの語源は、ゲール語で 「生命の水」 という意味。

ウイスキーの誕生説 :1 1 7 2年、アイルランドの歴史書に「大麦から蒸溜した酒
を飲んでいた」という記述があるが，公文書としてはじめてウイスキーが登場した
のは、 1494年のスコットランド大蔵省記録がウイスキーの起源説とされている

グレーンウイスキーの誕生 :1707年、イングランドはスコットランドを併合し
1 71 3年、政府はイングランドで行われていた麦芽税をスコットランドに課税。
これに反発したスコットランドの蒸溜業者たちは大麦麦芽以外の穀物を使うように
なる。

ビート香と樽熟成の概念 :さらに麦芽の課税率を高くしたイギリス政府に反発し多
くの密造者が誕生。蒸留所を山奥にかまえ、付近に埋もれているビート炭で麦芽を
乾燥させ、徴税官の目から逃れるためシエリーの空樽などにウイスキーを隠した。
しばらくして聞けてみると透明の液体は疎酒色に、強い刺激はまろやかに変化して
いた。これがウイスキーにおけるビート香と樽熟成の概念のはじまりである。製造
工程において一般化されたのは 1830年頃と言われている。



世界の五大ウイスキー @ 
スコッチ

アイリツシュ

カナディアン

ジャパニーズ

アメリカン

‘プ司・.，....~ 穀物、水、イース卜(酵母)を原料としてイギリス
・~~司. 北部のスコットランド地方で蒸溜。熟成された
..............・・h 可ウイスキーの総称。独特のスモーキーフレーバー
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と質の高いモルトで有名。

ビートを使用しないすっきりとした昧わいが特徴
アイリッシュウイスキーは、アイルランドで最低

3年以上のオーク樽で熟成させなければならない。

ライ麦主体で風味形成の原種となるフレーバリング

ウイスキーとトウモロコシ主体のベースウイスキー
をブレンドして造る

繊細で上品な芳香。スモーキー・フレーバーは控めで

コクがあり、スコッチに近い特徴

コーンを主体にライ麦、大麦麦芽などの穀類を使
用し内側を強く焦がした樽で熟成。独特の赤みと
香ばしい香りが個性的。

スコッチウイスキーの分類

モルト
大麦麦芽(モルト)のみを使用し、
単式蒸溜器で長時聞かけて蒸溜する
ため、複雑な昧わいが特徴。

ブレンディツドウイスキー
複数のモルトウイスキーと 2-3種
類のグレーンウイスキーを混合した
もの

グレーンウイスキー
大麦麦芽の他にコーン、ライ麦など
の毅物を原料とし連続式蒸溜器で一
気に効率よく蒸溜するためシンプル
な昧わいが特徴。

シングル・モルト
単一蒸留所で蒸溜したモルト原酒のみ
を使用したモルト・ウイスキー

ヴ、アツテツド・モルト
複数の葱溜所で蒸溜されたモルト
原酒をヴァツテイングしたウイスキー

シングル・グレーン
単式単一蒸留所で蒸溜したグレーン原
酒のみを使用したグレーン・ウイス

キー

ヴァツテツド・グレーン
複数の葱溜所で蒸溜されたグレーン
原酒をヴァツテイングしたウイスキー



Scotch Whiskyの定義 @ 
以下の条件を必ず満たさなければならない。

3 スコットランドの蒸留所で、水・大麦麦芽または穀物を原料にしている0

3 イースト菌によってのみ発酵されるO

:~ 94. 8%以下のアルコール度数で、蒸留されている。

3 スコットランドにおいて700リットル以下のオーク樽で、最低3年以上熟成されてるO

:~ 40%以上のアルコール度数で、ボトリングされている。

wαter Yeαst Grαin 

ウイスキーの種類 @ 
1.GrainWhisky_: (トウモロコシ原料)

-Mass production. Column still， 
continuous distillation. 大量生産。コラム

ステイル。連続式蒸留器。

-950/0 alcohol. y)日ール度数950/0

-500/0 of the cost of Malt whiskγ. 
モルトウイスキーの500

/0のコストで済む

-Base of the Blends. 
ブレンドする上でペースに使用される。



ウイスキーの種類 @
 

2. Malt Whiskv (Barlev大麦原料)

Artisanal 

職人技を必要とする。

Double distilled in copper stills. 

ホOットステイノレで2回蒸留

70% alcohol 

アルコール度数70%

The colours and the texture of the painting. 

グレーンウイスキーの上に、色合いと質感を彩る働きをする。

ウイスキーの種類 @ 
3. Blended羽'hiskv: ブレンデッドウイスキー

Grain Whisky グレーンウイスキー+ Malt Whisky モルトウイスキー

=Blended Whiskyブ、レンデッドウイスキー



ブラウンスビリツツ まとめ @ 
ウイスキー、バーボン、スコッチ、ブランデー、コニャツクの違い

- ウイスキーとは、大麦、ライ麦、トウモロコシなどの
穀物を、麦芽の酵素で糖化し、発酵させた葱留酒0

. バーボンとは、ウイスキーの一種で、原料の穀物中に

トウモロコシを51%以上含んでおり、
定められた製法でつくられたもの。

-穀物、水、イースト〈酵母)を原料として

イギリススコットランド地方で葱溜・熟成

されたウイスキーの総称。

ブランデーとは、果実酒からつくられた奈留酒

. コニャツクとは、ブランデーの一種で、原料は
ぶどうで、定められた製法で、仏コニャック

地方でつくられたもの。

RUM 
ラム

@ 



ラムとは?

・自然発生的な酒ではなく、砂糖の副産物として生まれた酒

@ 

-サトウキビの搾り汁を煮詰めて、(砂糖の結晶を分離したのち)、残った糖蜜(モラセズ〉
を水でうすめてから、発酵、葱留しでつくられるが、地方によってはサトウキビの絞り汁
をそのまま水で溜めて造ることもある。

-製晶により短期熟成から長期熟成までさまざまで、アルコール度数も
40-75.5度まである。

-ブランデー、ジン、ウオツカが世界中で造られているのに対し、ラムはサトウキビが原料
であることから、 産地はカリブ海諸島やその沿岸地域が中心。

-ジャマイカ、キューパ、プエルトリコ、ガイアナ、メキシコなどが代表的産地で・特にジャマイ
カとキューバが有名

-他のスビリツツの大半が穀物を原料としているためそこからアルコールに欠かせない糖
分を抽出することは、専門的技術を要するがラムの場合はサトウキビが原料なので簡
単に造ることができるメリットがある。

-産地や製法の違いなどにより、様々なタイプのラムが産み出されている。

GIN 

ジン

@ 



ジンの定義と歴史 @ 
-大麦、ライ麦、じゃがいもなどの穀物を原料とし、糖化、発酵、蒸留を
した後、草根木皮〈数種類のハーブやスパイス〉の香昧成分を加えて再溜した
無色透明の酒のこと。主にジュニパーベリー〈ねずの実〉 で香り付けを
するのが特徴。

・ 1660年オランダのライデン大学医学部教授によって、 解熱剤として
開発されたが、曙好品として飲んでも美昧なため一般化していった。

・ 19世紀半ばに、 連続式蒸留器が開発されると、飛躍的に雑昧が少なく、
洗練されたスビリツツが出来るようになり、カクテルベースとしても
一般的になり、マティーこなどのカクテルが誕生し流行した。

VODKA 

ウオツカ

@ 



ウオツカとは何か @ 
主として穀物を原料にして、糖化、発酵、奈留し、白樺の活性炭で漏過
した蒸留酒。
ウオツカは他の酒よりも癖がなく、無色、無味、無臭と言われるが、ライト
な中にも原料の微妙な味わいと、活性炭瀦過によるまろやかさがあるのが特
徴。

歴史
1 1 -1 2世紀 東欧で愛飲。ライ麦から造られるビールか蜂蜜の酒を蒸留。

1 6世紀 ポーランド植物などを加えて薬類として発達。
ロシアでは皇帝や貴族に好まれ、近隣国ヘ輸出したり税金をか付るなどして
進化。

1 8世紀 アメリカから伝わったトウモロコシやジャガイモが登場。

1 9世紀 白樺の活性炭で溺過する製法が導入。 クセのないウオツカがつくられる。
ロシア革命により技術者がヨーロツパ各地ヘ亡命し、世界中に広がる。

TEQUILA 

テキーラ

@ 



テキーラとは? @ 
-竜舌蘭〈アガベ〉というヒガンバナ科の多肉植物を原料とし、糖化・発酵・

蒸溜して造られるスビリツツ

・ 300種以上に及ぶ竜舌蘭(アガベ〉の晶種のうち、酒の原料として使わ

れるのは3種類(メスカルには、アガベ・アメリカーナ、アガベ・アトロビレン

ス。テキーラには、アガベ・アスール・テキラーナしか原料にできない〉

-竜舌蘭〈アガベ)との搾り汁を発酵させて蒸留させたスビリツツを「メスカル

」と呼び、メスカルのうち、 5つの指定州〈ハリスコ州、グアナフアト州、ミチ

ヨアカン州、ナヤリツ卜州、タマウリパス州〉で製造され、最低51%の
アガベ原料のスビリツツを含む酒(スビリツツ〉をテキーラと呼ぶ。

リキュールの定義と分類 @
 

回

スビリツツ〈薬溜酒〉に果実、花、薬草、香草などの香昧を移した酒。

薬草系・・・リキュールの始まりである薬酒の原型。香草、薬草の香りがあり苦み
が特徴。

→カンパリ、ベルノ、イエガーマイスター

. 果実系・・・カクテルによくつかわれるリキュールが多い。フルーツの果肉/果皮
/果汁を主成分とするもの。出較的、女性が好みやすく、甘みあるやさしい風

昧のもの。

→カシズ、ビーチツリー、ディ夕、コアント口一、グラン・マルニエ

・ ナッツ・種子系・.1.フルーツの種子、豆類を主成分とするもの。重み・甘みがあ

るものが多く、食後酒として好まれやすい。

→アマレット、フランジエリコ、

特殊系・・・技術の進歩により製造可能になった出較的新しいリキュール。卵や
クリーム・ヨーグルトといった、タンパク質や脂肪分を多く含む材料を使ったもの
が代表的。

→カルーア、ベイリーズ、ヨーグリー卜、パトロンxoカフェ
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