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― 特　集 ―
異臭に関する最近の動向

ビールのオフフレーバーに関する近年の知見

岸本　　徹

　ビールの製造工程，および製造後の酸化によってビール中に生成するオフフレーバーについて解説した．
ビールのオフフレーバーには原料，水に由来するもの，仕込工程，発酵工程中に生成してくるもの，缶やビ
ンに詰めた後の保存後に生成してくる酸化劣化臭がある．それらの中には SH 基をもつ低閾値化合物のよう
に，ビール中に ng/L 程度しか含まれない微量成分もあるが，近年では分析機器が発達し，定量することも
可能となった．ビールのオフレーバーとして過去から近年，着目されている化合物について述べた．

1． はじめに

　仕事帰りに，風呂上りに，夏の暑い日に，よく冷えた
ビールを喉に流し込む．炭酸の刺激，苦味と心地よいか
おりと味わい…「おいしい！」「うまい！」という感覚が
湧き起こる．これがまさにビールの醍醐味である．この
おいしさを損なうものは何だろうか．本稿ではビールの
おいしさを損なうオフフレーバーについて述べたい．
　ビールに限らず食品における品質上のクレームは，異
物混入やオフフレーバーが原因であることが多い．英語
の off-flavor は日本語で「異臭」と訳されることもあるが，
異臭騒ぎがメディアで取り上げられることも多く，「異
臭」と聞くと「騒ぎになるような異常な臭気」を連想さ
れることも多い．しかしここではオフフレーバーは「そ
の商品の本来のおいしさを損なう不快なフレーバー」と
定義したい．
　食品のオフフレーバーとなる化合物は，どのような種
類の食品においてもおいしさを損なうオフフレーバーに
なり得るとは限らない．たとえば後に述べるダイアセチ
ルは，多くのピルスナービールでは発酵不順が原因で生
成するオフフレーバーとして扱われるが，バターや赤ワ
インでは欠かせない特徴香気成分の一つである．また，
焦げ様のかおりを呈する含流化合物やメイラード化合物
は，軽快なピルスナービールにおいてはその軽快さを損
なうオフフレーバーであるが，濃色ビールにおいてはそ
の香味特徴の一部である．酪酸や吉草酸，プロピオン酸
などは腐敗臭と称されることもあるが，納豆やくさや，
鮒寿司などの発酵食品では欠かせない特徴香であり，商
品コンセプトや食習慣が変わればオフフレーバーに対す
る考え方も変わる．このように食品のオフレーバーを論
じることは容易ではないが，ここでは日本のピルスナー

タイプのビールのオフフレーバーについて，過去から近
年，着目されている化合物について述べたい．
　少しでもオフフレーバーを発生させないように製造工
程で制御するためには，そのオフフレーバーの原因とな
る物質を特定する必要がある．物質を特定できればその
発生由来も特定しやすくなり，工程にて制御することが
可能となる．オフフレーバーの原因物質は単一物質また
は比較的少数の成分が原因となっている場合が多く，原
因成分を比較的同定しやすい．しかし一方で調理のかお
りや加工食品のおいしさに寄与するかおりは多数の成分
が相乗的に寄与して形成される複合香であることが多
く，対象とすべき成分を同定しにくいことが多い．本稿
ではピルスナービールのおいしさを損なうオフフレー
バーとして着目され同定されてきた化合物について，そ
の特性，香調，由来，制御という観点から解説する．

2. ビールの製造工程

　後に製造工程について触れることになるので，まず
ビールの製造法について簡単に解説する．国産のビール
の主たるタイプであるピルスナータイプの淡色ビールの
製造工程を例にとって説明する．大別すると，仕込み，
発酵，熟成，貯酒，容器充填という 5 工程に分けること
ができる（図－1）．

2.1　仕込み工程
　粉砕した麦芽と米，コーンスターチ，コーングリッツ
などの副原料に，温水を加え混合する．この際，麦芽の
酵素が作用するように，温度や時間をコントロールする
ことで，麦芽や副原料中のでんぷんは麦芽糖などの糖類
に，また，たんぱく質はペプチドやアミノ酸に分解され，
もろみと呼ばれる状態になる．
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　もろみには麦芽の穀皮などが含まれるため，穀皮を除く
ために一旦ろ過が行われる．次に，ろ液（麦汁と呼ぶ）にホッ
プを加え煮沸を行う．ビール独特の苦味とかおり，琥珀色
の液が得られると同時に，煮沸にて発生した凝固物（熱ト
ルーブという）をワールプールという設備にて除去する．

2．2　発酵工程
　煮沸後の麦汁は，冷却装置で 5℃程度まで冷却される．
この冷麦汁に酵母を混合して，発酵タンクに入れると，
酵母は増殖を始める．しばらくすると，麦汁中の酸素が
消費され，嫌気状態になるため，酵母はアルコール発酵
を始める．約 1 週間もすると，麦汁に含まれる糖はアル
コールと炭酸ガスに分解される．同時に，エステル類を
はじめ多くの香気成分が生成される．

2．3　熟成工程
　発酵終了直後には，発酵由来のオフフレーバーや混濁
があるため，さらに熟成工程を経る必要がある．発酵液
から酵母を除き，発酵液（ビール）を貯酒タンクへと移
し，発酵温度とほぼ同じ温度で 7 日～10 日間熟成させる．

2．4　貯酒
　熟成工程を経た後，ビールは貯酒タンクにて更に低い
約 0℃の低温で数日間貯蔵される．この熟成，貯酒工程
期間を経ることにより，発酵由来のオフフレーバーが減
少し，また，味もビール本来の落ち着いたものとなる．
また，低温で凝固しやすいたんぱく質や，えぐ味の原因
となる成分が沈殿除去される．

2．5　容器詰め
　貯酒期間が終了したビールは，ろ過された後，びん・缶・
樽などの容器に充填される．極力酸素の混入を防ぐため
に，容器内は炭酸ガスなどで置換される．酸素の混入が

なくとも，ビールは刻一刻と変化し品質は低下していく．
また，古くは熱処理による殺菌を行っていたが，現在で
は生ビールと呼ばれる非熱処理のビールが主流である．
容器詰めされたビールは工場から市場へと出荷される．

3． 原料またはビールの仕込み，発酵工程中に生
成するオフフレーバー

　ビールの製造工程のうち，仕込み，発酵工程にて生成
するオフフレーバーについて説明する．

3．1　ダイアセチル（2, 3-butanedione：図－2）
　バター様の香調を有するオフフレーバーで，発酵工程
にて生成される．乳製品や赤ワインには欠かせない特徴
香であるが，ビール，特にピルスナービールにおいては
その風味を損なうオフフレーバーとして認識される．醸
造工程ではこのダイアセチルと，同様の香調を有する 2, 
3-pentandione（図－2）を併せ，vicinal diketone（VDK）
として化合物の濃度を管理している．2, 3-butanedione
のビール中での閾値は 0.15 ppm，2, 3-pentandione の閾
値は 1.0 ppm と報告されている1）．
　生成メカニズムは以下のとおりである．酵母はバリン
を細胞内で生合成する際にその中間体としてα-アセト
乳酸（無臭）を合成し，一部を細胞外に放出する．放出
されたα-アセト乳酸は化学的に分解（非酵素的な脱炭酸）
され，ダイアセチル（2, 3-butanedione）となる．同様に
酵母がイソロイシンを細胞内で合成する際に中間体とし
てアセトヒドロキシ酪酸を合成し，一部が細胞外に放出
さ れ，2, 3-pentanedione と な る． 酵 母 存 在 下 で は 2, 
3-butanedione，2, 3-pentanedione は酵母細胞内に取り込
まれ，酵母の脱水素酵素により還元され，2, 3-butanedione
は 2, 3-butanediol に，2, 3-pentanedione は 2, 3-pentanediol
になって無臭化する．しかし発酵液中に酵母が存在しな
い，または酵母の活性（還元力）が不十分（発酵不順）

図－ 1　ビールの製造工程
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であれば，このジアセチルはオフフレーバーとしてその
まま製品ビールまで移行することとなる．製造工程（図－1）
において，約 1 週間の発酵工程後に熟成工程（発酵工程
と同程度の温度で約 1 週間）を経るのは，酵母によって
この VDK を十分に還元させ，VDK を閾値以下の濃度
にまで下げるためである．VDK の生成に影響を与える
要因としては，酵母の活性，発酵条件，貯酒の温度など
が挙げられており2），それらを制御することが欠かせな
い．
　分析方法として，ヘッドスペース法で香気を採取し，
電子捕獲型検出器（ECD）ガスクロマトグラフィで分
析する方法が，ビール酒造組合国際技術委員会（BCOJ）
によって公定法として定められている．

3．2　Dimethyl sulfide による青海苔，キャベツ様香気
　Dimethyl sulfide（DMS）がビール中に閾値以上の濃

度で残存すると，キャベツ，青海苔様のオフフレーバー
が検出されることがある．DMS のビール中での閾値は
30―45 μ g/L と報告されている3）．DMS は，①麦芽由来
の S-methyl methionine の熱分解によって生成する経
路，②発酵中に dimethyl sulfoxide が酵母によって還元
され生成する経路，の 2 つの経路によって生成してくる
と考えられている4）．①の経路で生成する DMS は仕込
工程中に十分に煮沸することで揮散する．②の経路で生
成する DMS は発酵中に発生する炭酸ガスによって揮散
するので，そのために酵母菌株，発酵条件を制御せねば
ならない．

3．3　硫化水素臭
　硫化水素は，発酵中に生成する良く知られたオフフ
レーバーであり，ビール業界ではその生成メカニズム解
明に古くから取り組まれ知見が蓄えられているが，未だ

図－ 2　ビールのオフフレーバーに寄与する化合物
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不明な点も多い．硫化水素は，酵母がメチオニンやシス
テインといった含硫アミノ酸を合成する際に中間代謝物
として生成される．図－3に示すように，酵母が含硫ア
ミノ酸を合成する過程で菌体外の硫酸イオンが酵母細胞
内に取り込まれ，亜硫酸を経て硫化水素が生成される．
ビールの製造で用いられる下面酵母の方がその生成量は
多い．
　硫化水素の生成を抑制する方法として，麦汁の組成，
酵母菌株，酵母増殖条件，発酵条件の検討などが行われ
ている．例えば，近年市場で多く販売されている発泡酒
などの麦汁中の窒素含量は，ビールに比べて少ない．麦
汁中の含硫アミノ酸が少ないと，酵母細胞内でそれらの
アミノ酸を積極的に合成しようと働くため，中間体であ
る硫化水素を多く生成する．また，発酵温度を上げると
酵母は硫化水素を生成しやすくなる．さらに，硫化水素
および亜硫酸に着目した酵母育種も報告されている．

3．4　ネギ・汗様香気
　仕込み～発酵工程中に付与され得るオフフレーバーで
ある．原因物質は 2-mercapto-3-methyl-1-butanol（2M3MB：
図－2）と同定されており5）, 6），淡色ビール中での弁別閾
値は130 ng/Lである．2 M3 MBが閾値以上の濃度でビー
ル中に存在するとネギ様，汗様の香気が感じられる．こ
の香気は淡色・濃色いずれのビール中でも違和感のある
かおりであり，ビールそのものの風味を損なってしまう．
本化合物の詳細な生成メカニズムは未だ明らかにされて
いないが，発酵前の麦汁には 2M3MB は存在せず，発
酵中に生成することを確認している．また麦汁の仕込み
工程中，煮沸工程後に高温の麦汁が大量の酸素を巻き込
んだ場合に発酵後の 2M3MB 濃度が高くなることも確認
している．さらにホップを添加していない無ホップ麦汁
を発酵させても 2M3MB は生成して来ない．そのことか

らホップを添加した麦汁が，高温の状態で酸素を巻き込
むことにより 2M3MB 前駆体が麦汁中に大量に作られ，
その後の発酵工程中において閾値濃度以上の 2M3MB を
生成すると考えられる．

3．5　含硫化合物によるコゲ様，ゴム様香気
　発酵工程にて生成される低閾値のオフフレーバー成分群

（図－2）である．濃色のビールにおいてはビールが持つ香調
と類似しているためにオフフレーバーと認識されないが，軽
快なピルスナータイプのビールでは，微量の濃度で存在す
るだけでその軽快さを損なうためにオフフレーバーとして
認識される．香調に寄与する原因成分として 2-furfurylthiol

（コーヒー様；閾値2.8 μg/L），2-mercaptoethyl acetate（ゴ
ム様；閾値 1.6 μg/L），3-methyl-2-butene-1-thiol（コゲ
様；閾値 0.002 μg/L），benzyl mercaptan（ロースト様；
閾値 0.002 μg/L）を同定している（図－2）．
　2-furfurylthiol は黒麦芽にも含まれ，システインなど
の含硫アミノ酸とリボース等の還元糖がメイラード反応
を起こすことによって生成される．そのためビールの醸
造工程においては麦汁中の糖・アミノ酸の組成，加熱さ
れた温度と時間が影響を与えている．2-mercaptoethyl 
acetate はアミノ酸含量が低い発泡酒などの麦汁で，か
つ緩慢ではなく短期間にラッシュな状態で発酵が進んだ
場合にその濃度が上昇する傾向がある．3-methyl-2-
butene-1-thiol は後にも解説しているようにビールへの
光照射により生成してくる日光臭としてしられるが，光
照射により生成される経路以外に，発泡酒などのアミノ
酸含有量が低い麦汁中でメチオニンが不足した場合，煮
沸時の pH を低くした場合，煮沸工程で生成した熱凝固
物（熱トルーブ）がワールプールで麦汁から除去されず
に発酵タンクまで持ち込まれた場合に，その濃度が上昇
する傾向がある．

図－ 3　酵母における含硫化合物代謝
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3．6　カビ臭
　水，原料に由来するオフフレーバーである．原因物質と
しては 2-methyl-isoborneol，geosmin，2, 4, 6-trichloroanisole

（TCA）がよく知られている．閾値以上の濃度で存在す
ると文字通りカビ様，墨汁様のかおりを感じ，水中での
閾値は個人差が大きいものの数 ppt7）とされている．
2-methyl-isoborneol，geosmin は藻類や放線菌が産生す
ると言われている8）．TCA の生成経路についてはいく
つかの報告が存在するが，微生物が関与するものとして，
カビなどが 2, 4, 6-trichlorophenol をメチル化すること
によって TCA を生成するという報告がある．原料用水
に含まれていた場合，用水をオゾンや活性炭などの高度
処理を施すことによって取り除ける．水道法によって定
められている水質基準の中で，カビ臭原因物質の濃度も
管理されており，現在では上水から直接カビ臭を感じる
ことは稀である．しかし高度処理等によって上水から塩
素等が除かれると，逆にカビなどの菌類が増殖しやすく
なる．そのため高度処理後の水の管理，製造設備中の残
水には注意を払わねばならない．またビールの原料であ
る麦芽，スターチや米，濾過に用いる珪藻土などを湿気
の多い場所に保管した場合，そこにカビが発生し，ビー
ル中へカビ臭が移行する恐れがある．そのため，原料や
濾過助剤の管理にも細心の注意を払わねばならない．

4． 製品ビールの保存中に生成してくる酸化劣化臭

4．1　カードボード臭

　ビールの酸化劣化により生成するオフフレーバーであ
る．酸化により生成する代表的なオフフレーバーで，（E）
-2-nonenal が原因物質である．この物質に由来する香気
はダンボールのにおいに類似していることからカード
ボード臭とも呼ばれる．濃色ビールや味が濃いビールで
はこの原因物質が少々存在してもカードボード臭を感じ
ないが，軽快なピルスナービールでは（E）-2-nonenal が
0.035 μg/L の濃度で存在すればカードボード臭が感じ
られ，その軽快さが損なわれる9）．
　その生成機構は完全に解明されている訳ではないが，

（E）-2-nonenal は発酵前の仕込工程中に既に，脂質の酸
化によって生じていると考えられている．仕込み工程に
おいて，麦芽に含まれる酵素のリポキシゲナーゼ（LOX）
によりリノール酸から 9 －ヒドロペルオキシドが生成
し，（E）-2-nonenal へと分解される 10）～16）．しかしその後

（E）-2-nonenal などの不飽和アルデヒド類はビール中の
他の成分と付加体を形成し，無臭の形で製品ビールに移
行する．ビールの保存中に酸化されると付加体からアル
デヒドのみが遊離すると考えられている．Lermusieau
ら17）は，（E）-2-nonenal を含むアルデヒド類はアミノ酸

などと Shiff base を形成し無臭の形で製品に移行し，低
pH 条件下（ビール中）で常温にさらされると Shiff base
が解離し，（E）-2-nonenal 由来のカードボード臭を発す
るようになると提唱している．そのためカードボード臭
は新鮮なビールでは感じられないが，保存したビールか
らは感じられることになる．Nordlöv ら18）は仕込み工程
中に生成した（E）-2-nonenal などのアルデヒドは発酵
工程中に酵母によって生成される亜硫酸塩と付加体を形
成し無臭の形で製品ビールまで移行し，その後に保存中
に（E）-2-nonenal が遊離するという説を提案していたが，
後に（E）-2-nonenal と亜硫酸塩の付加体はビール中に存
在せず，亜硫酸塩の効果は少ないという報告が出されて
いる19）．
　（E）-2-nonenal 生成の制御に対しては様々な試みがな
されている．大麦から麦芽を造る工程（製麦工程）にて
パラメータを制御し麦芽中のリポキシゲナーゼ活性を低
減させる方法や仕込工程にて脂質の酸化を抑制させる方
法20），21），発酵条件の検討などがなされてきている．また
原料育種の研究もなされてきており，リポキシゲナーゼ
を欠損した大麦の育種，およびそれを用いたビールの製
造が行われている．リポキシゲナーゼを欠損した大麦を
用いると製品ビール中の（E）-2-nonenal は減少し，官能
評価においてもビールの酸化耐久性が良くなったことが
報告されている 22），23）．

4．2　老化臭
　ビールの酸化劣化により生成するオフフレーバーであ
る．ビールが酸化されるとカードボード臭とは異なる，
もったりとした甘いかおりが増加してくることがある．
濃色のビールにおいてはビールが持つ香気と類似してい
るために目立たないが，軽快なピルスナータイプのビー
ルでは，このかおりはその軽快さを損なうためにオフフ
レーバーとして認識される．この甘い香気は老化臭と称
されることもある．老化臭および老化臭原因物質はビー
ルの酸化において増加して来るが，特にろ過後，容器へ
の充填時に酸素を巻き込むと顕著に目立つ．
　新鮮なビールに比べて酸化したビールでは多数の成分が
増加しており，この老化臭には複数の化合物が相乗的に寄
与している．冒頭に述べたように，カードボード臭のよう
に単一化合物が寄与するオフフレーバーとは異なり，複数
の微量成分が相乗的に寄与している場合には寄与成分を同
定することが難しい．このようなケースには寄与成分を同
定する手法として，複数の化合物でそのターゲットとする
香調を再構成し，そこから一つずつ，もしくは複数の成分
群を抜き，香調の変化を確認していくオミッションテスト
が最も有効である．鰐川らは，オミッションテストを繰り
返した結果から，老化臭には（E）-2-nonenal, 3-methyl-2-
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butene-1-thiol, γ-nonalactone, 3-（methylthio）propionaldehyde, 
（E）-β-damascenone，dimethyltrisulfide（DMTS），ethyl 
2-methylpropanoate, ethyl 2-methylbutyrate，sotolon の 9 成
分が寄与していると報告している（表－1）24）．DMTS に関
しては，日本酒においても老香に寄与することが磯谷らに
よって報告されており，前駆体成分も同定されている25），26）．
また最近の報告27）では 3-（methylthio）propionaldehyde な
どの老化臭アルデヒドは麦芽由来のアミノ酸だけではな
く，ホップの苦味成分の分解物も前駆体として生成して
くることが報告されており，ホップを添加していないビー
ルでは老化臭の生成が少ないことが報告されている．

4．3　金属臭
　酸化したビールから，カードボード臭や老化臭とは別
に金属様の香気を検出することがある．原因物質は
trans-4,5-epoxy-2 E-decenal と同定されており28），その
水中での閾値は 0.02 μg/L である．製品の保存試験結果
では，保存前の製品ビールには本化合物は 0.01 μg/L し
か含まれないが，40℃で 5 日程度保存すると，濃度は
0.12 μg/L まで上昇すると報告されている28）．
　本物質はリノール酸より 9-LOX, 13-LOX，および自
動酸化の産物の一つとして生成するとされているが，
ビール中での詳細な生成メカニズムは明らかにされてい
ない．報告28）によると，仕込みの煮沸工程前には麦汁
中に3.7～4.0 μg/Lの濃度で存在するが煮沸中に揮散し，
ホップを添加していない麦汁では 0.10 μg/L まで減少
するが，ホップを添加した麦汁では 0.50 μg/L 程度含
まれる．このことから本物質はホップからも由来してい
ることがわかる．

4．4　日光臭
　ビールがビンに充填された後，ビンに日光，蛍光灯，
水銀灯などの紫外線が照射されると，ビール中に発生す
るオフフレーバーであり，原因物質は 3-methyl-2-butene-
1-thiol（MBT）である．閾値以上の濃度で存在すると

コゲ様，ロースト様の香気を感じる．海外ではスカンク
臭， 狐 尿 臭 と も 呼 ば れ， ビ ー ル 業 界 で は 日 光 臭

（lightstruck flavor）と称されている．濃色のビールに
おいてはビールが持つ香気と重複するために目立たない
が，ピルスナータイプのビールでは，このかおりはその
軽快さを損なうためにオフフレーバーとして扱われる．
弁別閾値が極めて低くピルスナータイプビール中での閾
値は 0.002 ng/L と報告されている29）．
　MBT の生成機構を図－4に示した．紫外線の照射に
より，ビール中の苦味成分であるイソフムロンのアリル
側鎖が光分解を受けラジカルを生じる．生じたラジカル
はビール中の S ラジカルと反応し MBT を生成する．日
光臭を発生させる紫外線の波長は 350～550 nm であり，
この紫外線をできるだけカットするために，国内で流通
するビールは茶色のビンに充填されている．一つの瓶
ビールケース内であっても，日光の当たりやすい場所（外
側）と当たり難い場所（内側）が存在する．報告 29）によ
ると，例えば 5 時間の日光照射により，日光の当たりや
すい場所では 8.6 ng/L，当たり難い場所では 1.9 ng/L の
MBT がビール中から検出された．流通過程では日光臭
生成を抑制させるために，紫外線を遮断するコーティン
グを施したビンが用いられたり，トラックの配送の際に
遮光用のシートで覆うなどの取り組みが行われている．
　また海外ではビールの製造工程において MBT を生成
しないように化学修飾されたイソフムロン（苦味成分）
も使用されており，それらは図－5に示す Rho-イソフ
ムロン，テトラヒドロイソフムロン，ヘキサヒドロイソ
フムロンと呼ばれる苦味物質である．これらの化合物に
おいては，通常のイソフムロン（図－4）の 4-メチル-3-
ペンテノイル側鎖のカルボニル基および二重結合に水素
添加（還元）が施されており，それによってこの部位が
解裂せず，その結果 MBT を生成しない．また通常のイ
ソフムロンに比べてこれらの還元型イソフムロンは極性
が低いため，ビールの泡立ちも良くなる．海外では透明
ビンや緑色ビンに充填されたビールが販売されており，

表－ 1　老化臭への寄与成分

化合物名
ピルスナービール中の含有量（μg/L） 閾値

（μg/L） 香調
新鮮なビール 25℃ 1 ヶ月保存後

（E）-2-nonenal  0.10  0.19  0.10 カードボード
3-methyl-2-butene-1-thiol  0.0024  0.0045  0.002 ケモノ，焦げ
γ-nonalactone 18.1 28.9 11.2 ココナッツ
3-（methylthio）propionaldehyde  1.97  3.35  1.8 ポテト，醤油
（E）-β-damascenone  1.14  2.22  2.5 ハチミツ，バラ
dimethyltrisulfide  0.008  0.014  0.016 タマネギ
ethyl 2-methylpropanoate  0.19  0.29  6.3 柑橘
ethyl 2-methylbutyrate  0.16  0.27  1.2 柑橘
sotolon  0.38  0.95  1.2 コゲ，カレー
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それらのビールの製造や，泡立ちを良くする目的でこの
還元型イソフムロンが使用されることがあるが，日本国
内では使用が認められていない．またドイツにおいても
ビール純粋令のために使用が控えられている．

5． おわりに

　以上，ビール中のオフフレーバー，およびその発生要
因と制御方法ついて，過去～近年に着目されているもの
について述べた．香気成分の分析機器はさらにめざまし
い発展を遂げており，これまでの分析機器では検出でき
なかった全ての味・におい成分を定量できるようになる
日も遠くない．しかし本稿でも例を挙げたように，食品
では多くの成分が複合して特徴香を構成していることが
多い．同定された成分を用いて再構成液を作製し，それ
ぞれの寄与を調べていくオミッションテストも有効であ
るが，相乗効果の評価などには，統計的手法を用いたデー
タマイニング（data mining）の手法も鍵になっていくと
思われる．それらの手法により得られた知見も合わせ，今
後，管理指標として工程管理に用いられて行くであろう．

キーワード：ビール，オフフレーバー，酸化臭，日光臭
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The recent findings in the off-flavors of beer
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Abstract  The off-flavors of beer produced during and after brewing processes were discussed. The off-
flavors of beer  include these derived from raw materials, water, brewing process, and oxidization after 
bottling.  Even  though  the  trace  compounds  (ng/L)  are  included  in  these  off-flavors,  the  recent 
development of  sensitive devices  let us possible  to examine  these compounds. We discussed  the off-
flavors which are focused from past to recent years.
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