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∬ 用語の分類と解説

1. 視覚,嘆寛,味覚および香味の4部門に大別し,各部門別になおいくつかの項目に分類した｡

2. 分類の各項目およびそこに収めた用語には,十進法による分類番号をつけた｡

3. 各用語に対応する英語 (活字がローマン),独語 (ゴジック) および仏語 (イタリック)を併

記した｡用語の意味を理解する助けとするためと外国語相互間および対応する用語が必ずしも最も適

切なものであるとはいえないが,同じ外国語に対し建った用語をあてないようにするためのものであ

る｡

4. 解説を要するものには簡単な説明をつけ,他の項目に分類されている用語 (*印をつけた)と

の開床を示すようにした｡

5. 同一番号の用語は大体同数語と見なされるものであるが,意味の強弱を伴なうものには<印

(より強い)または>印 (より弱い)香,限度を示す場合は-印 (乃至)をつけた｡

6. 関連のある用語を参照することが望ましいものには-印を,反対語には-印を,ほぼ同義語と

考えられるものには-印をつけ,その用語の分類番号 (同一項目内のものは小数点以下のみ)を括弧

内に附記した0

7. 明らかに反対語として挙げられるものや各項目につけた語句から当然考えられる用語 (例 良

･否,有 ･無等)は省略した場合が多い｡

8. 用語の選択,検索には一覧表 (Ⅰ)と索引 (Ⅲ～Ⅵ)を利用されたい｡

100視覚によるvL'StLel外観 外見 slleenaspect

Aussehenrobe

llO 色調 色あい 色相 colourhuetintcolor

toneFarbecouleL/r

lll 白ブ ドウ酒の色

.0 無色 colorlessfarblos

.1 うすい 淡色 paleFarbstoffarm - か

すかに蔚色 (113.1)

.2 玖緑色 greenishgrLinlichて,erl

.3 緑黄色 greenishyellowgrtir)gelbzart-

gelb- 鼓緑色 yellowish green gelbgriin

zartgrLinてノerdelet

.4 糞金色 山吹色goldencolourgoldenyel-

lowAltgoldGoldgelbdord>儲色 yellow

.5 コハク色 amber Bernsteinfarben

ambrd

.6 桓色 オレンジ色 orange tint Topas-

farbenJazme-orange

.7 藁(わら)色 StrohfarbenPaillepaillei:

赤ブ ドウの色調がうすい*ものを指すこともあ

る｡

112 着色過多 hochfarbig roux ～ 異常色

tnissfarbigFarbkrankの白ブ ドウ酒

.1 脱色した entfarben decolore:活性炭 を

使用したもの｡

.2 キツネ色 foxycolourfuchsigFuchsrot

roJJS.n-:酸化されて洪赤褐色となったもの-褐

変 (.3)

.3 褐変 brownillg OXidasic casse Bruch

BraunL畠rbung casse oxydasiqLIe CaSSe

brl/〃e:酸化ざれた酒 Rahnをいう｡

.4 白変 white,phosphoriccasseweisser-

bruch casseblanche casse phosPho-fer-

rl'ql/e:I)ン願鉄の析出による沈澱物を生す る

ことあり｡

.5 日変 bluecasseBlauwerdeIICaSSebleLJe

>朽宵色(113.8):タンニン鉄の析出による青

白い*混濁を生じ,黒変*するようになる｡

.6 鉛色 Ieadenappearancebleifarbig メ,l0-

mbe:どんより*して灰色を呈するもの｡

.7 黒変 blackeningcassenoire-青変 (.5)

.8 赤く着色 stained coloured verfarbt

rotstichig rotsigtache:赤ブ ドウ酒用の

樽に入れ着色*したもの｡

113桃色酒と赤ブ ドウ酒の色
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.1 桃色 ピンクpinkSchillerLarbenうす

あか rosd:黒ブ ドウの液仕込み weissgekel

ltertenほんのりかすかに着色した酒 Weis-

sherbstKlユrettClairetなど白ブドウ酒に

近いもの bleichertて′inqriSがある｡

.2 淡紅色 BlassrotHellrot一第色(111.7)

.3 煉瓦色 Ziegelrotluild:ひねた*長持ちし

ない*ものが多い｡

.4 ルビーrubyfullRubinrotRllbiIlfar-

benFeurigrotrubis

.5 深紅色 medium red緋色 scarletSchar-

1achrotTiefrottopa5-rElbis

.6 暗紅色 darkred Dtlnkelrot Gedeckt

(rot)fonce'e

.7 ガーネット garneトred Grallatfarben

rouge-grenat

.8 帯青色 bleLLILfbleuLure:育変*した ものと

ブ ドウの品種によるものとがある-背紅色(114

.2)

114 異常色 (112)の赤ブ ドウ酒,その他

.1 赤褐色 tawnyBraunrotrostjgtopaZe-

brule'e～赤カブ色 pellLred'oT'g770n:酸化され

たもの｡

.2 バ イオレ ッ トviolettてノ]'olaci;～育紅色

Braurot:酸の少ない酒に多い｡ブ ドウの品

種による｡

.3 黒赤色 Schwarzrot<黒紫 blackish

purple:鉄分が多いもの｡

.4 変色 brokenFarbstofLbruchcassd:褐

変*し,沈澱物を生ずるようになったもの(白ブ

ドウ酒にも適用される)0

.5 退(鶴)色 色あせた fadeFarbverlust:

脱色*したものなど｡

.6 着色 coloring auff豆rben colorL!色付け

tinting:着色剤を添加したもの

.7 調色 tonlng:調合したもの｡

120 清澄度 透明度 transparency澄み 照 り

clarityKlarheitli"lPidttd

.1 清澄前 Kellerhell光沢な し 艶な し

ohneGlan2:<ぼんや り霞 んだha2,y<鈍い

艶消しnlatt:多くは疲れた*もの-曇る (121

.3)

.2 透明 透き通るclearlimpid hellblank

klarlimpl'declatr

.3 光沢 あ り 艶あ りbrightlustreglan2:

(hell)tlacker(hell)

.4 照りよし 冴えた brilliantBlitz:blank

Kristallhellbrillant

.5 透徹 ぴかぴか shinystarbrlghtSchwa-

rzglan2:Glockenklar

121 混濁度 濁り度 turbidityTriibungen

.1 倖引き直後 GlashellBauernhell:逮

明*ではない-清澄前 (421.6)

.2 微細な混濁 :場合によ り青白い blまulich

振ると栴糸状光沢 Schimmerがあるものや,

ベールをかけたような ScIlleierものがある｡

主としてコロイド状のリン酸鉄による混濁であ

るが,そのほか蛋白質あるいは細菌に起因する

ものもある｡

.3 怒る 冴えない dullblindlouche:味も

気の抜けた*ように変昧*したものや,同時に色

あせた*どんよりした ierTteものなどがある｡

.4 濁るturbidtriibtroL'ble<不透明 白ボケ

Opaque

.5 白濁 opalescentFederweisser<乳 濁

milkymilcllig

.6 鉄 混濁 ferriccasse- 白変 育変 黒 変

(112.4;5;7)

.7 銅 混 濁 coppercasse KupfertrLibung

cassecuivreuSe:嫌気的条件 (例 瓶詰後)の

もとで銅化合物によるもの｡

.8 酵母混瀞 hefiggetrLibt-発酵中 (421.1)

122 沈漣 sediment Niederschlag 沈澱物

depositdep3tのある abgesetzt場合 :瓶ま

たは容器を搾り動かしてみて,沈漆の性状をみ

る｡

.1 軽い もやもやした漆dep∂tsvolunmieux:

粉状 staubig繊維状 Faser浮済状flockig

雲状 cloudywolkigなどの区別ができる｡

.2 粒状 fllerS k6rnig <粗粒状 granular

SchollenGriess

.3 結晶状 Kristallin-針状 nadeln-板状

PlえttcIlen
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.4 酒垢 crustFarbdepotdep6tencrou'ie:

壁につくもの｡

.5 ハチの羽根 beeswing:壁から剥がれ浮済す

る｡

.6 粘質 glutineux:浮妨しない｡

130 流動性 fluidityFltissigkeitsgrad vi-

scoslle:口当り(412)および舌触り(300)から

も判定される｡

.1 軽い dtinnflLissig beweglich-重たい

(.3)

.2 正常 まともnormalnormalnormal-

異常 (440)

.3 とろり 重たい heavydicklourd-軽い

(.1)

.4 油状 oily61ighuileux<足が長い Lang

.5 ねばねば 粘る ropy2:畠hlinddickLILis-

sigfilanlねっとり 粘液状 mucusschlei-

migmLlCz'lagZ'neux v71squeux:主として粘質

化*したもの｡

.6 べっとり粘着する sL:hlieren Fenster

(b8gen)KirchenLenster

.7 シラップ状 syrupy

140炭酸ガスの含有量 (発泡性)-生 きのよさ

(420)

.0 ガス発生せずStlllwineStillweinrullig

vintrLZnquille<泡な しflat″all/re:発泡酒

についていう｡

.1 ガスを含むcreamingunruhigsprin望e-

nd<わずかに発泡SlightgassinesscrackllTlg

perlendpe7･lage<捌く?nouveme771･:発酵

が始まっているもの-慨刺 (421.5)

.2 やや発泡 gassyi;chaffgazeux- S/ヤー

プ(421.4)

.3 発 泡 foaming sparkling schaumend

moussierendmousseLtエ

200喚 覚 Geruchssinnによる olfactif香気

においsmellかお り odorあるいは鼻 nose

Nasenez:ブドウの品種に基づくアロマarO-

maArom arome口中香 ふくみ香 パーヒ

ューム perfumepa7fumおよび発酵と熟成に

よるプケI Bukettbouq2/etを区別すること

がある｡いずれもエステルやアルデヒドまたは

ケ トン類の総合された芳香DuftBlumeをい

うが,原料または醸造過程に起因する異臭や臭

気 (214)を伴なうむのかある｡なおブケ-*は

主として赤ブドウ酒に,パーヒユム*は主とし

て白ブドウ酒に適用する人もある｡

210かおりの強弱 fr喝ranCy

.0 かおりなし 無臭 stumpf脱臭 deodoriz-

ing:亜硫酸過多*のも多し｡

.1 揮発しやすい11dchtig:消失Lやすいも

の｡

.2 かお り不足 fehlend少 ない 稀静Short

klein-ぷんぷん (.6)

.3 かすかに良いかおり delicate perfume
zartduftend

.4 すがすがしい さっぱりした 滴釈 清楚

clean sauber reint6nignetldroztde

negnet-すっきり (410.2)

.5 微妙 subtlesubtil<はで Hochfein

.6 ぷんぷん どぎついかおりstrongperfume

richbouquetkr畠ftigduftend

211特定のかおりscentLebozEquetPrima7're

.0 平凡 並み 普通commonflachcommum

<中性 neutral77elEtre:欠陥*はないが特色*な

し一癖なし(410.0)

.1 よい nicehGbsch<こうはしいhandsome

<奇躍 sch6n-スマート(412.2)

.2 番精巧balmyvinousaroma duftig>芳

香あり かんは しい fragrant oe77a72tique

クa?･fZl1)76:典型的*ではないが, 申し分のない

equisiteいくぶん華蓉*なもの｡

.3 果実香fruityfruchtigfruiiG<エステル

臭 EstergeschnlaCk goi2td'6ther:新鮮*

なブドウ以外の果実のかおりをい うこともあ

る｡

.4 興型的 varietalaroma(flavour,character)

typICal Sorten-typisch, -charakter

fu7netCaraCt～revariGial:原料としたブドウ

の品種が想起できるもの-平凡 (.0)

.5 しっこい aufdl･inglich tendCe:好まし

くない* 後味不良*のものが多い - しぶとい

(342.9)
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.6 加重 付け香 aromatized bukettierte

aromattsG:香料などを添加し偽造*された も

の｡

.7 花のようなfloweryfloralblumigfletげ i:

アロマあり*ブケーあり*しかも調和よし*,場

合により産膜酵母臭*のあるものを指すことあ

り｡

.8 マスカット番 muscatmuscatelMuskat

muscat:マスカット種のアロマあり*｡

.9 特定のアロマあ りaromaticaromatzque:

すっきり*した芳香あり*バルサム香 aroma-

tischbalsamiqueはその一種｡

212 熟度によるかおり:発酵中に生成され るか

おりLebouquetseco77daireと熟成中に生成

されるかおりLebouquettertuu'reacqzL7∫に

区別することができる｡

.1 果汁臭 n10Stig:全然発酵していないよう

なもの-果汁陳 (421.1)

.2 発酵臭 gariggoiltdefermentalio77:発

酵中*のようなS/ヤ-プ*であり酵母臭*のある

もの｡

.3 新鮮 freshfrischfraichef7-015若々しい

you一一g:ガスを含む*もの多し-若すぎ(421.2)

.4 熟し香 developed<完熟番 mellowgereiL

<ブケ-ありbukettreichbol'qlleId-熟し

た 完熟 (420A;5)

.5 貯蔵香 abgelagert:瓶貯蔵香 bottleage

Altersausbauて〝'etlX (vl-et-(,vieille)と樽

貯蔵香 Fassreifの区別あり-榔臭 (452.5)

.6 過加商 overaged firnEdelfirne Alレ

geschmack goilEdevle7JX:瓶詰するのか

遅れ南平*になり,ひね臭い*ものか早熟*によ

るもの｡

.7 ひね臭い 老成香 alt-ひねた (422.2)

.8 酸化臭 oxidized<クル ミ香 nutty-シェリ

ー酒楼 (440.1)-過酸化臭 (452.9)

.9 かおり消失 flatnessBukettverlustsc-

halwerden got;idel'e'venE:ブケーなく酸

化臭*または産股酵母臭*を伴なうことが多い｡

213 珍しいFrellldartig特殊のにおい odeu71

.1 スミレ荷 violetVeilchenbukett.uiole-

tte:例えばブルゴ-ニ-の Romanie-conti酒

.2 バラ番 odeurder〃seアイリス香 irisモク

セイ香 reseda:主として加香*したもの -付

け番 (211.6)

.3 イチゴ臭 Bimbeergeschmack odeur

defralnbo7'se:付け番*の一種

.4 苦扇桃臭 blttera一mondflavourBitter一

mandelgeschnlaCkanu777deamere(odeur

d'):苦肩桃を添加した特殊の酒でなければ,

清澄剤として黄皿塩の使用を誤まったもの-普

Jだ扁桃棟苦味 (413.7)

.5 バクンキョウ臭almondflavourMande1-

geschnlaCk:例えばイタリアの Soave酒

.6 薬味臭 Wtirzgeschmack:｣1-字香 clove

Nelkengeschmack girofle肉桂臭 Cinna-

mon parfumedecan?lelle松 鐸臭 truffle

TrLiffelgeschnlaCk truffiなど-加薬昧

(440.5)

.7 火打石のにおい flintyFlinten-,Feuer-

stein-geschnlaCkgoZudepierreafusll:

ブルゴーニュのシャブリ酒に特有のかおりであ

るが,産地の土質が石灰質であることによる｡

.8 ウィキョウ臭 FenchelgeschnlaCk

214 異臭 offodorまたは臭気malodor

.0 異臭な しinodorousfra77Ch7'sF･一癖 なし

(410.0)

.1 コル ク臭 Corky corked tastecorkiness

Korkgeschmack StopfengeschnlaCk

go2u,debouchon:カビ臭い*もの多し｡

.2 瓶杏bottle-stinkFlaschenkrank一日同

異 (452.9)

.3 煙 臭 smokeytaste Rauchgeschmack

fZl,1neuヱgOZlidefumLZe:荒い渋味*と苦味化*

した味を伴なうことが多い-焦げ臭 (452.5)

.4 石油臭 goZ;idePitrole:主として容器に

由来する｡

.5 薬 品臭 medicinal,pharmaceuticaltaste

Medizin-,Apotheken-geschmackgo17t

pharmace711ique:産地が海岸に近い特殊の酒

ではヨード臭tasteofiodineJodgeschnlaCk

go17td'iode
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.6 皮臭 tasteofhidegou'tdebeau

.7 石鹸臭 soapinessSeifiggoi2tdesavon

.8 樹脂臭 resinousHarzgeschmackgL)iit

deresine

.9 ゴ ム臭 rubbery GummigeschnlaCk

goi2tdecaoutchouc

300 味覚 味感 味 味わい 味気tastegush

ationまたは舌触り touch暁光と切り離しては

考えられないが香味(400)と区別できるもの｡

310甘味 godtsucrdまたは残糖 Rest2:uCker

.1 甘美 Edelsiisse mouleuェ<リキュール

状 Iiquoreux:ねばっこい*くどい*,しかし調

和よき*白ブドウ酒 (例 ソーテルン酒),赤ブ

ドウ酒では,ねばっこい*ビロード様*で,しか

も上品*なもの｡

.2 ひっかかる hangtstekengeblieben:

発酵を止めた*ものなど発酵が完了*していな

い,不調和*な甘味が残っているもの｡

.3 発酵を止めたgestopptG色rstoppmut占

(vim):甘味がひっかかる*亜硫酸過多*のもの

が多い-発酵完了 (420.1)

.4 不調和 不均衡 不釣合な einseitig<分

離した aufgepfropft:ばらばら*であるうえ

韮苦しい*もの-調和よし (410A)

.5 糊昧 pastydoughy<さばけ不良 pappig:

不調和串で,くどい*が,その割合には甘みなL/･F

.6 舌触 りよ Lsdffiggouleyant:若い*甘

口*のもの-柔らか (320.2)

311甘み 甘さ 甘みの程度 degreeofsweeト

nessSiissegraddegrddedotlce//7･

.0 甘みなしdrytastegoiltdesec:原料に欠

陥*あり0

.1 ブルーStrengherbNaturherbb7て/i:

最も辛口*のS/ヤンパン酒をいう-自然のまま

(411.4)

.2 こく辛口extradrygangtl･ockensehr

trocker)amerikanischerGeschmack

ertraSeC<残糖 なしfermentedohneRe-

stzucker-辛口*(.3)

.3 辛口dryvergorendurchgegorenEec

〔シャンパン酒ではセクdrytrocken(herb)

71

halbtrocken mittelherb mittelsiiss

secという〕:白ブ ドウ酒では残糖のない*もの｡

赤ブ ドウ酒では 肉なし*濃い*ところなく 渋

い*だけのもの,古酒では晃梗昧*あり,やつれ

た*もの｡

.4 半甘口 中辛ロhalfdrystissdemilSeC:

甘口*と辛口*の中間｡

.5 甘口sweetsehrstissdour<甘いdou-

ceur:糖分のほか酸度および酒精分とも関係が

ある-甘美(310.1),好ましい* 股酪*な 調

和よい* 筒尚な* ハチミツのような*甘味を

区別するが,赤ブ ドウ酒では発酵の完了*しな

いもの-情澄前 (421.6)

.6 甘ったるいsweetishsilSSlichdouce7-euX

< リキュール状(310.1):不調和*な残糖あり,

くどい*もの｡

.7 甘すぎoversweet:残糖が多すぎ不調和な*

もの｡

320顧味 sournessgoLitacide

.1 酸いacidacerbe酸味不調和 acidulouscr-

uditd<荒い harshharschdzlr<堅い (321

.6):若すぎ*てエキス分も少ないものは別とし

て,熟成すれば柔らか*になり,調和よき*もの

となる場合が多い-不調和 (450.4)

.2 酸味よく調和 harmonious<柔らか tender

weichtendre<温和 隠やか mildIllilde;

軽い* 若い*もの,但し品種特有の酸味*がな

く, エキス分も多くないため丈夫な*ところが

ないもの｡

.3 品種特有の酸味 rassig race:侍にリ-ス

リンク超を原料とした場合に適用される｡

.4 酸が多い S良uerlich aigrelefL71'gre/:不

抑発酸の多いもの-輩すぎ (421.2)

.5 金属的酸味 steelystahlig:鋼のナイフで

果物を切ったときのようなかなけ*のあるもの｡

ライン酒に多く軽い*が温和*でない｡

.6 ぴりっとspicy引き締まったpungentpト

kanti,iquant:良い酸味,炭酸ガスの含左と*
とも関係あり一散刺(421.5)-筆耕(.8)

.7 揮発酸多し 酢酸臭 aceticalgL?･eacdtique

acesce7Zl<酢のようなacdteux-酢酸敗(454.1)
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.8 辛殊tartvcrdeur:未熟の原料を使用した

ものや,液酸*していないものか, グリセリン

の分解等による軟い*ところあり-若すぎ(421

.2)-ひりひり (321.4)

.9 歯が浮くfeeltheteethloose

321 顧味の強弱または顧度 acidity

.1 やんわ りsoft<気の抜けたstaleinspid

schale've7716<ぼけた dullflatfadfade<
華磐(410.8):中性*ではあるが新鮮*でなく後

味不足*-巾なし(341.1)-生気なし (422.7)

.2 減酸 abgebaut:酒石の折出またはマロラ

クチック発酵により酸の少なくなったもの-だ

れ昧 (422.6)

.3 どろっと もたもたした schmierig:減

酸*し,酸味がなくなり過ぎたもの-ぴりっと

(320.6)

.4 ひりひりするbitingbissigmorda77t:シ

ャープ*であり,怨分酸味不調和*-刺す(452.2)

.5 舌の尖に感するpoignantspJ'tzziehend

Po7'ntLf:未熟な背臭い*もの,放分酢顧敗*の傾

向あり-ぴりっと (320.6)

.6 堅い hard knockig hartraide:酸が

多*すぎるばかりでなく不快な酸味あり,辛口*

すぎるもの,原料が未然であるうえ醸造技術が

惑いのが原因-やんわり (.1)

.7 酸っぱい sour≦泊uerac7'de<酸敗臭 sti-

chig-i/ヤー70(421.4)-節,臥,酌酸敗(454

.1;3;9)

330 苦味 渋味 astringency:タンニンなどポリ

フェノールの含有五三

.0 タンニン不足 flabby:赤ブドウ酒について,

清覧剤を過剰に使用したsu7-COlleものなど

.1 ビロ-ド棟 velvetysamtigveloute:力強

い*調和のよい*しかもきめ細か*な赤ブ ドウ酒

-滑らか (412.4)

.2 苦いbitterbittergerbigamer>ほろ苦

い slightlybltte:苦味化*したものもあるが,

原料ブドウの品種や作柄によるものもある｡

.3 ざらざらした ざらっぽい渋味 roughness

sandigruderZEguL,uXrCche:エキス分は比

校的多いが酸味が荒い*うえ若い*やや堅い*も

の-荒げすり (.8)

.4 渋いastringentadstringierentastri,tl

genEa'prete:タンニンの多い若い*赤ブ ドウ

7臥 熟成すれば良くなる-将来有望 (420.1)

.5 荒々しい渋味acridherbac7-6(te):多く

は貯蔵中に消失するが,タンニンが多すぎて不

快なもの-えがらっぽい (453.5)

.6 収倣性 puckery2uSam-e-2,iehend:

ざらざらした*しかも酸が多い*もの｡タンニン

過多または亜鉛イオンによる｡

.7 堅い渋味 dur:桶昧*のあるものや亜硫酸過

多*の赤ブドウ酒,旨味*なく,かおりの消失*

したもの｡

.8 荒げすりaustererauhaust∂re:エキス分

も多く,すっきり*しないもの｡ よく熟成すれ

ば渋味が隠れ高燥酒となる-きめ細か (41211)

340 エキス分 extractExtraktexl7-a7isec押

し味 こし(腰) こくみ こくbodyI(6rper

corタ5

ェキス分の多少に関する用語は次の項目(341

;342)に収めた｡エキス分の内容,種類につい

ては分析の結果を仝エキスL}eIlrLTitEectOtEtl

非還元性エキス L'eェTra71["072rddL,ClelLr純エ

キス L'exlrE7itrddu7-1等と区別して表わすが,

きき酒によりこれらの区別を表現する用語はな

い,しかし押し昧*こし*ごくみ*はいずれも枇

分(甘),酸分(酸),潤相分(辛),タンニン(戟)

と密接な関係のある語であり,それらの総合さ

れた香味*をいうことが多いので, それぞれの

項目に収めた用語と韮視するものは除いた｡

.1 石灰昧 goLitdechauェ:炭酸石灰により除

酸した際,石灰分の残ったもの-矯正 (411.3)

.2 灰汁 (あく)昧 tasteoflyegoZitdelessi-

ve:炭酸ソーダ (7ルカリ性)によるもの｡

.3 塩辛昧 塩からい saltybrackigsaum6-

tre:産地が海岸に近いもの-塩味 (440.7)

.4 鋼味 goZudecuzvre:飼イオンの過多によ

る-金属昧(452.4)-鋼混濁 (121.7)

.5 雑隣が多いunpleasingtaste:好ま しくな

い*ものが多いが,異常味*とは区別する-さば

け不良 (310.5)
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341 エキス分の少ないk6rperarnl堤合

.1 揮い thinddnn<巾なし 薄っぺらfaible

amaigri(r):酒精分も少な く弱々しい*肉な

し* 軽い*もの一粒い (342.8)

.2 さびしい 貧相 poorsmallwineklein

pauvrepetitvim:薄い*軽い*弱い*もの｡

粕に水を加えて造った二番酒などをいう-滋味

(342.3)

.3 淡白plane<出がらしleeraPlati<疲れ

た(422.3):好い*さびしい*もの一両平(422.5)

.4 軽い もたれない lightleJ'chtldger:秤

い*さびしい*ものであるが,調和よし*-重い

(342.9)

.5 弱い weaklllager SChwach 〝Laigre:

甜い*さびしい*出がらし*の酒｡やせた相で

収機を多くした場合などが原因-力強い (342

.2)

.6 こくみなしbodllessohneK6rperSanS

corps-物足りない (413.0)

.7 やつれた shortbref couriやせ細 った

abfallenddchELrnd:ブ ドウ酒特有*の香味が

なく肉なし*旨味*なし｡赤ブ ドウ酒では辛口*

のものに多い-膨らみあり (412.6)

8. 貯蔵困難 長持ちしない arml:弱々しい*

称い* さびしい*特色なし* 一人立ちできな

い* あんよが危い*もの一艇全 (412.8)

342 エキス分の多い k6rperreich場合

.1 エキス分過多 klotzig-くどい(.7)-しぶ

とい (.9)

.2 力強いpowerfulnl如htigpuissant:調和

よし* しかも膨らみのある* 幾分ごつい*もの

-弱い (341.5)

.3 滋味 fu11voll fLllligplaL'n:酒柑分,エ

キス分共に多く,膨らみのある*もの -風味よ

し(413.4)

.4 肉あり meatypithykernigcha17-:酸味

も適当にあり,力あり* 妓分ごつい* 男性的*

なふっくらした*もの-渋い (.8)

.5 ふっくら充実した fulトbodiedn1011ig

char71ubienench̀Li7-:垢抜け*したものは濃

醇*であるが,垢抜け*しないものは平凡*で重

い*ものとなる｡

.6 ねばっこい softandfullgrα∫>滑っこい

mellowmarkigpulpeux:酒精分とグリセリ

ンが多く,力あり* しかも後口に旨味あり*

多少重たい*もの-雀快 (412.2)

.7 くどい あくどい からまる unctuous

schnlalzig onctueux:グリセリンが多く油

状*であり,押しが強*すぎ,酸が少ない場合が

多い｡白ブドウ酒ではソーテルン酒のような多

少甘ったるい*もの-あっさり (412.7)

.8 沈設い 批Fgthick氾い口 marrowyvolト

mundigmouleuェ<こってり richmastig

massiv//),Ldchebo乙LChe:ペクチンやグリセリ

ンが多く,肉あり* ごつい*もの｡甘味はそれ

ほど感じない,例えばグラナブの高級酒-符い

(341.1)

.9 ずしり重い しぶといheavydicklourd:

くどい* しつこい*もの 重苦しい*-後味不

良 (413.9)-重たい (130.3)

400 香味 風味 flavourGeschmacksat,ear

got?i:喚iJj;を伴なったIj中香*と昧*の総合され

たものをいう-こくみ 押し昧 こし (340)

410 品格 品位 品 風格 柄qualitycharacter

Art

.0 癖がない characterlesseinfach<中性

(211.0)<平凡 並み 普通(211.0)<無味 風

味なし 味わいなし tastelessgeschmacklos

sanSSaVeur:まづい*ことはない｡

.1 好ましくない unagreeable<下品 unan-

genehnleArtIくleineArt<いやらしい

お粗末な coarsegrossier<まづい いやな

nasty:しぶとい*が平凡* 風味なし*-好まし

い (.3)

.2 すっきり 面白い pleasantpleasingge-

falligcould/tffriand <しなやかな supple

geschnleidigsouPle <矧尖refreshingお

っとり 柄よし 上等 ge/tlLl<美味 alnbro-

sialdelicious:潜楚*であり, 7秒い* さびし

い* ところがあるが香味が完全に調和した*も

の-風味よし (413.4)-生きのよい (420.2)

-借越 (210.4)

.3 好ましい 気持ちのよい agreeablelie♭-
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lich <人好きのする 温雅 優しい amaible

ansprechendaimable:華蓉な* ごつい*と

ころのない,もっと飲みたくなるような 多少

残糖のあるもの-ほれぼれ (.9)

.4 調和よくharmoniousharJnOnischhar-

HFO/JL'eux <滞然と溶け合った 融和 harmo-

niouscombinationfondu <骨がある solid

Rtickgratjambesolideがっしりしたchar-

pe/ltd<結構な sch6n:奇屈であり,ごつい*

力あり* 肉あり* 押しが強い* しかも丸い*

もの-バランスのとれた (420.3)

.5 男性的Herrenwein:刀あり*肉あり*滋

味*あり 独自の品格*があるもの-女性的(.6)

.6 女性的DanlenWein:̂ 好きのする*舌触

りよく*花のような*白ブドウ酒｡赤ブドウ酒で

は華替*TJ:,親分甘味のあるもの-男性的 (.5)

.7 上品 見却 finefeinfL'n <垢抜けした

索敵 FinessegralJL;好ましい* 調対は き*

もの｡

.8 華馨 組織 slim2:artSvelte:酸とタンニ

ンが少ない,しかも酒柑分を感じない,上品*

な余り強い*ところのないもの-ごつい(412.5)

.9 魅越的 なまめかしい ほれぼれする 魅力

ある charmlngbestechendcharJ)Le-好ま

しくない (.1)

411生まれbreedgrowthGewachscrucuvde:

原料ブ ドウ品種と作柄の良否または産地別並び

に醸造方法の当否による差異をいう｡

.0 特色なし 地味 Ausdrucklos:産地,品

種および貯械年別等についていうー独自 (.1)

.1 産地 特白 特別Eigenart<独自の品格

独特 個性 artig<秀逸 抜群 distinguished

vornehm dLStL'JLgue<顕著 markant<純

系 本伯的 authenticgenuineSortenrein

auEhe/LJ/que描純 pur:力強い* 典型的* 高

尚*なもの-品位特有 (320.3)

.2 生粋 生えぬき honestgediegeneArt

ehrlichloyal:自然のまま* 人工的*な と

ころが全くなく,しかも調合したものでないも

の-純粋 (412.8)

.3 加= 琉正され 人1的 ktJnstliche

unreelleArt-偽造(453.2)-;uH否(211.6)

.4 自然のまま naturalnaturreinnatul'el:

補糖*などにより矯正*されていないもの-ブル

ー (311.1)-不自然 (453.2)

.5 パシTl酒楼 ft'gue:原料が過熱し一部分干

しブ ドウ状になっていたもの-干しブ ドウ臭

(440.3)

.6 ハチミツを加えたような honeywine

Itonigartigoe710nWl:粒より*の原料を使用

した酒に特有の香味

.7 タ-ル臭 tarrytaste Teergeslchmack

goiudegoudron:こくのある*タンニンの多

い赤ブ ドウ酒の熟成中に起る特殊の香味｡

.8 市場性ありmal･ketableVerkehrs拍hig

ulal･Ch̀()Ld:健全な* 分析結果からみても異

状*の認められないもの｡

.9 厚ぼったい わずらわしい biggros(se):

特色なし* 重い*もの,程度がすぎると重苦し

い* まプいものとなる｡

412 きめ texture 調和のよさ 調和度 go171

由比t'libre 口当り 口中 mouthfeel-流動性

(130)

.1 きめ細かsilkyglattsoyeux<美妙 戴腰

dainty<デリケート delicatefeindelicat:

脱酸*ではないが優雅* 上品*であり,しかも

調和よし* 微妙*なかおりあり-ビロ-ド様

(330.1)

.2 口当りよし 1ivelylebendigvLf (Dive)

<軽快 スマートvivace:すっきり* 生きの

よい*もの-柔らか(320.2)-生き生き(420,2)

.3 億…雅 エレガントelegant elegant gJ∂-

gallt:重い*がいろいろの香味がデ リケート*に

調和し* 申し分のない*もの,しかし 幾分

軽く* 長持ちしない*酒が多い-秀逸(411.1)

.4 滑らか tactual_とろける smoothandsoft

fundundsamtig glou> 丸い まるみ

fundro)Ld:酒糟分と矧妹が適度であり,特に

グリセリンと色素が多く,批い口*の赤ブドウ

酒一角がある (450.3)

.5 ごつい robustk6rperreich schwer

eEojfd:滋味*あり, ひきしまった*酸味あり

色調も充分であり肥厚*なもの,上品*でなくて

もよい一宏壮 (413.5)一刀あり (430.3)
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.6 膨らみのある corsd<むっちり 整備 た

っぷりした amPleur<丈夫な nervig ner-

veux <頑丈な しっかりした ferme<たく

ましい sturdy herzhaftcoeur:ほかほか*

して調和よく*必成して堅い*ところがなくなっ

ているもの-やつれた (341.7)

.7 あっさり bland dl･OitdegobiE <柿沢

frallCdegoilt:奇淀*でありTLjH廼*なかおりも

あるが印象に残らないもの-くどい (342.7)

.8 健全 sound gesund sain <純粋 rein

fra/zc:市場性あり* 完壁*のもの-不純

(450.2)

.9 高尚 苗餌 edel:産地独特* 均斉のとれ

た*きつい*完熟*したもの一品がある (413.7)

413 喉越し 引き込み 残味 後口 後味farewell

finish aftertaste Nachgeschmack

Abgdng Abgeschmackarridregozit:級

味の強いものを押し昧 (340)があるという｡

.0 後味不足 1acklnglnfinish 物足りない

kurzbreffinicourt一押しが強い (.5)

.1 ブ ドウ酒特有 vinousweinigvineux:醍

味よく* 力あり* 純系*-芳醇 (.7)

.2 うまい おいしい 旨味あり juicysaftig

sゐe:くどい*ほどではないが, リキュー/I/性*

のなれた*もの,アロマとブケ←あり*-氾い

(342.8)

.3 完壁 completeentire欠点なし 文句なし

perfectvollko皿lmen:申し分のない* かお

りもある-冠絶 (.7)

.4 風味よし tasty palatable flavourous

mundend savoureux:すっきり*した滋味*

あり-さびしい (341.2)

.5 宏壮 滋聾 superb 押しが強い wuchtig

pa'teuェ:エキス分が侍に多く盃い*が, 申し分

のない*独自の品格*と滋味*あり,幾分ごつい*

もの｡

.6 もたもたして大味 broad Breit:中性カで

はあるがばらばら*になっているもの-特色な

し (411.0)-とろっとした (321.3) I

.7 労醇 mo71tlmt品がある 立派 noble極上

等 Adelfines∫e氾blligreatgross iliTrib級

品 冠絶 絶品 Spitzengew畠chs IIoch-

75

gew畠chs粒選り(Beeren)au$lesenの原

料でも貴腐ブ ドウはかりを選別 Trocken-

beerenauslesen して仕込まれた酒は貴腐

菌による特有の香味 Botrytisgeschmack

Botrytiston があり,苦扇桃のような苦味

mandelbitterを感ずる一首).占挑臭 (213.4)

.8 重苦しい もたれる plump dpais(se):重

い*ばかりでなく色架やエキス分と酒精分が多

く,酸が少ない不調和な*甘味があるもの-巾

なし (341.1)

.9 後味不良 dGboL're:不快な香味が残るもの

-あくどい (342.7)

420 老若 age熟度 生きのよさ effervescency

-炭酸ガスの合有iii(140)

.1 若い aPrd発酵が完了しているやstunlm

muet:かおりが消失*しているが場合により将

来有望 mellowing Zukunft modlisantの

ものあり-熟する (.4)

.2 生きのよい racyfrish<きびきび さわ

やか 生き生きとした fresh anregend

re2:entuelf:口当りよし* すっきり* して

健全な* 若い* 温和* な酸味あり-痩れる

(422.3)

.3 バランス 釣合い 均斉 均衡のとれた

balanced ausgeglichen eql〃libre:炭酸ガ

スも適度にあり調和よし* 高尚ニトデリケート*

-不調和 (450.4)

.4 耕した 掛れた なれた ripe matured

reifmar:熟し番*ないし貯蔵畜*あり-未熟

(421.3)

.5 完熟 finished iertig entwickelt

auggebautp7･6tfail:過熱香*のないもの｡

場合により捕れた*死んでいる*ものをいう｡

421 若さ :炭酸ガスが残っている場合が多い｡

.1 果汁味 Maischegeschmack goatdu

′uolu:発酵中 goiudetJ･availであり,果汁

臭* 発酵臭*が残っているもの-鋭い (.4)

.2 着すぎ greengrtinzujungve/一Eveld:

未熟Biを原料としたもの,酸が多く不調和*一

才近刺 (.5)

.3 クに淋 未完成 unripeunreifllnfertig

unentwickeltzuriickcru:貯蔵湿圧が低
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すぎたものや大型タンクに貯蔵されたものなど

をいう-黙した (420.4)

.4 シ･ヤープ 切れる 鋭い sharp scharf:

炭酸ガスが多くちくちく発泡するような gassy

prickelnd 舌を刺す*ような白ブ ドウ酒-早

や発泡 (140.2)-引き締まった (320.6)-酸

っぱい (321.7)

.5 蘭刺 effervscentsprit2:ig:炭酸ガスと酸

味を強く感じ, ひりひりする*多くの場合,弱

い* さびしい*もの-動く (140.1)

.6 清澄前 bourru:段初の揮引きをしたばかり

のもの,まだ甘味が残っている-浮引き直後

(121.1)-甘口 (311.5)

422 過熱ないし 老化したもの :過熱番;kあり,

褐変*したものが多い｡

.1 早熟 earlymaturing(ripening)friihreif

prdcoce:原料ブ ドウ品種による,貯蔵期間の短

い割に過熱香*あり｡

.2 ひねた 古い agedgealtertvieL'lle<萎

(しな)ひた 老衰 wlthered sdche(Sdche-

resSe):完熟*しているが,ひね臭い*もの-鋭

い (421.4)

.3 疲れた tired mtide fall-gad:弱々しい*

新鮮さ* 旨味* 口当りよさ*の失なわれたも

の-生きのよい (420.2)

.4 空っぽ 空疎 empty lahm nackt:古酒

に限らず 亜硫酸不足または貯蔵温度が高いも

の-無味乾燥 (.7)

.5 扇平 平板 単調 platt Flat:空っぽ*

出がらし* 生きのよい* ところがないもの-

ぼけた (321.1)

.6 だれ昧 rasSls:疲れた* 古酒- 引き締る

(320.6)

.7 生気なし たるんだ 締まりのない だらけ

た 味もそっけもない 矧姥乾燥 vapidwor-

noutdecrepit zehrenpasS占uSdde'crdpit

claqudmotl("10l,molle)morbE-de:さびしい*

特色のない* タンニン不足*のもの,主として

完熟*後 棒におきすぎて扇平*になった,あん

よが危い よぼよぼ abgestandenのもの-

香味消失 (452.1)-ぼけた (321.1)

.8 枯れた abgelebtblase:色調,香味とも

に劣化*したもの-香味消失 (452.1)

.9 死んでいる totl:貯蔵方法が惑いか,また

は余り長く貯蔵し,枯れ*すぎたもの-劣化

(450.6)

430 漕精分の強弱 alcoholcontentAlkohoト

gradeforcealcoolique:辛口*の酒では押し

昧 こし (340)

.1 水っぽい wateryw色sscrigaqueuxlav6

-割り水 (453.4)

.2 弱々しい Plat<弱小 petit<弱い f'zible

<貧弱 anemique<神南 J7117LCe<軽い (341.

4)<冷たい froid:こくみなく*色調もうすい*

もの-きつい (.4)

.3 刀あり kr畠ftig riche <強い strong

stark fort:酸は少ないが,ごつい* 酒精分

の多いブ ドウ酒特有*のもの-弱々しい (.2)

.4 きつい generousgdnereux:ごつい*が高

尚*のもの く頭へくる あたぴんの heady

brandig caPLteuX CaSSe-tête:補機*しすぎ

たものなど-弱々しい (.2)

.5 強烈 火のような fieryfeurig goiltde

feu<はげしい 焼けつくような ardent:酒

精分が多すぎ,やや不調和*であるが熟した*も

の<強酒粁 spirity fumeux-冷たい (.2)

.6 ほかほか warmingchaud:力あり* 酒精

分は多いが酸は比較的少ない上等*の赤ブ ドウ

酒をいう｡

.7 7ルコール臭 spirituousspiritueux ブラ

ンデー臭 brandy flavour brandeln

schnapsig:アルコール またはブランデーを

添加した補強酒 fortified gesprited て′in

vind,fortifi6

440 特殊の香味または異常 abnormalofftaste

のもの,但し変質 欠陥(450)とはいえないも

の0

.1 シ′ェリー酒楼 florcharactersherrybouquet

Spaniolgoiltdejaunegoatdenoix:煤

きたてのパンのような Brotgeschmack香

味あり,暖地のブドウに特有 siidweinartig

のもの｡
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.2 ベーキング香 baking rancio tasteAlt-

er9geSChmack go戎tderancioへマディ

ラ香 maderi2;edmaderdmade'rise:酸化臭*

のほか特有の香味あり｡

.3 干しブ ドウ臭 raisin goiltderoti:パS/

ト酒楼*または苦扇桃のような苦味*あり｡

.4 芥子 (からし)粉の昧goi2tdemoutarde:

香味の矯正*に使用した芥子粉が残ったもの｡

.5 加薬味 wdrzig:ゲブユルツトラミネ種を

原料とした白ブ ドウ酒に特有のもの,但しリー

スリング種の酒でもよく熟した*濃酸*なものに

みられる0

.6 狐臭 foxflavor Foxgeschmack fox

foxegoatdequeuederenard:アメリカ系

(ラブルスカ)のブ ドウを原料としたもの｡雑種

hybrid の酒にも類似の雑感味 marshytaste

Hybridengeschmackgoatde7ルaraisが

ある-青臭い (451.5)

.7 塩味 塩気 salted salzigsale:食塩を加

えたようなもの-塩辛昧 (340.3)

.8 土臭 Soilyearthytastesmackofthesoil

Boden-,Erd-geschmackgodEdeEel-rOir

:特殊の土壌に栽培されたブ ドウを原料とした

もの-不照 (450.2)

.9 異常昧 foreignflavor Fremdgesch-

mackgoi2tdtranger:ラム酒等を詰めてあっ

た樽に入れ,その香味がついたもの｡

450 変質 spoiledverdorben gdtialte're'に

よる不快味 unsound ddgoi2t その他の欠陥

sick M計ngelFehlerhaftigkeitてJL-cL'eu3:

.0 正常 異常なし まとも normalnormal

norutal:欠陥*なし｡

.1 変昧 umgeschlagen JJLaChd:さばけ不

良* 多くの場合褐変*し,ややE:り* かおりな

し* 重苦しい* または 気の抜けた*ような

もの｡

.2 不評 汚ない foulunsauber不純 nldf-

ranc:異常味*あり,奇彪*なところがないもの.

土臭*のあるものをいうこともある｡

.3 こつこつ 角立つ 角がある eckig grob

kantig cassant:ある成分だけが特に感ぜら

れ,不調和* 重苦しい* きつい* もの-丸

い (412.4)

.4 不調和 不均衡 不釣合 tlnbalanced

untlarmOnisch de'sequilibrd:甘酸っぱい

sour-sweetS魚uresiiSSeaigre-douE再発酵

したものかあるいは減酸*が時機を得ていない

もの｡大味*なものが多い-丸い (412.4)

.5 ばらばら,支離滅裂 gebrochen ごちゃ

ごちゃ durcheinander battu 離れ離れ

gesFpaltengetrenntgest6rtgestossen

高温発酵*や輸送などに原因があり不調和*な

つぶれている*ものが多い一骨がある (410.4)

.6 劣化 deterioratedurchstoifendegdr6-

resce′lCe:貯蔵管理が蔽いためか, あるいは調

合を誤まったもの｡

.7 -人立ちできない unSelbstandig:補糖*

などにより矯正*する必要がある,さびしい*

押いや＼一一層々しい*もの-あんよが危い (422.7)

.8 つぶれている zerschlagetl:味が不調和*

なのを通り越し,ばらばら*に劣化*したもの｡

.9 飲めない undrinkable untritlkbar

imbuvable-好ましい (410.3)

451 主として原料ブドウに起因する欠陥defauES

naturels

.1 霜害臭 FrostgesIChmackglacβ:黒パン

の皮のような特殊の香味あり｡

.2 電害臭 HagelgeschnlaCk goilt de

grele:青カビが生えたような特殊の不快昧*あ

り｡

.3 カ.イジウム臭 gotiEdeoL'diuJ7L:白渋病ま

たはウドンコ病による特殊の不快味*｡

.4 詔-齢柄央 uLL'ldiouse:病害のため酒粕分が

少なく,色調もうすい*ばかりでなくLjlり*特殊

のにおいあり｡

.5 青臭い grassygrasig grasgeschmack

gotiE d'herbe:未熟巣を原料としたものなど

特有の渋味あり｡巣陵昧 stemmy stalky

rasplng taste Kamm-,Stie1-,Rappen-

geschmackrapsiggoz2tdegrappegoi2t

deraflego17tderape粕味*のほか収越に混

入した雑草による臭味 herbygotitd'herbage

も類似のもの,雑種昧*をいう場合もある｡
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.6 海藻臭味 tasteofseeweed(kelp)See-

grasgeschnlaCk goatdevarech:産地が

海岸に近いものに多い｡

.7 腐敗果臭味 Iauligpourri(PouX):原料

ブ ドウがカビていたものなど-カビ臭い(452.8)

.8 冷凍臭味 geld:干しブ ドウ臭*あり 膨ら

み*のない赤ブ ドウ酒を凍らせたことに起因す

るもの｡

452 貯蔵操作の劣悪による欠陥 difauEs

accidenEels

.1 番味消失 抜け静 ausge2:OgendepouL'lle'

拍子抜け laff:清澄 ろ過 除酸などの操作不

良による｡透明*であるがひねた* 生気なし*

-儲刺 (421.5)

.2 亜硫酸過多 iiberschwefelt surSELLfiEe

ざらざらした borstig刺激 臭味 舌を刺す

irritating stechend:堅い* 死んでいる*-

かおりなし (210.0)

.3 ろ過臭 pulpytastebaggytasteoffilter

cloth Filtergeschmack goz2Edefiltre

godtdesacgoiltdemanche:ろ紙臭 goi2t

de papwr アスベス ト臭 Asbestgesch-

mack goiltd'a7niante桂浜土臭 Kiesel-

gurgeschmackgoiZtdeterred'infusoires

などの区別があるほか清澄剤の腐敗等による清

澄剤味 goi2tdecolleのあるものあり｡

.4 金属昧 (かなけ)metallicflavourM二eta-

1lgerchmaCk styクtique got;ideutetal

saveul･mdtallique-金属的酸味 (320.5)-

飼昧 (340.4)

.5 樽臭 CaskytastefustyFassgeschmack

futCgotitdefdt木香 oakywoodygo戎tde

bois:新彬を使用した場合とイオウ焔燕の回数

が多くなり硫酸塩が普鎖して 茄臭 strohig

を伴なう場合などがある｡また樽の内側を焼い

たものでは焦げ臭 burntgotitdebrLLldのつ

いたもの,ピッチを倣ったビール樽に貯蹴しピ

ッチ臭 Pechgeschmack のあるもの等があ

る, なお一般に濁温発酵*のものには楠臭味

Bottichgeschmack goLitdecuveがつく

-堅い (330.7)

.6 セメント臭 goludeL･i/ルeJlE:セメントタン

クのコーチングが不完全のため｡

.7 タンク臭 Tankgeschmack :セメン ト

臭*あるいは金属陣*を伴なう｡

.8 カビ臭い moldySchimmelgeschmack

godEdemoist:カビた樽などに貯蔵したもの

や,腐敗臭臭味*など,むっとするmustytaste

muffig sticksig gotiLdepallleうっとう

しい dumpfもの-樽臭 (.5)

.9 日向 (ひなた)臭 ullaged Luft-,Rabn-

geschmackgoi2td'echaujfdアルデヒド臭

aldehydic過酸化臭 6chaude一酸化臭 (212.

8),亜硫酸が足りないのか主な原因となるが,

白ブドウ酒では多くの場合褐変*して酒彬分も

蒸発し,気の抜けた*ような, やや酢酸の多く

なったものは変敗 go戎Ederance一変昧(450.

1)したもの,Li:,り* かおりなく* 韮苦しい*

ものとなる｡ ビールの日光臭 skunky sun-

struck,-flavourlightstruckと類似のもの｡

453 葡造過程において変質したものAIELfraEio715

.1 高温発酵 hotfermentation versiedet

versotten golud'echaud:ばらばら* 柿

平* 大味* 酢酸臭* 過酸化臭*を伴なうもの

となる｡

.2 混ぜものあり 偽造 adulterated sophisti-

cated gef豆lschten verf畠Ischt gepan-

tschtgetauZtfalsif2'dfrelatisophiSEiquG

加工*した不自然な db王aEurd もの-自然のま

ま (411.4)

.3 粕昧tresterhartTrestergeschmack

marrd-青臭い (451.5)

.4 割り水watereddberstrecktgestreckt

nLOJL〃lla:薄い* 水っぽい*もの｡

.5 遊離亜硫酸が多い soufre えがらっぽい

prickly krat2:ig:酢酸敗* または乳酸敗*し

はじめ捉発酸多し* 沿らか*なところなし一十刺

す (452.2)

.6 甘味加工 補糖 sweetened gestiSSt

ddLLIcord:偽造*による不調和な甘味*があるも

の｡

.7 加熱臭 Cooked taste IiochgeschlllaCk

golitdecultgou dechaudi∂re:色架を抽出

するためなどの目的で架汁を加熱して醸造され
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た赤ブドウ酒｡

･8 硫化水素臭 goiZtdehydrogble'sulfure

腐卵臭 rotteneggflavorB6cksergoiltde

bockgoz2td'oeufsPourris

.9 メルカプタン臭mercaptansMerkaptan-

backsFer gOi2tdemercaptan 悪臭 stinkt

fuide腐敗臭 putridFaulbacksFertiber-

riechend putride ニンニク臭 alliaceous

garlicgozltd'ailなどはいずれも類似のもの｡

454 微生物による変質あるいは疾病 diseases

二Krankheitenmaladies

.1 酢酢敗 prickedstichtigpL'queace5Cen-

ce:酢酸菌により酸敗したもの｡

.2 産膜辞母臭 kahmig Kuhnen rand

Deckengeschmackfleur:酸が酸化され,

気の抜けた*ものが多い｡

.3 乳酸敗 lacticdisorder トルン病 unlge-

schlagen tour716<漬物臭 zickend:粘質

化*することあり｡

.4 苦味化 amertumeBitterwerdenamer-

1urne:赤ブドウ酒に多くグリセ1)ンが分解され

揮発酸が多く*なる, 苦味はアクロレインによ

79

る｡瓶詰後,炭酸ガスの発生を伴なう場合は特

にブス病 タousserという｡

.5 ネズミ臭 mouseymousinessM畠uselge-

schmack goZitdesouris:ある種の乳酸菌

によると同時に物理化学的作用により酒精分,

総酸およびエキス分が減少し,特有の臭気 (一

種の火落香 hiochismellあるいは冷香 悪阻

香 diacetyl)を発するもの｡

.6 粘質化 Lindwerden Zahwerden

graiSSeglaireux:粘る*と同時にわずかに発

泡*するもの｡

･7 酵母臭 yeasty HefebOckser goiude

levure<浮臭 HefegesclmIaCk goi2Ede

lies-発酵臭 (212.2)

･8 澱み水臭 どぶ臭 stagnantbilgewater

Faulges.chnlaCk goi21decroupi<アサの

精練徽臭 BrakwasSergeSClmlaCk:椿の

手入れが不充分である｡

.9 脂肪分解臭 ランシツド臭 rancidranzi-

ger酪酸臭 butyric Butter舶uregtickig

butyrique:油脂類の腐敗したような臭気｡
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