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消費者はパンに“味”、“新鮮さ”、
“健康”を求める

　当社は消費者が食の未来をどのように考え

ているか、パン・洋菓子・チョコレートに何

を期待しているかの調査を3 年に一度、世界

規模で行っている。直近では2014年に25 ヵ

国を対象とし１万1,000人にヒヤリングを行っ

た。それによると消費者がパンに求める要素

は“ 味”、“新鮮さ”、“健康 ”との結果が出た。

日本において食品に新鮮さを期待する割合は

27％で、他の先進国と同様に低い数値であっ

　同イベントは、消費者が食べ物をおいしいと

感じるのは嗅覚、つまり鼻で感じる香りからが

80％であるということを背景に、香りの重要性

に注目。パンの香りに大きな影響力を持つの

が乳酸菌と酵母の働きによる “発酵” であり、

それを最も効果的にパンに表現することがで

きるのがサワー種であるということを、様々な

視点から講演した。

　開催に当たり挨拶に

立ったベルナルディノ社

長は、「当社では“パン

の未来は過去に由来す

る” と考えている。パン

の歴史は古代エジプト、

ギリシャ、ローマを経て 

世界 各地に広がり、そ

の土地特有のおいしさの秘密はサワー種にあ

ることが分かっている。香り豊かなパンに欠か

せないサワー種を当社は研究しており、本日は

その成果を発表したい」と話した。

　講演の後半には、料理を引き立てる日常パ

ンの数々を紹介する「パンとお酒とお料理の新

しいおいしさの発見 」と題して、同社が提案す

る “フードペアリング・コンセプト” をベースと

したロテスリーレカンの料理に寄り添うパンが

提供された。 パンを製作したのはレカンのブー

ランジェシェフ割田健一氏で、厳選した同社の

サワー種を用いて、4種類の個性豊かな味をつ

くり出した。また、デザートはピュラトスのテク

ニカルセールス部・小林みや氏が製作した。

　本紙では、講演会の要旨とパンと料理、お

酒との組み合わせを紹介する。

　ピュラトスジャパン（ジャン・ピエール・ベルナルディノ社長）は 9月
13日、“ 消費者がパンに求める魅力的な味や香りとは何か ”を考える
特別イベントを、東京・銀座のレストラン、ロテスリーレカンにて開催。
製パン関連企業などから約30 名 が参加した。 

ピュラトスジャパン

特別イベント「Bread & Beverage Night 」開催

消費者の購買行動に影響を与える
“パンの風味” を考える

前菜に合わせた「ヨーグルト・ミルクパン」

「アミューズパン」（右）

肉料理に合わせた「パン・ド・カンパーニュ」

魚料理に合わせた「セーグル」

デザートの「一口ドーナツ」

“パンの未来は
過去に由来する”をテーマに

「消費者が食品を
選ぶ時の基準について
～パンにおける香りの
重要性～」

講演Ⅰ

マーケティング部

中井 崇氏

ベルナルディノ社長
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た。対して新興国は新鮮さを期待する率が高

いのだが、これは日本の食品はすでに新鮮で

あることの裏付けではないかと考えられる。つ

まり“新鮮であることは当然”としている消費者

にパンの新鮮さをどのようにアピールしていく

か。パンの新鮮さを表すのは「食感 」と「香り」

であるが、本日はテーマである”香り”にフォー

カスした。

　さて、ものを食べるときには、そのおいしさ

を鼻と舌で感じる割合は実に80％対 20％で、

香りが大きな役割を果たしている。例えば風

邪を引いたときには味覚が鈍ったり、また鼻を

つまんでカレー風味のスナックを食べたとした

ら、塩味はわかっても、スパイシーな風味は

感じられないことからも理解いただけるであろ

う。そして嗅覚は、記憶や感情を司る脳の海

馬や偏桃体に直接つながっている。香りと記

憶の関係性を示す“プルースト効果”という言

葉をご存じだろうか。仏の作家マルセル・プルー

ストの小説「失われた時を求めて」の中で、主

人公がマドレーヌを紅茶に浸し、その香りで幼

年時代を思い出す下りがあり、これを踏まえて

プルースト効果とは、“香りによって記憶が呼

び覚まされること”を指す。雑踏の中で嗅いだ

香水の匂いが昔交際していた相手と同じで、楽

しかった情景がフラッシュバックした経験、あ

るいは特定の料理の匂いを嗅ぐと実家での団

らん風景がよみがえるなど、思い当たることは

ないだろうか。香りは感情に訴えかける最も重

要なツールであると言われている。

「返り香」を知覚できる生物は
ヒトだけ

　次に香りの感じ方について。焼き立てパンの

香りに誘われて、ついつい買ってしまう経験は

誰でもあると思う。香りは食べる前だけではな

く、口に含んだとき、飲み込んだとき、飲み込

んだ後で戻ってきて鼻から感じられるなど、タ

イミングによって感じ方が変わってくる。これ

らの段階をお酒の世界の表現でそれぞれ「上

立香」、「含み香」、「吟香」、「返り香」と言

うそうだ。また、米国イェール大学の神経生物

学教授であるゴードン・シェファード博士は、

返り香が一番重要であると話しており、「美味

しさの脳科学」という著書に「ヒトは喉越しか

ら匂いが知覚できる生物であるからこそ食文

化が発展した」と記している。印象に残る香り

は記憶に深く結び付き、その商品を買ってみた

いと思わせる効果を持つ。当社のサワー種製

品はこの飲み込んだとき、そして飲み込んだ後

に感じられる味と香りにアクセントを置く製品

を取りそろえている。パンにおいて忘れられな

い香りは忘れられない商品となり、消費者の心

にとどまり、香りの余韻、返り香が次の購買行

動につながるのだ。

風味豊かな香りを引き出す 
サワー種の鍵を握るのが 

“乳酸菌と酵母”
　おいしさの鍵である香り。その香りに深く関

与しているのがサワー種であり、それは微生物

が醸し出す目に見えない世界である。本日は、

なぜサワー種がパンにとって大切なのか、その

秘密を解き明かしながら、当社のサワー種製

品を紹介していきたい。

　初めにパンの歴史を紐解いてみる。パンは

古代エジプトの時代から発酵種を用いてつく

られ 、まさに発酵のおいしさがパンに加わった

画期的なこの時代、ある程度のパンが一度に

焼成できるオーブンが開発されたため、ピラ

ミッドの建立に携わる人たちの賃金としてパン

が支給されたといわれている。パンが日常の

食べ物となったのは古代ローマからで、人の動

きとともに瞬く間に世界各地へと広がり、その

地で個性豊かな数多くの種類が生み出されて

いった。世界ではアメリカのサンフランシスコ・

サワー種をはじめ、その風土に基づいたサワー

種からその土地土地のおいしさを持つ多種多

様なパンがつくられている。昨今では、海外に

出かけた人々が現地で食べたおいしいパンを

食べたいという本場志向も高まっており、それ

に応えることが重要ではないかと思う。

　世界各地の風味豊かでおいしいパンを支え

ているのがサワー種である。サワー種の原料

は、粉、水、その土地に住む微生物という非常

にシンプルなものであり、これらが混じり合い

発酵というプロセスを経て、それぞれ異なる独

自の風味を生み出している。発酵のいちばん

の要となるのが微生物の存在である。その働

きであるが、乳酸菌が乳酸を生成して雑菌の

繁殖を抑制。また菌体外酵素によりタンパク

質が分解され 、おいしさの素となる呈味成分の

ペプチドやアミノ酸を生み出し、さらに酵母の

アミノ酸代謝によりフルーティーな香りなどの

芳香成分が生み出される。このように多種多様

で風味豊かな香りを引き出すサワー種の鍵を

握るのが、「乳酸菌」と「酵母」という2つの微

生物であり、これらが手を取り合うことで複雑

な味や香りを生み出し、無限大のおいしさを醸

し出している。

ピュラトスのサワー種を組み合わ
せることでパンに個性を

　当社のサワー種製品ブランド『サポーレ』を

紹介する。サポーレとはイタリア語で風味とい

う意味であり、現在日本では7種類を展開し、

いろいろな風味を持った製品をお届けしてい

る。自家製種をつくっている方々から、「良質

で安定した種をつくるには、熟練の技術者が

いないと難しい」「たくさんの種類をつくるに

は設備投資が必要」という悩みをよく聞く。そ

のような悩みを解決する一助となるのが、多

種多様な風味と安定した品質を持つ当社のサ

ポーレ製品である。では、市場に他社製品が

数多くある中でサポーレ製品の優位性はどこ

にあるのかを説明したい。

　まずサワー種の要である微生物の選定・培

養に力を注いで製品の開発を行っている。ま

「サワー種の底力
～おいしさの記憶を呼
び起こす香り～」

講演Ⅱ

研究開発部

山本麻里氏
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た、外部分析機関に委託し、サポーレ製品を

添加したパンの香りと味を分析。風味という見

えないものを可視化し、お客様の求めるものを

一緒に探っていくツールを構築している。特に

味分析の結果から、当社のサポーレ製品は「他

社製品と比べると口の中に余韻として残るコ

ク」と「口の中に入れたときに感じるコク」の数

値が圧倒的に高く、これは最終製品の味に“深

み”と“厚み”を付与し、食べた人の記憶に残る

深い味わいをもたらすことができるのだ。

　では、このサポーレ製品を使ったパン製品

は皆同じ味になるのではないかと聞かれること

があるが、使っている粉、具材、工程が違えば

それぞれの味わいが出るので、そうした心配は

ない。逆に、使っている自家製種をサポーレ

製品と併用することで、プレミアム感、すっきり

感、カジュアル感という、いろいろな方向性の

味を出すことができる。料理の隠し味のように

使うことで、一味違った独自の味わいを追及し

ていただける。また、特におすすめしたいのは、

サポーレ製品同士の組み合わせ。例えばブリ

オッシュ生地に『フィデリオ』を単独で使うと、

バター風味が際立ちすっきりとした後口となる。

そこへ『カルメン』をプラスすると、後味の余韻

が続くおいしさが生み出される。サポーレ製品

を合わせることでうま味の相乗効果により、新

たなおいしさ、より深い味わいが得られる。「さ

らなる深み」を提供できるサポーレ製品をパン

づくりに是非役立てていただきたい。

サワー種を学び、 
保護するのが使命

　世界中には、様々な発酵食品がある。それ

ぞれ長い歴史があり、文化・環境と結びついて

いるものだ。ワイン、チーズ、そして当社が位

置するベルギーは小さな国であるが、1,000以

上のビールが存在する。また発酵食品のひと

つであるパンは長い歴史を持っており、ワイン

と同じようにしかるべき評価を受けるべき存在

だ。

　パンにおけるサワー種の歴史は5,000 年以

上前にさかのぼり、パンの多様性を生み出して

いる。ところが、ここ近年はイーストの発明に

より、作業も効率的になったが、パンの味も均

一化してしまっているようだ。ピュラトスのミッ

ションとしては、サワー種を学ぶこと、その知

識を保護していくことにある。次なるミッショ

ンはサワー種の多様性を未来につないでいくこ

とである。サワー種の有用性をパン職人に、そ

して最終消費者にまで伝えていくことも重要で

ある。サワー種を使用したパンを市場に紹介

することにより、輝かしい未来が待っていると

考える。

　さて、当社がどのようにサワー種市場で活動

してきたかを紹介したい。ピュラトスはready 

to use(すぐに使える)サワー種製品を提供する

メーカーとしてのマーケットリーダーであるが、

その歴史は1989年、ある研究員がサンフラン

シスコのサワー種を持

ち帰ったことに始まる。

94年に最初の工場を設

立し、液 状、粉状のタ

イプの製造を開始した。

2007年には米国海岸に

製造工場を、10 年には

05年に開発した『オーテ

ンティック』の製造工場

をベルギーに竣工した。

そしてスペインでも製造

を開始し、昨年はイタリアにて1923 年からパ

ネトーネ種を継いでいる工場を買収した。この

ようにサワー種の需要拡大とともに、製造施設

の拡大を行なっている。

サワー種に特化した 
研究開発施設

　そして、マーケットリーダーであるとともに

ヴィジョンリーダーとして、イタリアのサワー種

の権威であるゴベッティ教授と共に、98 年か

ら3年に一度、国際シンポジウムを開催してい

『フィデリオ』と『カルメン』をプラスしたパンと『フィデリオ』
単独での風味の違い

「ふくよかな味や香りに
魅せられて～欧米市場の
サワー種・サワー種ブ
レッドの市場について～」

講演Ⅲ

ピュラトス本社
BUフレーバー ディレクター

ステファン・カペル氏

ピュラトス社のサワー種への取り組み。94 年にベルギー・サンヴィッ
ツに最初の工場を竣工。07年米国・チェリーヒル、10 年ベルギー・
アンデン、12 年スペイン・シィルス、15 年イタリア・ラ スペツィアと、
工場を拡大している

〒104-0061　東京都中央区銀座 2丁目 6番12号　大倉本館
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　欧州ではパンづくりの基本に立ち戻っている

傾向があり、少ないイーストでの長時間発酵、

オーバーナイト製法などが再び脚光を浴びて

いる。また健康志向に沿った、古代穀物、当

社製品のソフトグレイン、発芽した穀物などを

使用したパンもトレンドだ。そしてサワー種に

関しては、単独ではなく複数を組み合わせて使

用するなどが人気で、味も複雑化している。ま

た、TVの料理番組でもサワー種使用のパンが

よく取り上げられており、サワー種はパンにお

いしさを付与するという認識が消費者の中には

広がっている。

　海を渡った米国では、多く消費されるのは、

食パンなどのソフトなパンであるが、クラシッ

クなパンがやはり人気となっている。西海岸で

のトレンドセッターはカントリーブレッドで有名

な“タルティーンベーカリー”、また7種のサワー

種を使用しているという“アクメブレッド”など。

個人店だけでなく、大手メーカーの“ラ・ブレ

ア”、ベーカリーカフェの“パネラブレッド”、スー

パーマーケットの“ホールフーズ ”などでもサ

ワー種のパンを扱っている。以上のように欧州

や米国の市場では、パン作りの原点に立ち戻っ

た、サワー種を使用した味わい深いパンが求め

られている。 　講演の最後は、「Bread ＆ Beverage Night」

として、ロテスリーレカンのフルコース料理とア

ルコールに添えるパンを紹介。そのパンは、同

社が提案する“フードペアリング・コンセプト”

をベースとし、厳選したサワー種を用いて製作

された今回のためのオリジナルメニューである。

　オードブルからメイン料理までの4品に添え

るパンを製作したのは、レカンのブーランジェ

シェフ割田健一氏。料理の具材や調味料そし

てお酒の味、香り、製法にまで切り込んで、パ

ンとの相性を引っ張り出した割田氏ならではの

作品が披露された。またデザートとして提供さ

れたドーナツ2品は、ピュラトスのテクニカル

セールス部の小林みや氏が女性ならではのアイ

デア発想が随所に生かされたメニューとなっ

た。

　「パンと酒類との共通項は“酵母”。同じ発酵

食品であることから、パンとワインの相性の良

さは言うまでもないが、パンとビール、パンと日

本酒との食べ合わせも提案したい。日本人のパ

ンの喫食機会は、朝食は8割、昼食では4割が

パンを食べるが、夕食でパンをとる人は1割を

切る。夕食需要をいかにつかむかに業界も腐

心しているが、料理だけではなく、相性の良い

アルコールを軸として考えることで新しい需要

が開けるのではないかと考えている」と同社の

中井氏。夕食でのパンの需要喚起はアルコー

ルがポイントとなるのではないかと提案した。

る。また、当社のマイルストーンとなっている

のがベルギーのブレッド・フレーバー・センター

である。こちらはサワー種に特化したユニーク

な研究開発施設だ。サワー種はその多様性が

重要であり、その菌株を保存するために2013

年、同施設内にサワー種ライブラリーを開設し

た。パン職人個人が家族単位でつないできた

ユニークなサワー種を、世界各国から収集し、

現在84種所蔵している。最も古いものは100

年以上、同じ一族によりつながれてきた中国の

饅頭のサワー種である。ライブラリー内では

定期的に種継ぎを行い保管しているため、労

力が必要であり、新しいサワー種は年に最大

20種程度しか収容することができない。しか

し、世界には何千というサワー種が存在するた

め、新しいツールを考えているので、期待して

ほしい。残念なことに日本のサワー種は未所

蔵なため、皆様のご協力をお願いしたい。

欧米ではサワー種使用のパンが
トレンド

　先に発表があったように、消費者が求める

のは、おいしくて健康的なパンであり、それを

実現するのがサワー種なのだ。

パンとお酒と料理の、
新しいおいしさを発見するためのパンメニュー

「アルコールを軸とした新しい需要を開拓」

ピュラトス製品がどのようにパンに使われているかなどを説明するピュラトスジャパン テクニカルセールス部ディレクターの長谷川雅明
氏（左）。4 品のパンメニューを製作したレカンのブーランジェシェフ割田健一氏（中央）。ピュラトスジャパン テクニカルセールス部スー
パーバイザーの小林みや氏（右）はデザートの一口ドーナツを女性の視点で製作。

プレゼンテーション
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「Bread ＆ Beverage Night」でのパンと料理とお酒

添えるパン：『アミューズ・パン』（使用したピュラト
ス製品：オーテンティック・オリジン4.0％）
合わせるお酒：ベルギービール「レフ・ブロンド」（上
面発酵酵母を利用した、フルーティーで軽い飲み
口）
割田シェフの視点：後味にスパイシーな風味を感じ
るビールとバランスをとるために、パンは繊細な香
りで仕上げた。3cm ほどの小さいパンのため 、香

添えるパン：『ヨーグルト・ミルク
パン』（ 使 用したピュラトス製 品：
オラコロ 3.0 ％、フィデリオ 2.0 ％
／サポーレ・ソフトグレイン（PJ）
40.0％）
合わせるお酒：白ワイン「サンセー
ル・ル・ロショワ 2014」（シトラス
系の香り、軽いフルーティさとキレ
のある酸味がある）
割田シェフの視点：パンは、サワー
種とヨーグルトで酸味に広がりを
持たせ、ミルクでまろやかにかつ
柔らかく仕上げている。サワー種
で風味付けした雑穀、サポーレ・
ソフトグレイン（PJ）を加えること
で、サラダ感覚で食べられるパン
にした。酸味のあるサワー種 3 種
とヨーグルトという4 種類の酸味を
入れても、サーモンととともに食す
るとすっきりとした軽い酸味となる
ことをアピールしたパンメニュー。

添えるパン：『セーグル』（使用したピュラ
トス製品：フィデリオ3.0％、カルメン6.0％）
合わせるお酒：白ワイン「ブルゴーニュ・シャ
ルドネ 2014」（ボディ感がり、甘さ控えめ）
割田シェフの視点：40 年間伝わっている
短時間で発酵させるパンレシピに、サワー
種 2 種を入れただけで、より深い味わいに
なった。さらにアニスをプラスしてみたら、
料理のソースとパンの相性がぴったりとし
た。今回のポイントはサワー種とアニスで
香りの広がりを持たせたところである。食
べ心地は軽いながらも、口の中での存在
感は残した。

添えるパン：『パン・ド・カンパーニュ』（使用
したピュラトス製品：フィデリオ3.5％、オラコ
ロ2.5％）
合わせるお酒：赤ワイン「ドメーヌ・ド・ラリ
ヴェ 2000」（カベルネを主体とした熟成由来
のすべらかさや風味が特徴で、渋みがありつ
つスムーズな口当たり）
割田シェフの視点：小麦ベースのサワー種を
使うことでパンに熟成感の香りとキレを出
し 、また、その酸味が味を引き立てている。
もう一つのポイントとして生地に黒糖を入れ
ることでほのかな苦みを醸し出し 、ワインの
甘やかな風味を後押しし 、味と香りのよいバ
ランスを実現した。割田シェフのスペシャリ
ティのひとつ。

りと味をはっきり出すために小麦とライ麦のサワー
種ベースのオーテンティック・オリジンを使用。喉
越しのよいビールと同じように、パンもキレのよい
食感にするため薄い生地に仕上げた。またオーテ
ンティック・オリジンのもつライ麦の香りを邪魔し
ないように、グレープシード・オイルを使いまろや
かさを表現した。

一口オードブル4 種「アミューズ」

前菜「サーモンのビーツマリネ　なすのピュレと
クロッカンミニ野菜のコンディモン」

肉料理「北海道産牛フィレ肉のロースト
マルシャンドヴァンバターと赤ワインソース」

魚料理「函館産釣りタラと
フランス産ムール貝のマリニエール」
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　ベーカーの想いのままに 、様々なパンやレシ
ピに対応する。創造性あふれるパンづくりをサ
ポートする製品群である。

カルメン  Carmen
（小麦ベースの液状活性サワー種）

パネトーネ種からパンに最適な菌
株を採取・培養した、乳酸菌による
発酵生成物のデキストランを含む液
状サワー種です。
＜主な特徴・風味＞
・口溶けがよく、なめらかな食感
・まろやかな風味
・きめ細やかな生地
・しっとり、ふんわり

フィデリオ  Fidelio
（小麦ベースの液状サワー種）

サンフランシスコ・サワー種から菌株を
採取・培養し 、シャープな酸味が特徴の
液状サワー種に仕上げました。
＜主な特徴・風味＞
・キレのある酸味、際立つ濃厚感

オラコロ  Oracolo
（ライ麦ベースの液状活性サワー種）

フランスのルヴァンから菌株を採取・
培養して生み出された、芳醇な味わ
いの液状サワー種です。
＜主な特徴・風味＞
・もっちり食感・芳醇なコク味
・自由自在な内相 * を実現（*アプリ
ケーションや配合・工程による）

トラビアータ  Traviata
（ライ麦ベースの粉状サワー種）

ライ麦粉を最良な酵母と乳酸菌で
長時間発酵させ、フルーティーで爽
やかな酸味を持つ粉状サワー種に
仕上げました。
＜主な特徴・風味＞
・香ばしさと爽やかな酸味
・軽い食べ心地

トスカ  Tosca
（デュラム小麦ベースの粉状サワー種）

タンパク質を多く含む硬質のデュラ
ム小麦からつくられる、豊かな大地
と太陽の恵みから生まれた明るい
黄色の粉末サワー種です。
＜主な特徴・風味＞
・酸味マイルド、力強い穀物の香り
・デュラム小麦らしい、腰のあるも
ちもちした食感を付与

パンメニューに使用した
ピュラトス製品「SAPORE（サポーレ“サワー種”）」の製品紹介

添えるパン：『ピンチョスドーナツ（右）／ドーナツ
バイツ』（使用したピュラトス製品：カルメン5.0、
ジョーカー・キモ（PJ）0.5％、ソフター・インテンス・
UF0.2％）

合わせるお酒：日本酒（スパークリング）「山ノ
霞 」（きめ細かい泡立ちと爽やかな味わい、フルー
ティーな香りが心地よい日本酒スパークリング）
小林シェフの視点：大きなテーマは、手を汚さずに
食べられる大人のドーナツ。
①ピンチョスドーナツ＝フレンチのデセールで出さ
れることの多いフロマージュをホワイトチョコレート
で表現した。ふんわり柔らかいドーナツ生地と合う
ように滑らかなゼリー仕立てにしてある。またサク
サクとしたフロランタンも一緒に挟み2つの食感を
たのしめる。隠し味に入れた日本酒はゆずや味噌
の風味のバランスを壊さずにまとめ上げている。カ
ルメンを入れることで、脂っこくなくすっきりとした
味わいになっている。
②ドーナツ バイツ＝口溶け感のよいドーナツ生地
に味噌カスタードを包んだ、一口サイズのドーナツ。
オレンジとほんのり香る日本酒が、さわやかな香
りと上品な口当たりを実現し 、さっぱりと食べられ
る。生地にポテトスターチを練り込みもっちりとし
ているが、全体に軽い食感に仕上げている。

デザート「一口ドーナツ」


