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エタノールを使用した清酒のアミノ酸度分析方法の検討

藤田晃子*・塚本香・橋本知子 ・遠藤路子・松丸克己・藤井力

(独立行政法人酒類総合研究所)

平成 27年 1月22日受理

A study on methods for analyzing amino acid levels in sake using ethanol 

Akiko FUJlTA， Kaori TSUKAMOTO， Tomoko HASHIMOTO，ν1ichiko ENDO， Katsumi MATSUMARU and Tsutomu FUJII 

(National Resea，陀~hInstitute 01 B柁 wing，3・7-1Kagamiyamα， Higashi-hiroshim.α739・0046，Jap即〕

For the analysis of total amino acid levels in s北e，a method using deleterious formalin， namely form-

aldehyde aqu巴oussolution， has been adopt巴din the National Tax Agency: the prescribed analysis method 

(NT A method). After neutral amino acids react with formaldehyde， they become acidic， then to be titrat-

ed using the alkaline solution. In recent years in J apan， formaldehyde cannot be used without local exhaust 

V巴ntilationsystems， such as fume hoods. Therefore， we have studied the method without formalin. When 

we used ethanol instead of formalin in the NT A method， the titration values show巴da high correlation 

with the amino acid 1巴velas determined by the NT A method. Because the ethanol additional method uses 

almost the same instruments and op巴rationsas the NT A method， it can be expected to be utilized in sake 

industries. 

Keywords:清酒，アミノ酸度，エタノール

緒言

清酒に含まれるアミノ酸はペプチドとともに味の濃

さに関係し，ふくらみや旨みを与える一方，多すぎる

と雑味が増し， くどくなることが知られている。

清酒，合成清酒，みりん，ビール等の酒類，酒母，

もろみ中のアミノ酸の分析については，国税庁所定分

析法(所定法)1)においてホルモール法 2)が採用され

ている。この方法では，検体を中和した後，アミノ酸

のアミノ基をホルムアルデヒドと縮合させ，遊離のカ

ルボキシル基を水酸化ナトリウム溶液で滴定し，全ア

ミノ酸をアミノ酸度として測定する。アミノ酸度は酸

度とともに製造管理や品質管理にとって重要であり，

本論文については， *印著者あて連絡ください。

第 11日巻 第 8号

酒類製造場において日常的に分析が行われている。操

作が簡単で¥高額な分析機器を必要としないが，医薬

用外劇物のホルマリン(ホルムアルデヒド水溶液)を

使用する。

ホルムアルデヒドの取り扱いについては，平成 20

年 3月1日から施行・適用されている「労働安全衛生

法施行令の一部を改正する政令J3)及び「特定化学物

質障害予防規則等の一部を改正する省令」心(厚生労

働省)により規制が強化された。このような背景から，

酒類業界，特にアミノ酸度をもろみ管理に活用するこ

とが多い清酒業界において，ホルムアルデヒドを使用

しないアミノ酸度の分析法の開発が求められることと

なった。
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国税庁所定分析法注解 5)では，全アミノ酸の定量法

としてはホルモール法以外に，アルコール・水酸化カ

リウム滴定法，アセトン・塩酸滴定法，パンスライク

法，ニンヒドリン法等が紹介されている。この中で，

アルコール・水酸化カリウム滴定法については，

WillstatterとWaldschmidt-Leitz6)によりアルコール

溶液においてアルカリ滴定によりアミノ酸を定量でき

ることが報告され，その後高宮 7)により条件検討が行

われた。この方法では次のようにアミノ酸を定量す

る:①アミノ酸水溶液にフェノールフタレイン指示薬

を添加して中和し，エタノールを一定量加える，②こ

の混合液を N/10水酸化カリウム溶液で滴定し，アミ

ノ酸の含有量に応じた滴定値を得る。つまり，ホルマ

リンをエタノールに，水酸化ナトリウムを水酸化カリ

ウムに置き換えれば，従来の所定法と同様の器具を使

用し，同様の操作で分析でき，利点が大きい。そこで，

アルコール・水酸化カリウム滴定法が清酒等に応用で

きるか検討した。

実験方法

1.試薬

和光純薬工業(株)特級を使用した。

2.測定試料

::圭Z需
，同 11ヨ

市販清酒 32点(普通酒・本醸造酒 10点，純米酒・

特別純米酒 17点，純米吟醸酒・純米大吟醸酒 3点，

貴醸酒 2点)の一部または全てを使用した。アルコー

ル分の表示は 5.5度以上 18度未満であった。

アミノ酸水溶液

19種類のアミノ酸試薬(グリシン， L-アラニン，

L-J¥リン， L-ロイシン， L-イソロイシン， L-セリン，

L-スレオニン， L-システイン塩酸塩ー水和物， Lメ

チオニン， L-アスパラギン一水和物， L-グルタミン，

Lーアスパラギン酸ナトリウムー水和物， L-グルタミ

ン酸， Lアjレギニン塩酸塩， L リシン塩酸塩， L-ヒ

スチジン， L-フェニルアラニン， L-トリプトファン，

しプロリン)を使用し，それぞれの濃度が 0.1%とな

るよう調製した。 L-チロシンについては水に溶解し

にくく， 0.1%水溶液を調製することができなかった

ため，除外した。

合成清酒

市販合成清酒 6点を使用した。アルコール分の表示

592 

は11度以上 14度未満であった。

酒母・もろみ

平成 26 年 1 月 ~2 月に研究所で、行った清酒の試験

醸造(総米 100kg)の普通酒(日本晴， きょうかい 7

号アンプル酵母使用)と本醸造酒(山田錦， きょうか

い1801号及び901号培養酵母使用)の酒母ともろみ

を数日おきに採取し乾燥ろ紙でろ過しろ液を試料

とした。

3. エタノール添加による全アミノ酸の滴定

試薬

エタノールは特級エタノール (99.5) (純度 (GC)

質量分率 99.5%以上)を使用した。フェノールフタレ

イン指示薬及びN/10水酸化ナトリウム溶液は所定法

に従って調製した。

指示薬滴定法

検体 10mLをとり，フェノールフタレイン指示薬

数滴を加えて N/10水酸化ナトリウム溶液で淡桃色を

呈するまで中和した。これに一定量のエタノールを加

え，無色に戻った溶液を N/10水酸化ナトリウム溶液

または N/10水酸化カリウム溶液で再度淡桃色を呈す

るまで滴定した。この滴定量 (mL) にN/10水酸化

ナトリウム溶液または N/10水酸化カリウム溶液の力

価を乗じて測定値とした。測定は 2回行い，平均値で

示した。

pH計による方法

検体 10mLをとり， pH計((株)堀場製作所製の

pH METER F-22及び、低電気伝導率水・非水溶媒用

pH電極 6377-10D) を用いて， N/10水酸化ナトリウ

ム溶液で pH8.2になるまで中和した。これに一定量

のエタノールを加え， N/10水酸化ナトリウム溶液で

pH 10.2 ~ 10.4になるまで滴定した。この滴定量

(mL) にN/10水酸化ナトリウム溶液の力価を乗じて

測定値とした。測定は 2回行い，平均値で示した。

4. アミノ酸の定量

清酒試料0.2mL，純水 0.8mL， 2%スルホサリチ

ル酸 1mLを加えて撹祥後， 20 ~ 30分間置き，孔径

0.45μmのメンブレンフィルターでろ過しろ液を日

本電子(株)製の全自動アミノ酸分析機(JLC-500/

V)に供した。

5. 試験室間共同試験

参加試験室

試験は各国税局鑑定官室 11室及び沖縄国税事務所

醸協 (2015)
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Sampling of 10 mL of sake 

'" Addition of several drops of 1.0% phenolphthalein ethanol solution as an indicator 

'" Neutralization using 0.1 mol/L sodium hydroxide until the solution takes on a light pink color 

'" Addition of 25 mL of high四 gradeethanol (99.5% and over) 

'" Titration using 0.1 mol/L sodium hydroxide up to a light pink color 

事
Titration Value = Titration volume (mし)x Factor of 0.1 mol/L sodium hydroxide 

Scheme 1 Procedure for determining amino acids in sak巴byethanol addition. 

This procedure was defined as th巴ethanoladditional method 

関税課の合計 12室で実施した。

検体

上述した試験醸造の製成酒 (500mL瓶詰普通j酉原

酒，アルコール分 18.8度)同一ロットを合併してよ

く混ぜ， 1日静置後， 720 mL瓶に詰め， 4'Cで保存し，

各l本を試験室に配付した。

試験法

Scheme 1の方法及び所定法 3-6-2Al)に定める指示

薬滴定法に従って，試験室ごとに検体のアミノ酸度を

短期間のうちに 3回ずつ測定した。

データ解析

]IS Z 8402-2 : 1999の手順に従って解析を行った。

外れ値の検定 (Cochranの検定(併行)及びGrubbs

の検定(室間))を行った後，併行精度及び室開再現

精度を求めた。

実験結果と考察

多糖類などの高分子の成分が含まれているため，エタ

ノールの添加によってこれらが沈殿したものと考えら

れた。

市販清酒 5点を用いてそれぞれ 10mLに対してフ

エノールフタ レイン指示薬数滴を添加し，N/lO水酸

化ナトリ ウム溶液で淡桃色を呈するまで中和した後，

一定量のエタノール (5，10， 20， 24， 30または 190

mL)を添加し無色に戻った溶液を N/10水酸化カ

リウム溶液で再度淡桃色を呈するまで滴定を行ったと

ころ.いずれのエタノール添加量でも所定法のアミノ

酸度と高い相関を示した (Table1)。 このうち， 24 

-25 mLのエタノールを添加した場合，白濁するが

(Fig. 1，写真中央)，フェノールフタレインの色の変

化を観察する ことができ，所定法と同等の測定値が得

られることがわかった (Table1， Fig. 2A)。また，

j商定に用いるアルカリ溶液は水酸化カリウム溶液から

水酸化ナトリウム溶液に変更しでも差し支えないこと

1.清酒の指示薬滴定法による分析条件の検討 を確認した (Fig.2B)。

高宮 7)は，1%アミノ酸水溶液を検体とした滴定に

おいて，終濃度 97-5096の範囲ではエタノール添加

量の減少に伴い，アルカリ溶液の滴定量が少なくなる

ことを示した。そこで，本実験においてもエタノール

添加量の検討を行った。

清酒 10mLを中和後， 190 mLと多量のエタノ ール

を加えたところ (アルコールの終濃度約 9596)，強く

白濁し時聞が経つと沈殿を生じた (Fig.1，写真右)。

エタノールの添加量を減らすと濁りは弱くなり， 10 Volume of added ethanol 

mL (終濃度約 5096)以下では濁 りがほとんど見られ Fig.l Eff，巴cton appearance of ethanol (99.5) addition 

なくなった (Fig.1，写真左)。清酒にはタンパク質や to 10 mL of sake. 

第 11日巻第 B号 593 
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I'able 1 Study on the volume of ethanol added to neutralized sake in total amino acid determinatio孔

Added ethanol T>______，___ _____"'___ R2 Appearance of solution after 
位1L)RegressionequatIDI1(Coemdent of determlnation)ethanol addition 

5 y = 2.26 x 0.9920 limpid 
10 y = 1.39 x 0.9944 slightly turbid 
20 y = 1.06 x 0.9940 turbid 
24 y = 1.04 x 0.9995 turbid 
30 y = 0.92 x 0.9964 turbid 
190 y = 0.59 x 0.9679 heavily turbid and precipitated 

The parameters x and y indicate the titration values by the ethanol additional method and the NT A method， respectively. 

A 0.1 mol/L potassium hydroxide B 0.1 mol/L sodium hydroxide 

2.0 2.0 

て40ω Eコ= 1.5 
y = 1.04 x 

可20 Eコ 1.5 
R2 = 0.9995 R2 = 0.9994 

〈← z 〈トz 

~ 1.0 0〉、 1.0 
ω コ コω 
間〉 何〉

F35伺 0.5 3戸5伺~ 0.5 

0.0 0.0 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Titration value Titration value 
by ethanol additional method by ethanol additional method 

Fig.2 Comparison of 0.1 mol/L potassium hydroxide solution(A)叩 d0.1 mol/L sodium hydroxide so-

lution (B) as a titrant in the amino acid determination of sake by ethanol addition. 

In this study， 24 mL of ethanol was added after neutralization of 10 mL of sake 

2.市販清酒の分析

1の結果より，エタノールと指示薬を用いた全アミ

ノ酸の滴定法を設定 (Scheme1)，エタノール添加法

(指示薬滴定法)と定義し 市販清酒 29点を分析した

ところ，所定法と同程度の測定値となった (Fig.3)。

また，上記市販清酒のうち 12点について，全自動ア

ミノ酸分析機を用いてアミノ酸の分析を行ったところ，

エタノール添加法の測定値は 20種類の全アミノ酸濃

度と比例関係にあり，滴定値はアミノ酸濃度を反映す

ることがわかった (Fig.4)。この結果は本設定がアミ

ノ酸度の測定法として有用であることを示している。

3. アミノ酸溶液の分析

ホルモール法では，各アミノ酸についての回収率が

異なることが報告されている 8)。本実験においては

19種類のアミノ駿の 0.1%水溶液を検体として，所定

法とエタノール添加法で二分析を行った。測定値を検体
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5 

可苦。Eコ 4 

=〈z 3  
i〉コ、

号ω〉 2 

官トv o ‘z - 1 

。。

y= 1.03x 
R2 = 0.9957 

234  5 

Titration value 
by ethanol additional method 

Fig. 3 Comparison of titration values of sake by the 

ethanol additional method and amino acid lev-

els by the NT A method. 

Twenty-nine sake samples were analyzed us-

ing phenolphthalein as an indicator. 

醸協 (2015)



ノール添加法のみならず，所定法も清酒等のアミノ酸

組成によって測定値が影響を受けることを示している。

エタノール添加法の測定値は所定法と比較してグリシ

ン，アスパラギン酸，グルタミン酸で低くなり，イソ

ロイシン，ヒスチジン，プロリンで高くなった。2の

ように清酒を検体とすると，個々のアミノ酸の影響は

相殺され，両方法は全アミノ酸として同様の測定値を

示すものと考えられた。

4. 分析中の pHの変化

2の分析に使用した市販清酒のうち 23点について，

分析中の pHを測定したところ，検体 pH3.2 ~ 4.7 

(平均 4.2)，中和後 pH7.6 ~ 8.1 (平均 7.9)，エタノ

ール添加後 pH7.9 ~ 8.5 (平均 8.3)，i商定後 pH9.7 

~ 10.2 (平均 10.0)となった。所定法の場合，中和後

にホルマリンを添加すると， pHが6程度まで低下す

るが，中和後にエタノールを添加した場合は，無色に

戻るが pHが低下せずわずかに上昇し，その後の滴定

で終点 (淡桃色)のpHが 10程度にまで上昇するこ

とがわかった。

20'tにおける水の比誘電率は 80，エタノールの比

誘電率は 25である 9)。従って，中和後の検体にエタ

エタノ ールを使用した清酒のアミノ酸度分析方法の検討

(
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y = 9.63 x 
R2 = 0.9556 

2 

。。

40 
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Titration value 
by ethanol additional method 

Comparison of titration values of sake by the 

ethanol additional method and conc巴ntratlOns

of total amino acids 

10 mL中に含まれるアミノ酸 1mmol当たりに換算し

て示したところ，両方法ともアミノ酸の種類によって

測定値に違いがみられた (Fig.5)。このことは，

Fig.4 

エタ

図 Ethanoladditional method 園 NTAmethod 
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ノールを添加すると(終濃度約 70%)，溶液の誘電率

が低下する(自己解離定数が上昇する)ことにより，

アミノ酸とフェノールフタレインの解離平衡が酸性側

にシフトし，フェノールフタレインの水溶液における

変色域 (pH8，2 ~ 10.0)が塩基性側 (pH1O~)にシ

フトした結果，アルカリ溶液での滴定が可能になった

と推測される。実際， 70%のエタノール水溶液にフ

エノールフタレイン指示薬を加えてアルカリ溶液を添

加していくと，無色の溶液がpH10付近で淡桃色に

なることを確認した。

5. pH計による方法の検討

所定法では指示薬滴定法とともに pH計による方法

も採用されている 1)。熟成酒など着色した清酒を測定

する場合には，指示薬滴定法では色の変化を観察しに

くいため， pH計を用いた滴定が有効で、ある。そこで，

4の結果を参考に pH計による測定方法を検討した。

清酒 10mLをとり，フェノールフタレイン指示薬数

滴を添加し， N/10水酸化ナトリウム溶液で pH8.2ま

で中和した後(ここまでは所定法と同じ)，エタノー

ル25mLを添加し， N/10水酸化ナトリウム溶液で滴

定し， pH 10.2， 10.3， 10.4になったところで滴定量を

記録した。市販清酒 32点について測定を行い，滴定

の終点を pH10.2とした場合の結果を Fig.6に示した。

7 

て2φE コ 6 

〈← z 5 

」〉コ、4 

~ 3 
何〉

言ト
。
o 1 234  567  

Titration value 
by ethanol additional method 

Fig. 6 Comparison of titration values of sake by the 

ethanol additional method and amino acid lev-

els by the NT A method. 
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Thirty-two sake samples were titrated up to 

pH 10.2 using a pH meter. 

終点を pH10.3とした場合は回帰式 y= 0.97x，決定

係数R2
= 0.9905，終点を pH10.4とした場合は回帰

式y= 0.92x，決定係数R2= 0.9905となった。終点

をpH10.2 ~ 10.3に設定すると，所定法と同程度の測

定値が得られることがわかった。

6.市販合成清酒の分析

合成清酒については酒税法施行令 10)第三条第二項

第一号において， ["財務省令で定める方法(所定法の

pH計による方法)により測定した場合における原容

量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和

する0・ーモル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液

の容量が0・五立方センチメートル以上(アミノ酸度

が 0.5以上)であること」と定められている。

合成清酒の原料として使用されているアミノ酸には

グルタミン酸，グリシン，アラニン等が多いことから，

3の結果よりエタノール添加法では所定法と比較して

測定値が低くなることが予想された。実際に，市販合

成清酒 6点を 5の方法(終点 pH10.3)で分析したと

ころ，測定値 (0.5，0.5， 0.6， 0.6， 0.6， 1.8) は，所

定法の測定値 (0.7，0.7， 0.7， 0.8， 0.9， 2.0) と比較

して全ての試料で 1~3 割低くなった。

合成清酒は特定のアミノ酸が多く，組成が製品ごと

に異なることから，合成清酒へのエタノール添加法の

適用は難しいと考えられた。

7.酒母・もろみの分析

醸造中の酒母ともろみを数日おきに採取しろ液の

アミノ酸度をエタノール添加法及び所定法，それぞれ

指示薬滴定法及びpH計による方法(終点 pH10.2及

び10.3)で測定し，結果を Fig.7に示した。酒母，も

ろみ共にアミノ酸度の挙動は全ての方法で概ね一致し

ていたが，測定値には方法による違いが見られた。

指示薬滴定法の場合，所定法とエタノール添加法で

ほぼ同様の測定値を示した。

一方， pH計による方法の場合，指示薬滴定法と比

較して，所定法は酒母ともろみの初期に測定値が低く

なる傾向が見られた。エタノール添加法は酒母で高く，

もろみで低くなる傾向が見られた。終点の pHを10.2

とした場合は所定法・指示薬の分析値との差がもろみ

で大きく(最大でー 0.2: Fig. 7B， D)， 10.3とした場

合は酒母で大きくなった(最大で+0.2 : Fig. 7A， C)。

先の 5の実験 (pH計による方法)において，エタノ

ール添加法で高い値を示した清酒(所定法 4.5，エタ

醸協 (2015)
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Fig.7 Comparison of d巴t巴rminationmethods for amino acids contained in seed mash(A and C)and the main 

mash (B and D) filtrates during fermentation. 

• . NT A method with an indicator;企.ethanol additional method with an indicator; 0 . NT A method 

with a pH meter; X • ethanol additional method with a pH meter(up to pH 10.2); * . ethanol additional 

method with a pH meter(up to pH 10.3) 

ノール添加法4.8; Fig. 6)は，メーカーの表示でアル

コール分 10~ 11度，日本酒度一 70となっており，

pHが3.9と低めであった。エタノール添加法で終点

のpHを設定した場合 i酉母やもろみで所定法と測定

値が一致しないのは，試料のアルコール濃度や酸度等

の影響で実際の終点がずれるためと考えられた。

この他，普通酒の酒母 2本及びもろみ 2本，本醸造

酒のもろみ 2本について並行して仕込みを行い，ろ液

のアミノ酸度の分析を行った結果. Fig.7と同様のパ

ターンを示した。

8.試験室間共同試験

清酒のアミノ酸度分析法の妥当性を確認するため，

12試験室においてエタノール添加法及び所定法に定

第 110巻 第 8号

める指示薬滴定法に従って清酒 1点のアミノ酸度を測

定する共同試験を実施した。その結果，外れ値は検出

されず，エタノール添加法は所定法と同様に良好な再

現性を示した (Table2)。

以上より，エタノール添加法でも所定法と同じ器具

を使用し所定法と変わらない操作で分析可能で九同

じ分析値を得ることができることがわかった。今後，

規制の厳しいホルマリンを使用する所定法に代わる方

法として製造現場で活用されることが期待される。な

お，清酒ではアミノ酸度の記帳は必須ではないが，記

帳する場合は所定法によることとされている。今後，

エタノール添加法による測定値が記帳できるよう必要

な手続きを取り，普及に努めたい。

597 



藤田・塚本・橋本・遠藤・松丸・藤井・エタノールを使用した清酒のアミノ酸度分析方法の検討

Table 2 Statistical summary of results of the interlaboratory study on the巴thanoladditional method 

and the NT A method 

Ethanol additional m巴thod
Grand mean 1.74 

NTA method 
1.75 

R叩巴atabilitystandard deviation (S，> 0.034 0.031 
Relative r巴peatabilitystandard deviation (RSDp %) 1.9 1.8 
R巴producibilitystandard deviation (SR) 0.071 0.069 

3.9 Relative reproducibility standard deviation (RSDR， %) 4.1 

This study was perform巴dusing phenolphthalein as an indicator in 12 laboratories. 

要約

1.清酒のアミノ酸の分析において，所定法の中性ホ

ルマリン溶液をエタノールに置き換えたエタノール添

加法を検討し，エタノール(純度 (GC) 質量分率

99.5%以上)25 mLの添加，さらに pH計による場合

は終点の pH10.2 ~ 10.3への設定で，所定法と同等の

測定値が得られることがわかった。

2.所定法とエタノール添加法では，どちらも各アミ

ノ酸への滴定値が一定ではなく，合成清酒等のアミノ

酸組成に偏りのある検体の測定には向かないことがわ

かった。

3. 酒母・もろみのろ液について検討したところ，エ

タノール添加法のうち，指示薬滴定法は所定法の値と

よく一致した。 pH計による方法は所定法の分析値と

一致しなかったものの， もろみ中の分析値の挙動は一

致した。
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