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奄美大島の伝統飲料「ミキ」の分析

久留 ひろみ 1・吉崎(尾花) 由美子 2・玉置尚徳和田浩二 1・伊藤清 l
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Analysis of miki (a traditional beverage in Amami Island) 

Hiromi HISADOME¥ Yumiko YOSHIZAKI (OBANA) 2， Hisanori TAMAd， Koji WADA1
， and Kiyoshi ITd 

(J The United Graduate School of Agricultural Sciencω， Kagoshimaω1Iversi似 1-21-24Korimoto， Kagoshima-City， 890伽

0065 

2Contribution Course ofShochu Science and Technology， 1-21-24 Korimoto， Kagoshima-City， 890-0065) 

Miki (a traditional beverage in Amami Island) was prepared in a laboratory from boiled rice and raw 

sweet potato， The compositions of miki were analyzed. Th巴自uidityincreased rapidly after mashing and 

the starch in raw materials was hydrolyzed to form maltose. This hydrolysis was catalyzed by s -amy-
lase in the raw sweet potato. The acidity increased rapidly after mashing and a refreshing flavor was 

formed. The acid compositions were mainly lactate and acetate. The lactates were about 70% D-form and 

30%しform.The ethanol concentration was less than 1% after 1 week fermentation so miki is not an alco-

holic drink. 

Keywords:ミキ，盟主組成，糖組成，乳酸

繕 国

ミキとは，奄美大島の伝統的な飲み物で背は，家庭

でも作られるなど古くから奄美大島の人々に馴染みの

深い欽み物である1l。ミキは，米・白糖・サツマイモ

のみで作られ，近年自然食品として注尽されている。

この飲料は甘く， 2日目ぐらいから発酵し酸味が出る。

また，沖縄にもその分布が見られるが 2) 奄美大島の

それとは若干製法や品質が異なると思われる。

このようにミキは馴染みの深い伝統飲料であるが，

それを科学的に研究した事例はほとんど見られない。

健康食が注目されている今， ミキについて科学的な研

究を行っておくことには大きな意義があると考える。

また，スローフードや LOHASが注尽されている現在，

伝統食に光を当てることのー効となれば幸いと考える。

将来， ミキの製造を合理的に管理する際にも，有効な

第 105巻 第 3号

情報となることが期待される。

実験方法

1. ミキの仕込み

ミキの伝統的な製法の一例を Fig.lに示したが，本

方法は米を粉砕する等の煩雑なステップを踏む。そこ

で，再現性を高めるために，梗米の粉(上新粉)を原

料とする方法に変更した。その方法の概略を Fig.2に

示した。なお，伝統的な製法ではショ糖を加えるが，

これは飲み味をマイルドにするためのものである。本

研究においてはこれを省略し以下のデータは全てシ

ョ糠を使用しないものである。

飲み頃は 2~3 日経過後とされるが，これは主観的

なものである。

なお，使宜的に仕込み当日の日数を oB目，以後

24 時潤経過する毎に 1~6 日目とした。
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Polished rice CPolishing raむ0;93%) 500 g 

卜 St叩 ng… ゆ Cabsorption山 at巴rISめ01ω%)

i w蜘 1，200凶|

Raw sweet potato (peeled Kogane-sengan) 100 g 

|Wa町 200ml I 
Grinding for 30 seconds 

Mixing 
v 

I Sucrose 

トGrI!蜘

石司] 
Heating (100 OC) for 30 minutes 

Cooling to 30 Oc 

↓山川5
0
C

Sampling 

Fig.l Procedures for preparing mikj(traditional method) 

Raw sweet potato (peeled Kogane司 sengan)100 g 

|Water 200 ml I 
Grinding for 30 second 

|Wa加 1，350ml I 

Heating (100 OC) for 30 minutes 

Cooling to 30
0
C 

Mixing 
v 
↓ Incl尚昆tionat 25 Oc 

Sampling 

Fig.2 Procedures for・preparingmiki (laboratory method). 

2岡原料

ミキの仕込みの際の原料は，全て身近に手に入るも

のを用いたので，特に記載は省略する。いずれも，鹿

児島大学周辺の宿舗で日詩人可能なものである。甘藷は，

fコガネセンガン」を用いた。1lJ溶性デンプンはナカ

ライテスク(京都)のものを使用した。

3. 分析方法

特にことわらない場合は，国税庁所定分析法 3)を準

用した。なお，エタノールについては，濃度が低く誤

差が大になると考えたので， Roche社製のヱタノール

測定キットを用いた。また，全体の重量変化からも計

算により推定した。 i夜景の変化については，遠心分離
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後の液量で表した (mI/100g)。遠心分離は 10.000g，

10分の条件で、行った。努度については，メスフラス

コを賂いて 50mlの黍最をiRlJ定し(l5t)，計算によ

り算出した。還元糖の測定は. Lane-Eynonの逆滴定

法を採用した。また，全糖については塩酸によるデン

フ。ンの加水分解の後，還元糖をiRIJ定したO 沈殿中のデ

ンプン価は，沈殿を水で l回洗浄後，坂酸で加水分解

しデンプン価として求めた。 D'L乳酸の分別定量は，

Roche社製の D，L乳酸分別定量キットを用いた。

4. 高速液体クロマトグラフィーの条件

酸組成と糖組成については，高速液体クロマトグラ

フイー (HPLC) を用いて測定した。分析の条件は

醸協 (2010)



Fig.3に言己した。

酸については， O.Olmol/lの酸を含有する液体を標

準液として用い，糖については 0.05mol/lの糖を含有

する液体を標準液として用いた。向者ともに， 10μl 

を注入し絶対検最線法により した。

実験結果及び考察

1. ミキの成分変化

タiえあるいは米粉の蒸煮直後は粘皮が高く流動性が全

くなかった。生イモ粉砕物の添加後は急速に流動性が

増したが， 0日目は液状になるには至らなかった。し

かし 1日目以降は，残i査が完全には分解せず濁って

いる状態ではあるものの，液状で流動性は増していた。

ミキ仕込み中の重量，液量および密度の変化につい

て， Fig.4に示した。なお重量の項目 ，l.-j、外については，

仕込み直後は，粘度が高く測定不可能で、あった。

また， Fig.4には上清中の会糖および還元糖の最も

併せ示した。

仕込み直後の会糖最(沈殿中の会糖量として表示)

については，粘度が高く試料が不均一になるため，デ

ンプン価等からの計算値を示した。なお，これはデン

プンが全てグルコースに加水分解されたと仮定したと

きの値である。デンプン価等の値はロットごとに変動

が激しいので，代表値(上新粉の水分=13%，上新

Common 

粉のデンプン価=75%，コガネセンガンの水分=

65%，コガネセンガンのデンプン悩=30%) を用いた。

なお，数値は文献 -1，5)によったが，小数点なしの数字

にまるめた。なお，上新粉については適当な文献が無

かったので，白米についての数値を用いた。溶解実綴

については， 1.0として計算した。

実験の結果，重量についてはほとんど変化しないこ

とがわかった。仕込み後多少のニ酸化炭素の発生はあ

るものの，その程度は少なく，重最の変化に影響を与

えるほどの量ではないことを示している。これは，多

量の二酸化炭素の発生を伴う酒類の発酵とは傾向を大

きく異にする。また，密度の変化に関しては， 1.06程

度を中心としてほとんど変化していなかった。デンブ

ンの加水分解を伴うため， 1.0より多少の上昇はある

ものの，その後の変化は少ないことを表している。

上清部分の全糖の約半量が還元糖であり，この傾向

は仕込み中ほとんど変化していないが，これは液体部

分の糖がほとんどマルトースで構成されている(後

述)ことを考えれば，良く理解できる。また，沈殿部

分の会糖量(洗i争後)を Fig.4に併せ示した。 0-1

日の問では急速に変化していると考えられるが，その

後の変化は少なかった。しかし沈殿部分の会糖を測

定してみると，まだ相当の部分が残存していることが

わかった。これは， s-アミラーゼ、による分解が初期

Pump units : Shimadzu LC-20AD 

第 105巻 第 3号

For acid composition 
Det巴ctor:Shimadzu Conductivity Detector CDD-l OA 
Column: 2 X Shimadzu ShimωPack Scr-102CH 

Oven temperature: 50
0
C 

Eluent (Isocratic): 4mM p-Toluenesulfonic Acid 

Detection reagent: 4mM p網 ToluenesulfonicAcid 
16mM Bis-Tris 

80μMEDTA 
Velocity of eluent: 0.8 ml/min 

Injection volum巴:10μl 

For sugar composition 
Detector: Shimadzu LC-RIDI0A 

Column: Nacalai tesque sugar-D 

Oven temperature: 40
0

C 
Elu巴nt(Isocratic): Acetonitrile/H20=75/25 

Velocity of巴luent:1.0ml/min 

Injection volume: 10 μl 

Fig.3 Conditions for high performance liquid chromatography， 
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のによると推定している。

3. 酸組成の変化

Fig.5より酸度および pHがダイナミックに変化す

ることがわかったので，酸の量比も変化することが予

想される。そこで，この点を明らかにするために，

HPLCで酸の組成を測定し 2 B自の試料のクロマト

グラムを Fig.6に，計算結果を Table1に示した。

般の組成としては， リンゴ酸等の TCAサイクルを

構成する酸 7)も検出されたが，主体は乳酸と酢酸であ

った。酢酸についてはかなり量が多いが，官能的には

輝発性の香りが伴うので負の要因も多い。これについ

ては，減らすことが可能で、あるか検討することとした

い。また，酢酸がどの微生物に由来するのかどうかに

ついても検討したい。

乳酸については，さわやかな酸味をもつことが知ら

れているので， ミキのさわやかさに関与していると思

われる O また，乳酸菌のフ。ロバイオティック効果 8)も

期待できるので，今後詳細に検討することとしたい。

のfii]は急速に進行するが. 1日日以降は s-リミット

デキストリンが若干Jiする(})ためと考えている。

2. ミキ仕込み中の一般成分の変化

Fig.5に限度， pH，アミノ酸度，エタノール分の変

化を示した。これより，仕込み経過に{学い自主!支が明ら

かに上昇するのがわかる。 pHの変化は費支度の変化に

伴うものであろう O アミノ酸度についても，明らかな

上昇を示したが，絶対値が低いので，その寄与は少な

いと考える。

協 (2010)穣

エタノール分については，低かった (6EI日で約

0.18 V/V%)oエタノール分が 1度 (v/v)，1:)、上あれ

ば，酒税法上の酒類に該当するが. 6日経過後も 0.2

% (v/v) を j~えることはなかったので図類には該

当しなかった。ただし酵母を積極的に加える等の操

作を行えば間類に該当することになると思われる O

なお，エタノール濃度が重量変化から推定した値より

(6日目で約 0.6%) もかなり低くなったが，これは二

酸化炭素の発生が主にエタノールの生成を伴わないも
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HPLC analysis of acid composition in miki 

(g/l) 

Cultivation time 
2days 3 days 

0.334 0.312 
0.841 0.830 

0.004 0.005 
3.800 4.198 
1.641 2.314 

Kind of acid 

Pyruvic acid 

Malic acid 

Succinic acid 
Lactic acid 
Acetic acid 

D or L form of lactic acid in miki. つrable2 

Table 1 acetate lactate 

pYlUvate malate 
1 1 

Lactic acid Cultivation time 
(g/!) 2 days 3 days 

Dゐrm 2.21 (70.896) 2.67 (70.896) 

L-form 0.91 (29.296) 1.10 (29.2%) 
Total 3.12 (10096) 3.77 (10096) 

↑ 

succmate 

いる 9.10)。そこで， D1;本と L体の最比を醇素化学的に

分別定量 L，その結果を Table2に示した。

結果は， D体が約 70%，L {本が約 30%存在していたo

Table 1の結果とはやや奥なるが iをはそれほど多く

はない。この差はi!W定方法の遠いに基づくものであろ

う。乳酸の D体と L体はそれぞれD乳酸脱水素酵素

Chromatogram for the acid composition by 

HPLC in the supernatant of two days， culti-

vation. Identified compounds are shown by 

name 

Fig.6 
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5. 乳酸は D体か L体か

乳酸については， D体と L体の光学異性体が存在し，

生産する微生物によってその最上とが異なると言われて

第 3 号第 105巻



(D-LDH) とL乳酸脱水素酵素 (L-LDH)により生成

し，菌の種類により契なるとされているが，この点に

ついては菌を同定した後詳細に論ず、ることとしたい。

6. 糖組成の変化

先に示したように， ミキの流動性が仕込み直後から

急速に増加するので，何らかのデンプンの加水分解が

起こっていると推祭される O そこで. 1 ~ 6日目のミ

キの遠心分離上清について. HPLCで糖組成の分析を

行い，そのクロマトグラムを Fig.7に示し，計算結巣

をTable3に示した。なお ここでは存在する可能性

の高い，グルコース，フラクトース，シュークロース，

マルトースに絞って分析を行った。その結果，いずれ

の試料についてもマルトースが主体であることがわか

った。

米中の糖分の主体はデンプンであるが，それが急速

にマルトースに分解され，その後あまり変化しないこ

Standard 
時

弘Z争

盛子

5塁

とがわかった。 OBEIにはこの過渡的な変化が観察さ

れるはずで、あるが，流動性がないので実験が不可能で、

ある。そこで，流動性の高い可溶性デンプンを基質と

して用い，モデル系で実験を行った。実験の系を

Fig.8に示し結果を Table4に示した。なお，マル

トース.l2J、外の糖はグルコースに換算して表したが，テ

ーリングが激しく濃度は正確ではない。

その結果，仕込み直後からマルトースが増加するこ

Table 3 Changes in the sugar composition in 

miki (g/100ml) 

Cultivation time (d) 。 1 2 3 6 

Glucose 0.0 0.2 0.1 0.2 。2
Fructose 。。 0.2 0.2 0.2 0.2 

Sucrose 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 

Maltose 0.6 21.6 22.0 23.4 25.2 

1 day 

2 days 雲 6days 

主導 童五3

Fig.7 Chromatogram for the sugar composition by HPLC in the sup巴rnatant
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Th巴 firstchromatogram is that of the standard. In all samples. maltose was the main sugar 

(almost 100 %). 

態協 (2010)



Raw sweet potato (peeled Kogane-sengan) 1 g 
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Heating (100 OC) for 30 min. 

Cooling to 300C 

Mixing 

t lncubation at 30 Oc 
Sampling 0-24 hours 

+ 

+ 
Heating (l00 OC) for five minutes 

Rapid cooling， storage in refrigerator 

+ 
C巴ntrifugation，15，000 rpm， 10 mi日

+ 
Sugar analysis by HPLC 

* 0，凶1[Na-Acetate buffer solution pH 5.0 

Fig.8 Procedure for the analysis of changes in sugar composition in the early stages of 

mashing (model moromi) 

Table 4 Changes in the sugar composition for the 

sampl巴sin Fig，8.(gIlOOml) 

Cultivation time 。 l 2 4 6 24 

Glucose 。。 1.0 0.6 0.6 0.5 0.5 

Maltose 。。 0.6 1.0 1.6 2.2 8.4 

Others 0.0 1.1 0.9 1.1 1.2 1.6 

とがわかった。ミキの仕込みでは生イモ粉砕物を多量

に用いるため，デンプンのほとんどが， s-リミット

デキストリンを残して，急速にマルトースまで分解さ

れるが， 0日目にはこの反応が経時的に起こっている

ことが予想される。なお，グルコースについてはほと

んど増加しないので，他のアミラーゼやグルコシダー

ゼの寄与は少ないと考えられる。

7. 糖化醇素の由来

ミキ中では，マルトースが増加することから. s-

アミラーゼの関与が考えられる。事実，主主イモ中には

第 105券 第 3 号

s -アミラーゼ (EC3.2.1.2) が多量に存在するという

報告も多い 11.13)。また，米については加熱後用いてい

るので，酵素の混入は考えにくい。また，微生物につ

いても，仕込み直後の変化であるので増殖する時間は

なく，その可能性は低い。酵素が混入するとすれば，

生イモ由来であるが，その点を確認するために，主主イ

モ粉砕物と，対照として加熱イモ粉砕物を，上新粉加

熱物に添加し，その後の状貌の変化を観察した。なお，

測定値を示すことが出来れば良かったが，流動'1生がな

かったのでデジタルカメラで撮影した写真のみを

Fig.9に示した。対照の流動性は全く変化しなかった

が，生イモ粉砕物の添加IR分は流動性が急、速に増加し

1日経過後は液状となっていた。以上のことから，デ

ンプンの分解は生イモ由来のアミラーゼに由来するこ

とが強く示唆された。なお，文献およびFig.7の結果

から，本アミラーゼは s-アミラーゼであろうと思わ

れる。
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Fig.9 Photograph at one day after adding raw ground sweet potato (left) 

and heated ground sweet potato (right). 

要約

ミキの成分組成について測定を行った。その結果，

仕込み後急速に流動性が増し，デンプンがマルトース

に加水分解されることがわかった。本加水分解は，酵

素に起因するものであるが，本酵素は生サツマイモ中

に存在する， s-アミラーゼに由来するものであると

推祭された。また，仕込み後急速に酸度が増しさわや

かな風味が形成されたが，酸の組成としては乳酸と酢

酸が主成分であった。また，乳酸については，約

70%がD乳酸，約 30%がL乳酸であることがわかっ

た。エタノール分については，約 1週間経過した後も

1%未満であったので媛類には該当しなかった。

文 献

1) http://www.nakae.in/miki/o-file/6003.html 

2) http://homepage2.nifty.com/mogiriya/drink/ 

okinawa/okinawal.htm 

3) 日本醸造協会.第四回改正国税庁所定分析法

174 

注i~平 (1993)

4) 機場正敏，増田こずえ，渡辺泰成;埼玉県産業

技術センター研究報告，第 5巻 (2007)

5) 日本国表造協会:清酒製造技術， 67・70ページ

(1979) 

6) D.C. Doehlert， S.H. Duke， L. Anderson; Plant 

PhysioL 69， 1096-1102 (1982) 

7) 浅野忠男;生物工学会誌， 85， 63-68 (2007) 

8) S.M. Lim and D.S. 1m; ]. Microbiol. Biotechnol.， 

19，178-186 (2009) 

9) 原呂道・嶋崎孝行，援協， 76， 587-591 

(1981) 

10) 乳酸菌研究集簡会・乳酸1Jsiの科学と技術， 23 

ページ，学会出版センター (1996)

11) Y. Takeda and S. Hizukuri， Biochim. Biophys. 

Acta.， 185，469-471 (1969) 

12) H. Toda， Y. Nitta. S. Asanami， J，P. Kim， F. Sak-

iyama; Eur. ]. Biochem.， 216， 25-38 (1993) 

13) 馬場透，中間洋征，田丸保夫，河野'手Ij治;日食

工誌 34， 39-45 (1987) 

富豪 協 (2010)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

