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本格焼酎の個性を追い求める

本格焼酎は日本古来の蒸留酒として，主に南九州で生産消費されてきた。 1965年嘆から現在に至る焼酎

ブームにより会屋に拡がり，日本の代表的な蒸留酒となってきた。本格焼酎は原料由来の独特な風味を持っ

ているが，業界では消費者種好にあった焼酎の開発，研究が進められてきた。本格焼酎の中で，穀類焼酎は

原料風味を弱く，芋焼酎・黒糖焼酎は原料の香味を強くする方向に流れになってきたが，香味成分の研究に

より原料の特徴の弱いあるいは強い商品など多様な高品群ができて欲しい。近年分析技術の進歩により，そ

の原料風味の解明がなされるようになってきたので，今回は本格焼酎の香味成分の研究を紹介していただい

た。

1 はじめに

本格焼酎の魅力は，なんと言っても原料に由来する

個性豊かな香味である。代表的な主原料だけでも米，

大麦，サツマイモ，黒糖，ソパがある。主原料にこれ

だけの種類があれば，それに応じて焼酎の味や香りも

様々である。それだけに，原料特性を含めて品質の特

徴を明らかにすることは，学術的価値だけではなく，

品質管理や商品開発への応用，さらには，消費者に納

得して飲んでもらうための情報源としても大変重要で

あると考えられる。

近年， GC/MSなどの分析機器や香気成分の濃縮シ

ステムが飛躍的に進歩した。これに伴い，焼酎の特徴

香やその生成機序に関する研究が進みつつある。そこ

で本稿では，焼酎の個性に着目した研究の事例につい

て紹介する。

2 芋規酎

原料自体の個性が強い芋焼酎では，特徴香の探索と

その生成機序に関する研究が盛んに行われている O ま

ず，太田ら1)は，芋焼酎の特徴香には，柑橘類の香り

成分であるモノテルペンアルコール (MTA)が大き

く寄与することを報告した。これらは配糖体として原

料サツマイモに存在しており，麹菌由来のかグルコ
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シダーゼにより加水分解を受けネロールとゲラニオ

ルが生成する。そして，この一部が酵母によりシトロ

ネロールへ，また，蒸留工程によりリナロール，a-

テルピネオールへと変換される(第 1図)。さらに最

近になり，山本ら 2)が原料サツマイモにはかグルコシ

ド型以外の MTA配糖体が存在することを明らかに

し， リナロール及び、日ーテルピネオールも自己キ唐イ本とし

て存在していることを確認した。

次に，栗山ら 3)は， GC-O (GasChromatograph-Ol-

factometry) を用い，芋焼酎の原料特性を示す揮発成

分としてパラ様香気のかダマセノン及びローズオキ

サイド，加熱したサツマイモ様香気の安息香酸メチル

及び桂皮酸エチ)1/， ウッディでー甘い香気のトオイゲ

ノールを新たに同定した(第 2図)。 βダマセノンの

生成機序については， Yoshizakiら!)が詳細に検討し

ている。それによると，蒸煮サツマイモには遊離のs-

ダマセノンはごく低濃度しか含まれておらず，発酵中

にもほとんど増加しない。大部分の遊離。ダマセノ

ンは，蒸留工程の後半に生成することを明らかにした。

また，ローズオキサイドの生成機序については，高峯

ら5)により， もろみ中のシトロネロールが蒸留工程で

酸触媒による化学的変換作用によりローズオキサイド

へ変換されることが明らかにされている。

このように芋焼酎のベースとなる特徴香が多数報告

Y oshinori ANDO (Kagoshima Pr，φctural of lndustrial Technology) 
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第 1図 芋焼酎におけるモノテルペンアルコールの生成機序
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されており，これらの成分が複雑に絡み合い，特徴で

ある甘い香りのベースとなっている。芋焼酎に合志れ

る香気成分の最やバランスは，単純に原料サツマイモ

中の含量だけでなく，発酵及び蒸留条件により変化す

ることになる。このことが，芋焼酎において品質の多

様性の一因になっていることは荷違いないと考えられ

るO

ところで，苧焼酎に用いられるサツマイモの品種は，

コガネセンガンが一般的である。このコガネセンガン

は，元々デンプン原料用として昭和 41年に登録され

第 107巻第 5号

s-ダマセノン i-;jイゲノーノレ
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た品種であるが，多収，高デンプン価，焼酎の香味の

バランス等により，芋焼酎の代表的品種として多く使

用されてきている。しかし最近は香味の多様化から

各焼酎メーカーは様々な品種を使用することも多くな

ってきた。神渡ら 6)は，肉質の異なるサツマイモとそ

の特徴香について詳細に検討している。肉質が紫色を

した品種(例えば，ムラサキマサリ，アヤムラサキ)

では. Iヨーグルト」を連想させる風味の焼酎となる。

これは，ジアセチルに由来する香りであり，焼酎のジ

アセチル濃度と原料のアントシアニン含量には正の相
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関があることを示した(第 2図)。また，肉質が桂色

をした品種(例えば，ハマコマチ，ベニハヤト)では，

加熱した「ニンジンJ風味の焼酎となる O これは，テ

ルペノイドの一種であるs-イオノンに由来する香り

であり，原料のs-カロテン含量と正の棺関があるこ

とを示した。これらの知見により，現在ではサツマイ

モの肉質の色素を指標にして，焼酎のj酉質をある程度

予測した上で，焼酎用原料サツマイモを育種・選抜す

るようになった。

3 黒糖競酎

黒糖焼酎は，主原料に糖質原料の黒糖を使用すると

いった他の焼酎にはない製造上の特徴を持っている。

そこで，黒糖焼酎の品質特性とその要因について明ら

かにするため，市販溺 11銘柄について揮発成分を調

べた I)。第 3阪に示すように，黒糖焼酎は他の焼酎と

比べ揮発酸度が高く，高級アルコール類のうちトア

ミルアルコールやトブチルアルコール含量が低かっ

た。焼酎用酵母における酢酸の生成要因については，

瀬戸口ら S)により報告されている。もろみ中における

糖濃度が高く，高温，低pHの条件では，焼酎用苦手母

である鹿児島 2号酵母は酢酸を高生産する O 黒糖焼酎

の製造では，黒糖溶解i夜をもろみに投入するため，仕

込み郎下のもろみは高い糖濃度となり，このことが揮

発援度の高い要因となっていると考えられる。また，

高級アルコール類の生成要因については，清酒などの

研究により， もろみ中のアミノ駿濃度の影響が大きい

とされている。そこで，麹米と黒糖の割合を変えて小

仕込み試験を行ったところ，黒糖焼酎の一般的な製造

条件である麹米 1:黒糖 2の割合で最も高級アルコー

ル生成量が低く，この時のもろみのアミノ酸濃度では

酵母の高級アルコールの生成に関わる代謝経路が働き

にくいことを確認した。また，官能試験では麹米 1: 

黒糖 2の製品は高級アルコール由来の刺激が少なく，

まろやかな味であった。このように，巣糖焼酎は適度

な揮発酸と少なめの高級アルコールが香味の骨格をな

していると考えられる。

原料黒糖由来の香りを増強させる取り組みもある 9)。

通常，主原料である黒糖ブロックは少量の水を加え 1

時間ほど煮沸溶解させた後放冷もしくは冷却器を用

いて常温まで冷まし，翌日もろみへ投入する。この煮

沸溶解工程は，黒糖ブロックが常温の水では溶けにく

いことから会メーカーで行われている。しかし黒糖

ブロックの溶解工程には労力を要しまた，溶解中に

黒糖特有の香りが飛散してしまうといった課題があっ

た。そこで，黒糖を煮沸溶解せずに， もろみへ直接投

入する新たな製造j去を開発した(第 4図)。

もろみへ直接投入した黒糖ブロック (1倒約 3kg)

は，約 30待問で完全に溶解し， もろみの糖及びアル

コール濃度の消長を調べたところ，黒糖の溶解が遅れ

でも，酵母の増殖・発酵に必要な糖は十分に供給され

ていることが分かつた。また，アルコール収得量及び

製品揮発酸度は同等であったが，事rr製法で製造した焼

酎には強い黒糖香が認められ，味はすっきりとしてい

lo巣糖焼酎ム芋糊@米焼酎掴麦焼酎 i
500 2.5 

@信
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たっこの新製法は，第 2の製法として業界内に定着し

つつあり，実際に商品化もなされている。今後，原料

黒籍出来の増強された特徴香の同定が望まれていると

ころで、ある。

4 穀類焼酎

どの穀類焼酎は，蒸留後に高度な精製工程

ことが一般的であるため，芋焼酎などに比べ揮

発成分の含有量が少なく，いわゆる特徴香の探索に関

する研究が困難であった。しかし最近になり揮発成

分の議縮技術が向上したことから，数多くの興味深い

絞り組みがなされている。

境切ら 10)は，米焼酎，麦焼酎及びソパ焼酎におい

て揮発成分の同定を行い，さらに GC心により香気寄

与成分の検索を行った。その結果，未同定のものを含

め新規の香気寄与成分は，ソパ焼酎で 22種類，米焼

留で 20種類，麦焼酎で 23種類であった。特に，フロ

ーラル様の香気を持つ桂皮酸エチルは，これまで芋焼

されたのみであったが， ソパ焼酎と米;焼酎で

存在が確認された。ソパ焼酎の特徴香については，緩

微量ながら pHによる分別濃縮法で得られた，塩基性

問分に存在する含窒素化合物である可能性が示唆され

た。

また，今永ら 11)は，麦焼酎にアルキルフラン(メ

チルフラン，エチルフラン，ペンチルフラン)が多く

しており，そのうち最も含有量の多いペンチルフ

鐸閤
鐸錫~ヘ
屋翠観 」ゾ 亡コ

黒糖ブロック煮沸溶解

ランを市販酒に適量添加したところ，香味にまろやか

さと濃厚さが付与されることを示した(第 5図)。

さらに，水谷ら 12)は，ソパ焼酎の独特の苦味がフ

エノール化合物などによるものではなく i-アミルア

ルコールが多く， 11-プロピルアルコールが少ないこ

とに起因することを明らかにした。これは，ソパ種子

中の水溶性タンパク質が酵母のアミノ酸代謝に影響を

及ぼし酵母による 1-アミルアルコール生産の増大

とかプロピルアルコール減少の状況を生み出してい

ることを確認した。改善策として，原料ソパに酸性プ

ロテアーゼを作用させた後に，酵素を加熱失活し発酵

させることでアミルアルコールが低減し苦味が

減少することも示している。

5 麹へのアブローチ

前述したように，様々な主原料がある一方で¥麹用

原料に関しては米と大麦のほほ2種類のみが用いられ

ている。米や大麦は，蒸して適度な水分を持たせるこ

とで麹菌にとって良い培地となるが，それら以外の原

料で麹菌を健全に繁殖させるには様々な厨難があるた

めである。しかし最近になって製品の多様化の観点

から，サツマイモとソパを麹用原料に清いる取り紐み

も行われている。

サツマイモを麹用原料とする際の最大のネックは，

60%以上もある高い水分量にある。そのまま麹用原料

として用いるには腐敗しやすく作業性も悪い。そこで，

A
M

欄
もろみ

新製法(黒糖ブロックを穫接投入する)

第 4図黒糖焼酎の新製法

℃γ r 
2‘メチノレフラン 公エチルフラン

第5盟 麦焼菌、?に検出されたアルキルフラン
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適度な水分量に調整し麹を繁殖させる試みが様々なさ

れてきた。一つは，サツマイモを 5mm程度のダイス

状に細断し，~米に柏当する水分 10%程度にまで通

風乾燥させる手法である 13)。こうすることで，乾燥

サツマイモダイスの保管・流通が容易となると共に

米とほぼ向様の設備と作業工程で芋麹を製造すること

ができる。酵素活性は米麹と比べ低いものの，醸造に

は問題のないレベルとなる。もう一つは，サツマイモ

を5mm程度のダイス;伏に細断し 230tの熔妙乾燥

または過熱水蒸気処理により，デンプンをdとすると

共に製麹に適した水分に調整する手法である 14)]5)。

これらの手法を用いることで， Iさつまいも，さつ

まいも麹Jの芋 100%焼酎を製造することが可能とな

る。この芋 100%焼酎の MTA濃度は通常の「さつま

いも，米麹jの芋焼酎より高かった。これは，サツマ

イモの使用割合が増えることで MTA配糖体の持ち

込み量が増えたことに起因していると思われる。しか

しその酒質は意外にも「芋らしく甘いjというわけ

ではない。個性的な香りであるが「すっきり」とした

味わいとなる。このことは，通常の芋焼酎では，米麹

が「芋焼酎らしさJに寄与していることを意味する。

一方，荒井らによりソパ麹の開発もなされている 16)]7)。

ソパ種皮の表面構造は，麹閣が内部に食い込めるよう

な隙街はなく，また麹留が生産する酵素ではi容解され

ない。そこで，ソパを製粉・配合したソパ粉をエクス

トjレーダでデンプンを槻化させ，形状安定性に{愛れ，

製麹に適したソパ粉造粒体を製造しこれに麹菌を繁

殖させソパ麹とすることに成功している。また，成分

の異なるソパ粉を配合することで，タンパク質含量の

異なる造粒体が得られ，これを麹原料として用いるこ

とで¥異なる酵素活性を持つソパ麹を得ることができ

ることを示している O

麹自体の擦発成分に着目した研究もある。 Yoshiza

kiら18)は，焼酎用自麹と黒麹青i闘用黄麹及び蒸米

の揮発成分を比較した。その結果，ブタナール，ヘキ

サナール，ジメチルトリスルフィド，シクロヘキシル

イソチオシアネートの 4成分が蒸米にのみ検出された。

また， ιブチルアルデヒド 1-バレルアルテrヒド， 1 

オクテン悶3-オール フェニルアセトアルデヒドの 4

成分が黄麹に多く検出されt:.o これに対し，2，5ージメ

チルフラン，プロピルベンゼン， 1，8-シネオールの 3

成分は，焼酎用白・黒麹にのみに検出された。黄麹を
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用いた本格焼酎は一つの商品ジャンルとして定着しつ

つあることから，これら擦発成分の香味への寄与につ

いて明らかになることが期待される。

6 おわりに

本稿では，本格焼酎の魅力である原料特性を追求し

たこれまでの研究について招介した。分析機器の進歩

により，香味成分について膨大なデータを簡単に得る

ことができるようになったが，本格焼酎の原料特性に

ついて全てが明らかになったわけで、はない。特に，味

については研究の絡に就いたばかりであり，今後の研

究の進展が待たれる O

空前の焼酎ブームが去り，消費者は数ある酒類の中

から，自分にとってうまいj聞を冷静に選ぶ持代となっ

た。我々研究者は，得られた本格焼酎の個性に関する

情報を一般の消費者向けにわかりやすく発信し本格

焼酎の魅力を伝えることが，停滞感のある業界全体を

再度浮揚させる鍵になるのではと考える。今後も，本

格焼酎の個性の探究と，飲み手の li酉の肴Jとなるよ

うな情報発信を，業界全体として取り組んでいくこと

に期待したい。

(鹿児烏県工業技術センター〉
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