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ソバ焼酎の発酵阻害物質及び酒質の向上に関する研究*

水谷政美*1・工藤哲三本 1・日高照、利*1・柏由雅徳*1 

Removing Inhibitory Substance in Soba Syochu Fermentation and Development of its Quality 

Masami MIZUTANI. Tetsuzo KUDO. Terutoshi HIDAKA and Masanori KASHIW ADA 

ソパ焼酎の苦味は、香気成分のイソアミルアルコールが多くかっルフ。ロピノレアルコールが少ない焼酎に

発生することが官能試験から判明した。涼因物質は、ソパ種子中に含まれる水溶性蛋白と考えられ、この

蛋白が酵母に影響してこのような状態を引き起こすことが判った。この物質は、等電点が 8近辺にある分

子量が10万以上の熱変成後も活性を有する蛋自であり、酵母の増殖にも影響していることが観察された。

なお、この蛋白の影響を解消するため種々の静素処理を検討したところ、酸性プロテアーゼをもろみに添

加することが最も効果的であると考えられた。

キーワード:ソノヘ焼酎、苦味、蛋白、静素

はじめに

ソパ焼酎は、製造において発酵歩留まりが低い

こと及び製品に苦味のあることが指摘されていた。

最近 3年間の県焼酎鑑評会で苦味が指摘された割

合は、麦製の53%に対しソパは72%と高くなって

おり前述のことを裏付けていた。このことを受け

て、ソパ焼酎の生産性の向上と消費者ニーズに対

応したソパ焼酎の開発を目的として昨年度より本

研究に取り組んでいる。今までの研究により、ソ

パ焼酎の苦味は、特定の苦味を有する成分による

ものでなく、香気成分の量により発生することが

半IJっfこ。 1)

そこで、本研究では、苦味発生及び発酵阻害物

質を究明し、これら物質の影響を解消させる手法

について検詩したので報告する。

2 実験方法

2-1 供試試料

使用したソパ及び麦は、焼酎原料用のものを用

い、米麹は常法に従い調製した。また、酵素(ア

ミラーゼ、パパイン、トリプシン、プロテアーゼ、

*焼酎の品質向上に関する研究(第 2報)
*1 食品開発センタ一 応用微生物部

五、酸性プロテアーゼ、中性プロテアーゼ)及び

分析薬品等は全て市販品を用いた。

ソノイ、麦及び米麹からの抽出物は、それぞれ微

粉砕したもの100gに対し水を300mQ (米麹は200

mQ)加え、 2時間室温で撹枠後遠心分離すること

により調製した。ソパ抽出物の群素処理は、それ

ぞ、れの最適pH及び

ソパ抽出物の等電点沈澱は、凍結乾燥したソパ

抽出物0.1gに水 8叫を加えpHを希塩酸又は希

NaOHで調整後、 4
0

Cで一晩放霞することにより

行った。沈澱は、遠心分離により集め凍結乾燥し、

発酵試験に摺いた。

2-2 発酵試験

発欝試験は、 YPD培地(グルコース 10%、醇母

エキス 1%、ベプトン 2%)にソパ等の抽出物を

添加し、オートクレーブ減臨後酵素 (0.45μmフィ

ルターろ過)及び酵母(宮崎酵母MK021)を加

え、 pHは調整せず27
0

Cで、 7日間静罷培養により

行った。発酵終了後、前報に従い香気成分はガス

クロマトグラフ、エチルアルコールは簡易アルコー

ル測定器を用いて分析を行った。

増殖試験は、 YPD培地(グルコース 2%、酵母

エキス 1%、ペプトン 2%)をL字型試験管に10mQ

入れ滅菌後、 0.45μmフィノレターろ過したソパ描
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出物及び酵母を加え、 2TCで120時間振とう培養

により行った。なお、堵養液の660nmの透過率に

より増殖速度を測定した。

2-3 官能試験

モデルソパ焼酎(エチルアルコール25%、トブ

タノー jレ185mg/1、 β同フェネチノレアルコール38mg

/1、酢駿エチノレ63mg/1、酢駿イソアミル 6昭 /1、

n-プロピノレア jレコール50又は200rng/1、1-アミルア

ルコール300又は600昭/1) 4種を調製し、苦味の

順位及び官能評錨(3点法)を行った。なお、

味は24入、官能評価は18人で審査した。

3 結果及び考察

3 作プロピルアルコール及びイソアミルア

ルコールの影響

ソパ焼酎の苦味は、イソアミルアルコールが多

くルプロピルアルコールが少ないことにより発生

することを確認するため、モデルソパ焼酎を調製

し、昧等に及ぼす影響を調べた。(表 1、 2) 

表 n-ProOH及びトAmOH濃度と苦味

n悶 ProOH

5o 200 

3.1 2.5 

i-AmOH 

300 

600 1.8 2.5 

苦味の強い順位の平均値 (24人)

i -7"jJ-}l;: 185mg/l、β-7ェネチ}l;7}l;]-}l;: 38mg/l、詐

駿エチjレ:63mg/l、酢酸イソアミル 6mg/l 

表 2 n♂roOH及びi-AmOH濃度と宮能評価

IトProOH

5o 200 

2.6 2.3 

i-AmOH 

300 

600 2.7 2.7 

評価点数(3点法)の平均値 08人)

i -7"打一}l;: 185mg/l、βー7ェ粁}l;7ルコー}l;: 38mg/l、
酢酸エf}l;:63mg/l、酢酸イソ7ミル 6mg/l 

ルプロピルアルコール50mg/1、イソアミルア

ルコール600mg/1の組み合わせが最も苦味が強かっ

た。また、ルプロピルアルコールが少ないと官能

評価が低くなる傾向が認められた。これらのこと

から、イソアミルアルコール濃度が高くまたL フ。

ロピルアルコール濃度が低い焼酎は、苦味が発生
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しさらに昧の丸みや広がりが少なくなり評価が低

くなることが判った。

3-2 ソパ、麦及び米趨の影響

ソパ焼酎の原料として用いられるソノベ麦及び

米麹の香気成分とエタノール生成量に及ぼす影響

について検討した。(図 l、 2)ソパの水抽出物

は、麦や米麹に比較してイソアミルアルコールを

非常に増加させ、ヱタノーノレ生成量を低下させて

いた。このことは、ソパ中に水楼性の発静に影響

を及ぼす物質が含まれていることを示している。

80 

20 

60 

ハU4
 

{¥凶

ε)側
関
口
再
開
拭

L'!Jn-T日t'島P島]“Jt，

図イ'Jyミ持PJV]-Jv

O 
ソパ 米喜望愛

抱tI::l試料

鴎 1 71<抽出物添加と香気成分

100 

5
 

9
 

(
渓
)
鍬
同
出
川
窪
!
ミ
昌
A

90 
ソパ 愛 米麹

掲出試料

図 2 71<抽出物添加とエタノール生成量

3-3 ソパ抽出物濃度の影響

ソパ抽出物添加濃度が香気成分及びアルコール

生成量に及ぼす影響を調べたところ、図 3、4に

示す結果を得た。イソアミルアルコール量の増加

に対しては、調べた0.2%--1.00%の濃度では殆ど

差がなかった。しかし、データをここには示して

いないが、 0.01%の濃度でも同様の値であったこ



とから、かなりの低濃度でも強く影響を及ぼすと

考えられた。一方、エチルアルコール生成量の低

下に対しては、ソパ抽出物添加濃度に比例してい

た。それ故に、使用するソパの議の比率を増やせ

ば、エタノール収率が低下してくることが考えら

れた。
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図 4 ソパ抽出物添加量とエタノーノレ生成最

3-4 ソパ抽出物の酵素処理等の効果

ソパ抽出物を煮沸、アミラーゼ及びプロテアー

ゼKで処理した後、培養液に添加した所、図 5に

示した結果を得た。ソパ抽出物は、煮沸処理後も

イソアミノレアノレコールの増加量は変化しておらず、

ソパ焼酎製造におけるソパの蒸煮処理では影響を

回避できないことを示していた。一方、酵素処理

では、プロテアーゼKをイ乍用させることによりソ

パ抽出物を添加していない対照とほぼ間じレベル

までイソアミルアルコール濃度が低下していた。

このことは、ソパ抽出物中のイソアミノレアルコー

ルを増加させる物資が蛋自費であり、蛋白質加水

分解群素を用いることにより分解できることを示

していた。
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臨 5 ソパ抽出物酵素等処理後の影響

そこで、焼酎工場で可能な方法として、堵養液

のpHを調整しないで、蓋自費加水分解酵素とソパ

抽出物を再持に添加し発酵試験を行った。まず、

香気成分では、間 6に示したように、酸性プロテ

アーゼにイソアミルアルコール生成を抑制する効

果が認められた。他の酵素では、プロテアーゼK

にやや効果があった程度であった。これは、培養

液のpHがこれら酵素の最適p司と異なるためであ

ると考えられた。なお、イソアミルアルコール濃

度が低下しすぎると味の薄い焼酎になること及び

苦味が発生しない程度にイソアミノレアルコール濃

度を下げれば十分であることを考慮すると、酸性

プロテアーゼの添加は宥効であると思われた。
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また、エタノール生成量を図?に示した。パパ

イン、酸性プロテアーゼ及び中性プロテアーゼで

収量の向上が認められたが、プロテアーゼKでは

全くなかった。このことは、イソアミルアルコー

ル量を増加させる物質とヱタノール生成量を抵下

させる物質は異なる物質である可能性が高いこと

を示していると考えられた。
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題 7 発酵中の酵素添加と歩留まり

3 4 ソパ抽出物が酵母に及ぼす影響

ソパ抽出物を添加することにより、発酵におけ

る炭酸ガス減量及び酵母の増殖過程がどう変化す

るか検討した。(圏 8、 9) 
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陸 9 ソパ抽出物が酵母の増殖に及ぼす影響

炭酸ガス減量は、ソパ抽出物を添加した方が皐

く立ち上がり最終的には無添加とほぼ問じになっ

た。しかし、前述したとおりヱタノール生成量は

添加した方が数%低くなっていた。また、酵母の

増殖経過を毘ると、ソパ抽出物を添加した方は濃

度に比例して増殖初期に立ち上がりが早くなりそ
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れ以降は逆に遅くなる傾向が観察された。これら

のことから、ソパ抽出物は、酵母の代謝機能に何

らかの影響を及ぼしていることが考えられた。

3-5 ソパ抽出物が酵母に及ぼす影響

ソパ抽出物を等電点沈澱法により分麗し、どの

繭分がイソアミルアルコール量を増加させるか検

した。(図10) ソパ蛋白は、 pH2 '" 6で殆ど沈

澱するがイソアミルアルコールを増加させること

はなかった。一方、 pH8で沈澱する少量の蛋白

がイソアミルアルコールを増加させ、さらにエタ

ノール生成量も 1%軽度抵下した。このことより、

発酵に悪影響を及ぼす物質は、ソパ中の等電点が

8付近にある蛋白であると考えられた。
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図10 ソパ抽出蛋自の等電点沈殿法による分別

4 まとめ

ソパ焼酎の苦味が原料ソパに含まれる蛋白によ

り引き起こされることが判明した。この影響を避

けるには、発酵中に酸性プロテアーゼ、を添加する

ことが効果的であると考えられた。実際に、工場

規模で適用できるか小規模醸造試験を行って確認

する予定である。

また、ソパ中の蛋白が酵母の代謝機能に影響を

及ぼすことによりイソアミルアルコールの増加や

エタノール生成量の低下が引き起こされると推定

された。今後、どのようにこの蛋白が酵母に影響

を及ぼしているのか、アミノ駿代謝を中心に検討

していきたい。
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