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清酒の苦味度の予測について

~ANS 法による清酒中の疎水度と苦味の相関~

鈴木由佳 1 *金内誠 1・石堂智子 2・森田 明1・下山田真 1・坪田康信 2

e宮城大学食産業学部 2株式会社ーノ蔵商品開発室)

平成 23年 10月18日受理

The Prediction of Bitterness in Sake 

一Th巴Correlationbetween a Hydrophobe Assayed by th巴ANSMethod and Bitterness by Sensory Evaluation 

Yuka SUZUKI1， Makoto KANAUCHIJ.， Tomoko ISHID02) . Akira MORITA1， Makoto SHIMOYAMADA1， 

and Yasunobu TSUBOTA2 

CDepartment ofFood Mαnagement， Miyagi University， 2-2-1 Hatatate Taihaku-ku Sendai MiyαgiJapan， 982-0215 

2jchinokura Co.，Ltd Aza-Okeyaki 14， Sengoku， Ma臼uyamα，Osaki，MiyahiJapan， 987-1393) 

Sake consumption has decreased since the 1970's. The cause for this is that consumers in their twen-

ties and thirties did not desire to consume sake. Hence， in this paper， the factor of consumer appetite for 

Sake was researched by a sensory evaluation method， and the method assaying substance was researched. 

First， 28 kinds of commercial sake underwent sensory evaluation by 22 panelists in their twenties and 

thirties， and then the hyrophobe in sak巴wasassayed by the ANS (8-Anilino-1-naphthalen巴sulfonicacid) 

method. Results showed that a bitt巴rtaste was closely relat巴dwith fiuorescence (Fl) and amount of 

peptide， and amount of peptide also had a relation with Fl. The hydrophobe in Sake was a peptide decom 

posing from gluterin in rice by protease. Also， the fiuorescence by the ANS method per 19 of hydrophobic 

peptide (FlIg protein or peptide) had a proportional relation to bitt巴rnessby sensory巴valuation(R2 
= 

0.802) . 

Therefore， it is obvious that the hydrophobic peptide assayed by th巴 ANSmethod was effective for 

indicating sake quality for consumers. 

Key words : 8-Anilino-1-naphthalen巴sulfonicacid， 1青j酉，苦味，疎水ペプチド

諸言

一般的に清酒の苦み物質は，少量であれば「コクj

として認知し清酒にとって重要な因子とされてきた。

それは，前報1)の清酒官能評価において， I苦味」と

「購買意欲J，I総合評価Jに関しての相関が明らかと

なった。消費者，特に飲酒頻度の低い消費者は苦味を

*コレスボンデイングオーサー

第 1日7巻 第 12号

避ける傾向があった。また，苦味の有無が清酒の評価

や購買意欲に影響することが明らかとなった。

ところで，清酒消費量は 1970年代に 174.7万KLと

ピークとなり，それ以降年々消費量が減少し 2009年に

はピーク時の約 3分の l程度にまで減少している 2)。

これは消費者の清酒に対して興味が薄らいでいるため

と考えられた 3)。また，清酒は，ブランドによっても

923 
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味が違い，消費者にとって複雑な選択肢を持つ商品で

あるため，敬遠されていると考えられた。

これまで提案されてきた清酒の味を示す方法として

は，酸度と日本酒度による清酒の甘辛度 4-5)が挙げら

れる。さらに，製造者団体では，消費者にも清酒の味

をわかりやすくすることを目的とし「濃淡指数」ゃ

「シブ予測係数比」から，清酒の味をグループ化する

清酒基準に関するガイドライン 6)を作成した。しかし

ビールのように世界的に統ーされた苦味物質 (α 一

酸)を示す IBUのような表示 7)には至っていない。

前報 1)において消費者の「購買意欲」には. r苦味J

が関係することを明らかにした。そこで，本研究では

市販清酒の苦味を中心とした官能評価を行い，清酒分

析値と官能的「苦味度」との相関関係を求め.r苦味

度Jの指標となる物質の簡易分析法を検討した。

実験方法

1)供試試料

前報1)と同様に. 21年度醸造された市販清酒を用

いた。大吟醸・吟醸酒 (4種類).特別純米・純米酒

(5種類).生翫・山廃酒 (4種類).本醸造酒 (5種類)• 

低アルコール清酒 (10種類)を用いた。ただし生

翫山廃は，大吟醸，純米に分類されるものでも，使用

酒母により生翫・山廃に分類した。

2) パネリストおよび官能評価法

官能評価は，前報1)と同様に 20~ 30代の本学学生

および、教員(合計 22名)をパネリストとして行った。

評価項目は，苦味および総合評価を 5点法の評価法で

行った。また，官能評価は室温を 25
0

C. サンプルを

15
0

Cに調製して，宮城大学食産業学部食品加工棟の官

能評価室で行った。

3)清酒の分析法

グルコースの測定は，試料清酒を適宜希釈し，グル

コース CII テストワコー (Cat#439-90901 和光

純薬工業)によって測定した。酸度，アミノ酸度は国

税庁所定分析法 8)に従った。

4)相関係数の計算

5点法による官能評価で得られた苦味及び総合評価

のスコア，分析によって得られたグルコース濃度，ア

ミノ酸度，酸度，ペプチド量. ANS法によって得ら

れた疎水度のデータは. Microsoft 0伍ceExcel XP 

(Microsoft社)を用い， ビアソンの積率相関係数を求

924 

めた。さらに，各項目の相関性を有意水準(危険率)

1%と5%で，無相関検定を行った。

5) ANSによる清酒の蛍光強度と疎水度の測定

ANS蛍光法は Hayakawaら9)に依った。すなわち，

8.0mM ANS (8-Anilino -1-naphthalenesulfonic acid 

ammonium salt. 和光純薬工業. Cat.# 010-08742) を

O.1M リン酸緩衝液 (pH7.0) に溶解した。この ANS

溶液を清酒試料4mlに対して 20μl添加し. 20分間暗

所で放置した後，蛍光光度計 (F-2500. 目立ハイテク

社製)を用い，励起波長 390nm. 蛍光波長 470nmで

測定し，蛍光強度 (Fl) とした。試料は O.1Mリン酸

緩衝液 (pH7.0)で希釈した。

また，跡、水度は Hayakawaら9)に従い蛍光強度か

らペプチド 19あたりに算出して示した。

6) 謬のモデル系での消化

米麹(トヨニシキ 60%精米)はオートクレーブ

(110
0

C. 15分)で処理し酵素を失活させた。この

麹 (2.5g) に，蒸きょうした 60%トヨニシキ (7.5g)

を添加し，これに 13mLのイオン交換水中にαーアミ

ラーゼ (Bacillus抑制lis由来，和光純薬工業製，

Cat目#013-03732)カ宝 100U/mLあるいはプロテアーゼ

(Papain. 和光純薬工業製. Cat.#164-00172) 20U/ 

mLとなるよう溶解させ. 40'Cで 60分間反応させた。

また，米麹を成書 8)に従い抽出し，イオン交換水中に

αーアミラーゼを 100U/mLとなるよう添力日し， 同様:に，

40
0

Cで60分間反応させた。その後，遠心により上清

を得，実験に供した。

7) 酵素活性測定法

α アミラーゼおよび酸性プロテアーゼは成書 10)に

従った。ただし中性プロテアーゼ、はカゼインを

1/10 NaOH (10mL)に溶解後. 100mMリン酸ークエ

ン酸緩衝液 (pH6.0. 20mL) を添加し. 100mLに定

容し酸性プロテアーゼと同様な操作で測定した 10)。

α アミラーゼ 1単位 (Unit)は40
0

Cで30分間に分解

される 1%可溶性デンプン量 (mL) とした。プロテ

アーゼ 1単位 (Unit)は40'Cで 60分間に 1μgのチロ

シン相当量の呈色を示す単位とした。

8) ペプチドの測定

ペプチドの測定法は，定法 11)~こ従った。すなわち，

215nmと225nmの吸光度の差に吸光係数を乗じて算

出した 11)。

醸協 (2012)
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9)米からのタンパク質の分画

米の分画はJuら12)~こ従った。つまり， トヨニシキ

の中糠から白糠 (85%以下の精米で排出されるヌカ

部) (100g) を用い，ヘキサン (800mL) で脱脂後，

蒸留水 (400mL) を加え， 4時間抽出し 4800Xg， 

20 min遠心した。上清をアルブミン画分とした。沈

殿部は， 5% NaCl (400mL) を加え， 4時間抽出し，

4800 X g， 20 min遠心した。上清をグロプリン画分と

した。沈殿部は， 0.02M NaOH (400mL) を加え， 2 

時間抽出し， 4800 X g， 20 min遠心した。上清をグル

テリン画分とした。

10) グルテリンの消化試験

グルテリン (4mg) は1mLの 50mMリン酸ークエ

ン酸緩衝液 (pH4.0及びpH7.0) に懸濁・溶解させた。

また，成書 8)に従い，米麹(トヨニシキ 60%)の酵素

活性を測定した。グルテリン懸濁溶液 (lmL) に，麹

抽出i夜 (O.1mL) を添加し， 40"Cで反応させた。

11)清酒成分中の疎水性物質の疎水度の測定

清酒に存在すると考えられる疎水性物質，疎水アミ

ノ酸(トリプトファン，メチオニン，プロリン，フェ

ニルアラニン，アラニン，ノtリン，ロイシン，イソロ

イシン，すべて L型とし，和光純薬工業より購入)，

カプロン酸エチル (056-00683，和光純薬工業)，酢酸

イソアミル (016-03646，和光純薬工業)を， 100ppm 

となるよう 15%エタノールに溶解させた。また， 15% 

エタノールのみの溶液も調製した。これら溶液に

ANS溶液を加え，疎水度を測定した。

12) グルテリン分解物の電気泳動

分解物の SDS-PAGEはSchaggerとvonJ agowl3
)に

依った。つまり，各種処理を行った試料を試料調製用

バッファー (AE-1430，アトー製)に懸濁後 i弗騰浴

で3分加熱処理を行った。これをゲル濃度 15%のポ

リアクリルアミドゲル (E-T/R15S， アトー製)に添

加し 100mMトリスー100mMトリシンー0.1%SDSで，

10mA定電流で泳動した。泳動後のゲルは，銀染色キ

ット (Sil-BestStain for Protein/P AGE，ナカライテス

ク製)により染色した。

結果および考察

(1 )官能的な苦味度と清酒成分との相関

前報で使用した市販清酒(大吟醸・吟醸酒，特別純

米・純米酒，本醸造酒，生配・山廃酒，低アルコール

清酒)と同じものを使用した。

前報の分析結果より，低アルコール清酒以外の清酒

(，伝統的製法の清酒j とする)の日本酒度は 0~+4.0 ，

アルコール濃度は 14.0~16.0%，酸度1.2~1.8程度で，

アミノ酸度は 0.9~ 1.7 程度であった 110 一方， 4種類

が発泡タイプ， 6種類が非発泡タイプを含む低アルコ

ール清酒 (10 種類)は，グルコース濃度は 2.4~

11.8g/100mLであった1)。

一般的な伝統的製法による清酒の日本酒度は -0.6

~+4.6 で，グルコース量の平均1.54~1.71g/100mL， 

アルコール濃度の平均値は 14目9~15.8%，酸度1.0~

1.5，アミノ酸度は1.1~1.814)で，伝統的清酒は市販さ

れている平均的なものと考えられた。

苦味は，一般的に疎水物質である 15)。そこで¥疎

水物質の検出法で、ある ANS蛍光分析法による蛍光強

度 (Fl)と他の一般成分，官能評価による苦味度との

相関係数を Table1に示した。

清酒の成分で一番多く含有されるアルコール濃度は

Table 1 Correlations b巴tweenSensory Evaluations and Components of Sake 

Intensity of Glucose Amino 
Acidity 

Peptid巴 Fluor巴scence Total 

bitterness concentration acid concentratlOn 。fANS 巴valuation

Intensity of 
1.000 

bittern巴ss

Glucos巴
-0.866" 1.000 

concentration 

Amino acid 0.581 .. 0.600帥 1.000 

Acidity -0.750紳 0.732 •• 0.434牟 1.000 

Peptide 0.638紳 -0.494 .. 0.232 -0.334 1.000 
concentration 

Fluorescence of 0.896紳 0.739拘 0.507材 0.730帥 0.678柿 1.000 
ANS 

Total evaluation -0.672" 0.683帥 0.476 • 0.521柑 0.328 0.704肺 1.000 

In = 28， r (26， 0.01) = 0.4785帥)， r (26， 0.05) = 0.3739 (つl

第 107巻第 12号 925 
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14~16%と範囲が狭く，他成分とは相関が見られなか

ったことから，割愛した。

その結果， まず， i苦味」と「グルコース量」は高

い負の相関があり，相関係数は 0.866であった。こ

れを無相関検定したところ 危険率 1%で有意な相関

が見られた。これは，ワイン中で糖の甘味が苦味を官

能的に打ち消すという報告 16)と一致し，甘味によっ

て苦味がマスキングに関与していると推察した。

また，これまで苦味と相関があると考えられてきた

「アミノ酸度」と「苦味」との相関係数は 0.581，iペ

プチド量」と「苦味Jとの相関係数は 0.638となった。

このとき危険率を 1%とし 無相関検定をおこなった

結果，両関係とも相関性はみられた。さらに iANS

蛍光強度」と[ペプチド量jは正相関があり，相関係

数は 0.678であった。このとき，危険率を 1%とした

ときに無相関検定を行ったところ，相関が認められた。

また， iANS蛍光強度Jとは， iグルコース量」と「酸

度」とが負の相関が見られた。一般に ANS蛍光法は

疎水物質と結合すると，励起波長 390nm，蛍光波長

470nmで検出できる 9)。しかし ANSの結合は pH

にも影響される 17)。清酒の「酸度」と iANS蛍光強

度Jの負の相関は，酸や pHによって影響されると考

えられた。

また， iペプチドJは， i苦味」ゃ iANS蛍光強度」

と相関があった。橋爪 18)は，不快な蒸米タンパク質の

消化物が不快な強い苦味を呈していることを報告した。

これらのことから，清酒の苦味物質の要因のーっとし

て， iペプチド」が関与することが示唆された。しかし

苦味の原因として疎水アミノ酸 19-20)であるトリプトフ

ァン，メチオニン，プロリン，フェニルアラニン，ア

ラニン，パリン，ロイシン，イソロイシンや苦味を呈

するアミノ酸関連物質のチロソール 21) 香気成分(カ

プロン酸エチル，酢酸イソアミル)，アルコール類(エ

タノールやイソアミルアルコール，イソブチルアルコ

ール)が報告されている。そこで，これらの疎水度

(ANS蛍光強度:Fl)を測定した。その濃度は 100ppm

とした。その結果，それぞれの蛍光強度 (Fl) は 10~

30であり，蛍光を呈しなかった(データ未提示)。よ

って，蛍光試薬により蛍光を発しない多くの苦味成分

に影響されることも考えられた。ペプチド量と蛍光強

度との相関係数が0.678とやや低くなった要因は，蛍

光試薬に発色しないペプチドも多く存在すると考えら

926 

れた。また，一般に，清酒中の遊離アミノ酸に対する

遊離疎水アミノ酸は構成モル比で 3割程度と低い 13)こ

とから，ホルモール法によるアミノ酸量と苦味との相

関がやや低いと考えられた。

一方，吉津ら 22)は清酒に添加した香気成分の呈味性

について検討し数種の香気成分は，単独で添加した

場合，弱い苦味を呈すること，またカプロン酸エチル

とイソブタノールを混合して添加すると弱い苦味を呈

することを報告した。同様にソトロンとパルミチン酸

エチルでも同様に弱い苦味を呈することを報告してい

る。今後，本報告で検討しなかったアミノ酸代謝物 21)

やαーエチルグルコシドお)香気に関する脂肪酸エチル

エステルなどについて，清酒中の濃度と官能評価との

関係を明らかにするために，濃度測定や添加した系で

の官能評価をおこなう必要があると考えられた。

清酒中には，苦味物質として，疎水アミノ酸のほか

に疎水ペプチド類(プロリルロイシン)24)も挙げられ

る。また，本実験では，苦味物質の一つである疎水ペ

プチドを蛍光検出する ANS法で測定した値と，官能

評価の苦味とに比較的高い相関が見られた。よって苦

味度と疎水ペプチドが関係することが示唆された。

(2)米分解物の疎水度

清酒の疎水ペプチドについて検討するために，まず，

清酒惨をモデル化した系で，蛍光強度 (Fl)および疎

水度を検討した。モデル系にαーアミラーゼ 100U/mL

とプロテアーゼ(パパイン)20U/mLとなる様に添加

した。また，米麹抽出酵素i夜は， αアミラーゼが約

100U/mLとなるよう添加しこのときの，酸性プロ

テアーゼは約 200U/mL含まれていた。

その結果を Fig.1に示した。酵素無添加のものの

ANSによる疎水度はペプチド 19あたり 1150程度で

あった。さらに時間を延長しでも蛍光強度の上昇はほ

とんどなかった。また， αーアミラーゼを加えたもの

の蛍光強度 (Fl)は 1100であった。一方，プロテア

ーゼを添加したものの ANSによる疎水度は 6300(FII 

g peptide)程度であった。また，米麹酵素抽出i夜を

添加したものは，疎水度が8400(FlIg peptide) と，

一番高かった。モデル系での結果より，アミラーゼで

は，疎水度の上昇は見られなかったが，プロテアーゼ

やプロテアーゼを含む酵素液によって，蛍光強度は上

昇した。

これらの結果より， ANSにより検出される疎水物

醸協 (2012)
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Fig. 1 Production of a Hydrophobe as Fluorescence by ANS in Model Sake Mash 

Model sake mash was treated by α-amylase(lOOU/mL)， with papain as a protease(20U/mL)and koji extract 

containingα-amylase (lOOU/mL) and proteas巴(200U/mL).The supernatant measured fluorescence by the ANS 

method. 

質は，プロテアーゼによって生成されるペプチドであ

ることが推察された。

そこで，次に，米中よりアルブミン，グロプリン，

グルテリンを抽出し，苦味・疎水物質となり得る物質

の検討を行った。ただしプロラミンは難消化性プロ

テインボディー Iに存在し清酒では，抽出・溶解さ

れないと考えられる 25)。そこで，本実験に供試しな

かった。

Juら12)に従い，脱脂した白糠より，アルブミン画

分，グロプリン画分，グルテリン画分を得た。アルブ

ミン溶液の蛍光強度 (Fl)は205，グロプリン溶液の

Flは281.グルテリン溶液の蛍光強度 (Fl)は 1540

であった。よって，グルテリンは ANSによる Flが

高く，疎水'生基を含むタンパク質であることが考えら

れた。橋爪ら 18)は清酒の苦味はペプチド由来である

と報告している。また，それは清酒製造過程中に，グ

ルテリン酸性サブユニットの N末端残基のペプチド

で，麹由来の酵素によって分解されたものであると報

告しこれらの結果と一致した。橋爪 18)によって報

告された苦味ペプチドは Gln-Leu-Phe-Asn-Pro-Ser

Thr-Asn-Proや Gln-Leu-Pro-Asn-Pro-Ser-Thr-Trp-His，

Gln-Leu-Phe-Gly-Pro戸Asn-Val-Asn-Pro-Trp-His-Asn

Proとしている。そこで，グルテリン画分を用い，酵

素分解し， ANSによる蛍光強度を測定した。ペプチ

ド19当たりの蛍光強度 (Fl) を「疎水度」として算

出した。結果は Fig.2に示した。米麹から抽出された

第 1日7巻 第 12号

粗酵素液の活性は， 238U/mL (酸性プロテアーゼ換

算)， 219U/mL (中性プロテアーゼ)であった。中性

条件下 (pH7.0)で作用したものの疎水度は，開始時

には 10，900(FlIg' peptide)であったが，反応開始

後 30分では 28，358(Fl/g' peptide) と，最大となっ

た。その後，疎水度は徐々に減少し 13，500(FlIg' 

peptide) となった。一方，酸性条件下 (pH4.0)で作

用させたものの疎水度は開始後 90分までは微増し，

12，700 (FlIg' peptide) となった。それ以降，疎水度

は減少し最大時の 1/2程度にまで¥減少したo

Asρergillus属の中性プロテアーゼの特異性は，ロイ

シン，チロシン，フェニルアラニンなど 26)で，切断

末端残基に疎水あるいは苦味アミノ酸が存在する。ま

た，タンパク質の立体構造の深層部に存在する疎水ア

ミノ酸による構造も表面に露出することによって，疎

水度を上昇させたと推察した。

清酒のグルテリン両分のプロテアーゼ消化物をトリ

スートリシン系による SDS-PAGEによって電気泳動

した。その結果を Fig.3に示した。 pH7.0の条件下で

は， 0分(初発)のグルテリンのαーサブユニットは

37-39kDa， sサブユニットは 22-23kD付近にバンド

が見られた。経時的に酵素により分解されs-サブユ

ニット (22-23kDa) はよりスメアになり， 14kDa以

下のバンドが見られた。さらに 180分後には， 4-5kDa 

のバンドが見られ，加水分解されたと考えられる分子

量の小さいバンドが確認できた。 pH4.0の条件下では，

日27
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ry Evaluations 

S巴nsoryevaluation was carried out with 22 panelists. Bitt巴rnesswas evaluated by a 5 point scale， with a score 

of 5 indicating very strong or a score of 1 indicating very weak. Fluorescence was assayed at 390nm excita-

tion and 470 nm. R2 showed 0.802 

報告のある1.0k-1.5kDa程度の苦味ペプチドの検出

にまでは至らなかった。

これら分解物の苦味強度について，官能的に確認し

たところ，中性 (pH7.0)のものは，舌に残るような

強烈な苦味を感じられた。一方， pH 4.0のものは，

清酒中に似た弱い苦味や渋み，うま味のように感じら

れた。このことから，中性プロテアーゼで分解された

ペプチドが苦味ペプチドであると推察された。しかし

清酒穆は酸性であることから，穆中の中性プロテアー

ゼの活性も検討する必要があると考えられた。

(3)清酒中の ANSの疎水度の測定

ANSによる蛍光強度・疎水度を増加させているの

は米グルテリンによるペプチドであることが示唆され

た。官能評価による「苦味度」とペプチド 19あたり

のANSによる蛍光強度 (Fl) を「疎水度」として，

プロットした結果を Fig.4に示した。

また，蛍光強度 (Fl) (疎水度)の増加に伴って，

官能評価による「苦味度Jも増加しその時の決定係

数ぜは 0.802で，比例関係が認められた。一般的に

清酒の苦味として疎水ペプチドの他，チロソール 21)

第 1日7巻 第 12号

などのアミノ酸代謝物やエチルグルコシド，高級アル

コールなどが知られている。本検討では， ANS法に

よる蛍光強度はペプチド以外の多くの苦味物質には影

響されなかった。また， ANS法はペプチド・タンパ

ク質の疎水基に由来する 9)ことから， ANS法による

ペプチドを中心とする疎水度を測定することで，疎水

ペプチド由来の苦味度を推定することが可能であるこ

とが示唆された。この方法は，消費者に対する味の指

標になり得ることが可能ではないかと推察された。た

だし，今後は清酒の「苦味」と H郁子|生を明らかにする

ために， ANS蛍光強度で測定されない苦味物質につ

いて，その「苦味度」とペプチド，さらに ANSの疎

水度の関係性などを明らかにしていく必要があると考

えられた。

要 約

本研究では，消費者の購買意欲と関係する「苦味」

を測定する方法について検討し次の結果を得た。

(1)官能的な苦味度と ANSの蛍光強度 (Fl)には極

めて高い相関関係 (rニ 0.896，nニ 28)が認められた。

929 
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(2)紫外部吸収により測定したペプチド濃度と「苦味

度」およびペプチド濃度と ANS蛍光強度との聞に正

の相関が見られた。しかしながら，それぞれの相関は

0.638， 0.678程度であった。相関が低い要因として，

ANSi去による蛍光を呈しないアミノ酸やアミノ代謝

物， αーエチルグルコシドなどによる苦味の影響があ

ることが示唆された。

(3)モデル系での米タンパク質グルテリンのプロテア

ーゼ分解物が苦味を呈し， ANS蛍光強度で測定でき

ることカfわカ、った。

(4)以上の結果から， ANS蛍光法により清酒の苦味

度測定のが可能で、あることが示された。
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