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国産赤ワインにおける

フェノ}ル系オフフレーバ}の発生頻度

恩田 匠*~・小松正和*

* 山梨県工業技術センター支所ワインセンター

Frequency of Phenolic Off-flavors in Red Wines Produced in ]apan 

ONDA Takumi*~ and KOMASTU Masakazu* 

* Yamanashi Wine center， }匂manashiIndustrial Technology Center， 

2517 katsunuma. Katsunuma-cho， Kousyu-shi，ぬmanashi 409-1316 

Recently， the prevention of phenolic off-flavors (‘thenole') has become the focus in red wine making. 

We investigated the frequency of phenole in 386 samples of commercial red wines produced in ]apan. 

Almost 80% of the samples contained phenole at a concentration of 0.100mg/1!. We think that most of 

the red wines produced in ]apan are of high quality and contain minimal phenole. The yeast strains 

belonging to the genus Brettanomyces were detected in some wine samples that contained high 

concentrations of phenole. These wine samples also showed high pH values. 

(Received May 21， 2013 ; Accepted ]ul. 18， 2013) 
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ワインには多様な香り物質が含まれ，その複雑な構成

が製品の品質を大きく左右する。ブドウ果実や発酵に由

来する健全で良好な香り物質が，好ましいバランスでワ

インに含まれることが重要で、ある。しかしながら，しば

しば様々な原因，特に醸造や保蔵上の過誤により，様々

なオフフレーパー(欠陥臭)がワインに付与されること

があり，製品の品質低下や劣化が引き起こされることが

ある。したがって，ワイン製造では，このオフフレーパ

ーの発生防止がきわめて重要である。

赤ワイン製造は，白ワインと比べてより煩雑な工程を

経て，製品化されるまでに長期間を要する。特に，果皮

とともに発酵を行う「醸し発酵」工程や，アルコール発

酵後の乳酸菌による「マロラクティック発酵」工程，さ

らに樽などを用いた貯蔵・熟成工程があり，瓶詰め後に

長期保蔵される期間も長いことから，酸化や雑菌類の汚

染などの劣化が生じる機会が多くなる。このことから，

従来の国産赤ワインでは，産膜酵母や酢酸菌などの微生

物汚染と酸化に伴う強いオフプレーパー(欠陥臭)，す

なわち酢酸エチル，アセトアルデヒド，酢酸などが検出

されることがしばしばあった。しかしながら，近年では

これらの強いオフフレーパーが高濃度で検出されるよう

な，著しく劣化したワインの頻度は少なくなってきてい

* 干409-1316 山梨県甲州市勝沼町勝沼2517

る。

一方で，近年注目されるようになっている，赤ワイン

のオフフレーパーに， 1フェノレ(‘thenole')jト3)と通称

されるフェノール系のオフフレーパー4)がある。フェノ

レは，古くはフランス・ボルドー地方の赤ワインに特徴

的な香りと考えられ，必ずしもオフフレーパーとして認

識されてこなかった経緯がある。しかしながら近年にな

って，このフェノレの本体は，主に赤ワインの貯蔵熟成

・保蔵期間において，Brettanomyces (ブレタノミセス)

属酵母が汚染することで，同酵母から生成される 4 エ

チルフェノール(以下， 4 -EP) と4 エチルグアイア

コール(以下， 4-EG)であることが判明した。これら

は，低濃度でもワインの良好な香りをマスキングし，高

濃度になると「馬小屋臭j，1動物臭j，1薬品臭」あるい

は 1)属製臭」とも表現される強い異臭となる，オフフレ

ーパーであることが強く認識されるようになった。最近

になって，本邦のワイン審査会においても，このフェノ

レによる欠陥を指摘することが多くなり，強く注意が払

われるようになってきた。

この赤ワインのフェノレについての研究は，ボルド一

大学を中心に進展ト3)してきた。本邦では，篠原らによ

って，いくつかの基礎的な研究4)叫が行われ，その中で
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国産赤ワイン13点について 4-EPの定量分析ωが行われ

たが，国産赤ワインとしてのフェノレの発生頻度を明ら

かにするには至っていない。そこで，本研究では，現状

における，国産赤ワインのフェノレの発生頻度を明らか

にすることを目的とした。

実験方法

1.供試ワイン試料

供試赤ワイン試料として， 2010年から2012年の間に，

無作為に入手した市販国産赤ワイン386点を用いた。こ

の供試赤ワインの内訳としては，原料ブドウで大別して，

カベルネ・ソーヴィニヨンやメルロなどのいわゆる欧州

系原料を主要品種とした，いわゆる「欧州系 (Vi出

vinifera grape varieties) J 153点，マスカット・ベーリ

ーAやブラック・クイーンなどの国内改良系や北米系を

主要品種とした， I非欧州系 (non-Vitis vinifera grape 

varieties) J 233点である。サンプルの醸造年は最も古い

もので2002年，新しいもので2012年， 2009年のものが最

も多く， 2010年が次に多かった。

また，参考として，市販のフランス・ボルドー産赤ワ

イン 13点(価格5 ， 000~9 ， 000円台)についても同時に分

析用試料として供試した。

2. フェノレの分析

供試赤ワイン中の 4-EPおよび 4-EGの定量分析は，

液体クロマトグラフ質量分析 (UPLC-MS/MS)法によ

り，超高速液体クロマトグラフータンデム型質量分析計

システムを用いて実施した。すなわち，まず供試ワイン

について， 0.20畑のメンブランフィルターでろ過し，分

析試料とした。次に，分析試料を， UPLC-MS/MS装置

(Acquity， Waters社製)を用いて，専用カラム (BEH

C181. 7畑， 2.1mmx50凹， Waters社製)を装着した超高

速液体クロマトグラフ (UPLC)で分離を行い，四重極

型質量分析計 (MS/MS)で定量した。溶離液には，水

ーアセトニトリル混合溶液を用い，その溶出条件につい

ては，①流速O.6 me/min.，②グラジェント(Omin.か

ら95:5， 3 min.後まで55: 45， 3.1min.後まで 4min.

後まで 5:95，その後95:5) とした。

各種濃度に調整した標準液について，本法により分析

し，ピーク面積から検量線を作成して，各フェノレ成分

の定量を行った。標準液は， 4成分の市販試薬 (4-EP

と4-EG)および白ワインのフェノレとして問題となる

4ービニルフェノール， 4ービニルグアイアコールの 2手重

を100%エタノールに各種の濃度で溶解した後， 13%エ

タノール水溶液に調製したものを用いた。

3. ワインの一般成分分析

ワインの亜硫酸濃度やpHなどの一般成分の分析は，

国税庁所定分析法および常法によった。

4.微生物分析

供試ワイン中の，フェノレの原因微生物である，

Brettanomyces属酵母細胞の検出を，抗原抗体反応を用い

て特異的に検出する市販検査キット (Z-WineAssay， 

Unitech Scientific LLC社製)を用いて行った。すなわ

ち，供試ワイン 1ml!について，遠心分離 (8，000rpm，

5分間)を行い，上清を取り除き，沈殿に，脱色液A

1 ml!を加え，よく混和した。この混和液を遠心分離して，

上清を取り除く洗浄操作を繰り返した。得られた沈殿に，

懸濁溶液Bを40，ul!加え，よく混和した。 Z-brettチップ

のウエル部分に 5，u1!添加した。このチップをシャーレ

に入れ， 45
0Cで最低30分間乾燥させた。次に，ブロック

/脱色液C10ml!をシャーレに入れ，チップを液体中に沈

め， 15分間放置した。ピペットで，ウエル部分の色素を

洗い流した後，抗ブレット液D240，ul!と接合液F240，ul! 

をシャーレに加え，混和後30分間放置した。シャーレか

ら液体を除去し，緩衝液E10ml!を加え，結合液F240，ul! 

を添加した。シャーレから液体を除去し，緩衝液Eを用

いて，洗浄を操り返した。反応液G-110ml!と活性反応

液G-2 O.lm1!を混合した。この混合液をシャーレに加

え， 20分間放置し，シャーレから液体を除去した。チッ

プを蒸留水で洗浄して， 5分間風乾した。ウエル部分に

現れるシグナル(紫色の染色スポット)の強度を，チッ

プにあらかじめ設置されている標準シグナルと比較して，

陰性か陽性(菌濃度;10'個/mI!未満， 10'個/ml!， 105個/

mI!， 106個/mI!または10'個/ml!超)を判断した。

実験結果および考察

4-EPと4-EGの闘値は， CHATONNETら2)により，赤

ワイン中においてそれぞれ単体では， 0.605mg/1!および

0.110mg/ I! (水中ではそれぞれ0.130mg/1!および0.025

mg/I! )と報告されている。また， 4-EPと4-EGを赤

ワイン中での典型的な存在比率引である10:1で混合し

たときの闘値は， 0.369mg/1!であるとされている。

市販国産赤ワイン386点についての分析の結果， 4-EP 

の平均値はO.098mg/ I! (標準偏差0.157)であり，最も

高かったもので1.665mg/ I!であった (Table1 ) 0 4 -EG 

の平均値はO.023mg/ I! (標準偏差0.046)であり，最も

高いものでO.337mg/ I!であった。いくつかの海外におけ

Table 1 Concentraions of phenolic off-flavors in the 386 

of tested red wines produced in J apan 

4-ethyphenol 4-ethylguaiacol 

(昭/R，) (mg/I! ) 

average 0.098 0.023 

standard deviation 0.157 0.046 

maXlmu町1 1. 665 0.337 

minimum1
) ND2) ND') 

4-Vinylphenol and 4-vinylguaiacol were not detected among 
most samples. 
1) Limited detections were 0.005皿g/Rat 4-ethylphenol and 
at O. 01Omg/ R at 4-ethylguaiacol. respectively 
2) ND; not detected. 



る報告ト3)と同様に，国産赤ワインのフェノレの定量分

析値においても，ワイン試料間で大きなバラツキがある

ことが分かった。白ワインで問題となるフェノレ (4ー

ピニルフェノール， 4 ビニルグアイアコール)につい

ては，いずれのワイン試料からも，ほとんどトレース程

度 (0.020rng/.e付近)しか検出されなかった。このこと

は， 4-EPと4-EG生成経路の前駆物質であるこれらの

2つのフェノレが，赤ワインには残存しないとする知

見1)を裏付ける結果となった。

CHATONNETら2)の1992年に行われた初期の研究におい

ては，フランス産赤ワイン83点の 4-EPおよび4-EGの

平均値は，それぞれO.440mg/.e (標準偏差0.179，最大

値6.047mg/.e)およびO.082mg/.e (標準偏差0.230，最

大値1.561mg/.e )であった。分析した赤ワインの約1/3

が闘値以上の 4-EPを含むことが報告されている。なお，

今回の研究で，比較対象として，無作為に選抜したフラ

ンス・ボルドー産の市販赤ワイン13点について，同様に

分析を行った結果， 4-EPおよび4-EGの平均値は，そ

れぞれO.169mg;.e (標準偏差0.563，最大値0.482mg/

.e)およびO.046mg/.e (標準偏差0.132，最大値0.098rng

;.e)であった。

今回の国産赤ワインの 4-EPの定量分析結果について

の，各品種グループ(欧州系と非欧州系)別の発生頻度

の分布を， Fig.1に示した。欧州系と非欧州系ともに，

全く健全な品質と言える0.100mg/.e未満のサンプルが，

全体の82%を占めた。闘値を超えていると考えられる 4

EPが0.400mg/.e以上の試料は，供試試料全体で13試料

(3.9%)のみ存在した。以上のことから，大多数の国産

赤ワインは，フェノレ汚染に関しては健全であることが

明らかとなった。

欧州系と非欧州系の試料間での違いとしては，非欧州

系の試料には， 4-EPが0.500mg/.e以上の高いフェノレ

濃度を示す試料が多く存在する傾向が認められた

(Fig.1)。

Brettanomyces属酵母の検出キットを用いた解析の結果，

(図表には示さないが)0.100mg/.e以上の 4-EPが検出

された試料 (71)札全体の18%)からは， 104個/m.e以上

-10'個/m.e超の細胞が検出された。なお，フェノレが検

出されなかった試料からも，全体の約10%の試料におい

て低濃度のBrettanomyces属酵母細胞が検出され，今後の

検討課題と考えられた。いずれにしても，Brettanomyces 

属酵母が国産赤ワイン製造において，一定の頻度で分布

していることが確認された。なお，前述した 4-EPが

O. 400mg/.e以上であった13試料については， 10'個/m.eあ
るいは10'個/m.e超の高い濃度の細胞が検出された。この

13試料は，供試試料全体の平均pHが3.55のところ， pH 

3.7-4.1と高い値を示した。

ワインのpHが高くなると，同じ遊離亜硫酸濃度であ

っても，殺菌効力をもっ分子状亜硫酸濃度が低くなるこ

とが分かつている。これらのワイン試料は，赤ワインの

国産赤ワインのフェノレの頻度
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Concentration of 4-ethylphenol (mgl Q ) 

Fig. 1 Frequencies of phenolic 0庄司flavorsin the tested 

red wines classified according to their conc巴ntrations

of 4-ethylphenol 

The 386 wine samples contained 153 samples belonging to 

Vitis vinifera grape vari巴ties(white bar) and the remaining 

233 to non-Vitis vin俳ragrape varieties (black bar). 

貯蔵熟成あるいは保蔵期間中に，Brettanomyces属酵母が

生育しやすかった可能性が考えられた。したがって，フ

ェノレの発生防止には，亜硫酸管理とともにpHの管理

が重要であることが示唆された。

国産赤ワインにおけるフェノール系オフプレーパー

(フェノレ)汚染の現状把握を目的とした。現状の市販

国産赤ワインには，その約80%がほとんどフェノレを含

まないことが分かった。また，高い濃度でフェノレが検

出されたワイン試料からは，高い濃度でBrettanomyces属

酵母の細胞が検出された。フェノレ含量が高い試料のpH

は高い値を示した。

約要

本研究は，独立行政法人科学技術振興機構研究成果展

開事業研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP;

Adaptable and Seamless Technology Transfer 

Program through target-driven R&D) フイージビリ

テイスタデイ [FS]探索タイプ (ExploratoryResearch) 

における成果を含みます。
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