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We devis巴da simple and quick method for 

the d巴terminationof ethanol concentration by 

steam distillation equipment using the “grav1 

metric method." As a result of the examination 

using this new method， the condition in which 

the minimum sample volume is 30 mL and mini 

mum distillation volume is 30 mL constitutes an 

equal accuracy compared with conventional 

methods. The analysis time for this method is 

about six minutes， or about one tenth compared 

with conventional methods. This allows a much 

more streamlined process. 
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緒言

酒類製造業者においてアルコール分の分析は製造管

理や製品規格の指標として，また酒税法上も非常に重

要である。現在，全国の酒類製造業者で用いられてい

る一般的なアルコール分の分析は蒸留一密度(比重)

法である。しかしこの方法には，煩雑な蒸留前後の体

積と品温調節が必須である。そこで¥米津・小山は振

動式密度計と電子天秤を用いて，これらの煩雑な操作

を省略したアルコール分測定法である「重量法」を考

案した1)。しかし， I重量法」においても 20から 30

分程度の蒸留は行わなければならない。ところで，国

税庁所定分析法 2)では，焦げ付きのおそれのある検体

は水蒸気蒸留法を用いてもよいと記載されている。

そこで今回，水蒸気蒸留には市販されている一体型

の水蒸気蒸留装置を用い，重量法(電子天秤・振動式

密度計)と組合わせた簡単で迅速かつ少量のアルコー

ル分の分析法を考案したので¥報告する。また，本法

の精度，真度，効率性及び不確かさについても従来法

との比較をあわせて報告する。

実験方法

1.水蒸気蒸留装置による試料の水蒸気蒸留

水蒸気蒸留にはアルコールの蒸留にも用いられる

BUCHI社製水蒸気蒸留装置 IK-355Jを使用し，電

源電圧 200V. steam 100%の条件で行った。本装置は，

国税庁所定分析法に採用されている酒類水蒸気蒸留装

置と同等の性能を有しかっ短時間で 100%以上の回

収率を達成できる。ここで、示す回収率は水蒸気蒸留前

の試料に対する留液の百分率と定義する。

2. 振動式密度計及び電子天秤

振動式密度計は京都電子工業製 IDA-155J及び

IDA-650Jを]CSS認定密度標準液(純水， 25%エタ

ノール水溶液)で校正して使用した。電子天秤は標準

分銅により校正したエーアンドデイ製 IFz-300iJを

使用した。

3.測定試料及び分析方法

(1)最少試料採取量決定及び留液採取量決定

市販の清酒(約 15.5%)を用い，本法によりアルコ
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ール分の測定を行った。

(2)併行精度

市販の清酒(約 15.5%) と純水または試薬特級エタ

ノールを混和し 1%， 5%， 10%， 15%， 20%及び50%

のアルコール溶液を試料として作製した。作製した試

料(約 30mL) について本法(留液量 36mL) を用

いてアルコール分の分析を行った。各濃度における測

定回数は 15回とし，その推定標準偏差を併行精度と

した。

(3)真度

純水と試薬特級エタノールを混和して異なる濃度の

アルコール水溶液 (1%， 5%， 10%， 15%， 20%， 

30%) を作製した。各濃度の試料を蒸留せずにそのま

ま振動式密度計で3回測定したアルコール分の平均値

を各試料の参照値とした。各試料(約 30mL) につ

いて本法(留液量 36mL) を用いてアルコール分の

分析を行い，測定平均値と参照値との差を真度とした。

(4)本法と所定分析法との分析値の比較

市販清酒及び合成清酒 100点を用い，それぞれ本法

(試料約 30mL:留液量 36mL) と所定分析法による

アルコール分の分析を行った。

(5)本法と所定分析法との分析値の比較

蒸留には株式会社東芝製電気コンロ iHP-635Jを

用い，振動式密度計には京都電子工業株式会社製

iDA-155Jを用い，所定分析j去に準じてアルコール分

の測定を行った。

測定原理

本法は，水蒸気蒸留装置と重量法を組み合わせて，

水蒸気蒸留前後の検体の重量と密度を測定して，水蒸

気蒸留前の試料の体積と水蒸気蒸留後の留液に含まれ

るアルコールの体積をそれぞれ計算によって導き，後

者を前者で除して試料のアルコール分を算出する方法

である。

具体的な手順は次の通りである。

①振動式密度計で試料の 15tにおける密度を測定し

て，これをpj[g/cm3， 15t] とする。

②試料採取に用いた水蒸気蒸留装置専用の試料管(試

料採取容器)の重量を測定して，これを Mj[g] とす

る。

③常温の試料を試料採取容器に適当量 (30mL程度)

を採取した後，試料と試料採取容器の合計重量を測定
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して，これを M2[g] とする。

④留液採取に用いる共栓付 100mL用メスシリンダー

(受器)の重量を測定して，これを M3[g] とする。

⑤試料を水蒸気蒸留装置で蒸留して，受器で適当量

(1青酒であれば原容の 120%程度)の留液を受ける。

⑥留液と受器の合計重量を測定して，これを M4[g]

とする。

⑦留液のメスアップと温度調節は行わず，均一に撹持

した後，振動式密度計で留液の 15tにおける密度を

測定して，これをp2[g/cm
3
，15t] とする。また，

国税庁所定分析法付表第 2表(国際アルコール表)に

より留液の密度をアルコール分に変換してこれを A

[vol%] とする(振動式密度計には，濃度換算機能が

付属されているため，そちらを使用する)。

③以下の計算により試料のアルコール分X[vol%] を

算出する。

採取した試料の重量を mj[g]，留液の重量を m2[g]

とすると，

mj = M2一Mj

m2 = M4 -M3 

である。

(1) 

(2) 

したがって，蒸留前の試料の 15tにおける体積を

Vj[cm
3
] とすると，

Vj = mj / pj (3) 

蒸留後の検体に含まれるアルコールの 15tにおける

体積を V2[cm
3
] とすると，

V2 = (A / 100)・(m2/ρ) (4) 

したがって，蒸留前の試料のアルコール濃度 X

[vol%]は

X=  (V2/Vj) ・100

となる。

さらに， Eq. (5)は

X = A (m2' pj) / (mj・P2)

で表される。

結果及び考察

(5) 

(6) 

1.水蒸気蒸留における留液採取量の検討・試料最少

量の検討

国税庁所定分析法中の水蒸気蒸留法の規定は，検体

100 ~ 150 mLを採取すること及び留液採取量は 98%

以上となっている。そこで，水蒸気蒸留法として水蒸

気蒸留装置による蒸留法を採用した。市販の清酒を約

醸協 (2014)
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100 mL採取し留液採取量約 100mLの条件で水蒸

気蒸留を行った。アルコール分測定方法は重量法で行

った (Table1，実験区分 100→ 100)。試料のアルコ

ール分の平均値は 15.23%，標準偏差 0.046であった。

これは Table2に示す所定分析法における 10%程度

(0.039) と20%程度 (0.069) との聞の推定標準偏差

であり，本法は所定分析法と同等の精度を有すること

がわかった。

アルコール分分析において，酒母やもろみ初期の試

料のろ液を 100mL以上調製するまでに，かなりの時

間を要する。また， 100 mLの試料について水蒸気蒸

留装置を用いて留液採取量を 100mL回収するのに約

5分の時間を要する。そこで，ろ液の調製時間の短縮

及び水蒸気蒸留時間の短縮を目的に，試料の少量化を

検討した (Table1)。実験区分 20→ 20では分析値の

平均が 14.99%:標準偏差が0.077となり，実験区分

100→ 100より標準偏差が大きくなったが，実験区分

30→ 30では平均が 15.03%:標準偏差が 0.047となり，

実験区分 100→ 100と同等の精度であることがわかっ

た。したがって，最少試料量は 30mLと決めた。一

方，アルコール分は低めであった。その原因は試料採

取量が 30mLと少ないため，水蒸気蒸留の際に留液

にすべてアルコール分が回収されていないためではな

いかと考えた。そこで，市販の清酒(約 15.5%) に対

Table 1 The average and standard deviation of alco-

hol concentrations using the new method 

for commercial Sake. 

Experimental 
100→ 100' 20→ 20b 30→ 30b 

S巴ction'

Recovery rate (%) 100 100 100 

Number of m巴asure-
立1巴nts

9 10 10 

Average (%) 15.23 14目99 15.03 

Standard deviation 0.046 0.077 0.047 

':Experimental section "100→ 100" means that sample 
volume is 100 mL and distillate volume is 100 mL. 
※ sample "a" and sample "b 訂 edifferent. 

し試料採取量 30mLで本法を用いてアルコール分を

分析し併行精度を検討した (Table3)。留液量 36

mLと39mLでは，標準偏差が0.017と同等の併行精

度であった。また留液量を 42mLに増やした場合，

標準偏差が 0.012となり，留液量 36mL及び39mL 

と比較すると併行精度は良くなったが大差はなく，留

液量は 36mLで十分で、あると結論づけた。

2.本法と所定分析法との比較

(1)併行精度

実験方法のとおり，市販の清酒と純水または精製ア

ルコールを混和して作製した試料について本法(採取

試料約 30mL/留液約 36mL) を用いてアルコール

分の分析を行った (Table2)。推定標準偏差を各濃度

それぞれで確認し所定分析法の測定結果との比較を

行った。ここで所定分析法の分析結果については，重

量法の論文 1)に記載されているものを用いた。どちら

の方法においても，試料のアルコール分の増加に伴い，

推定標準偏差もおおよそ直線的に増加しているが，各

測定水準において本法の方が小さい値となった。した

がって，アルコール 1%~ 50%の範囲において，本

法が所定分析法よりも精度が高いと結論づけた。

(2)真度

実験方法のとおり，異なる濃度のアルコール水溶液

を作製し，各濃度の試料を蒸留せずにそのまま振動式

密度計で 3回測定したアルコール分の平均値を各試料

の参照値とした。それぞれの試料について本法(採取

試料約 30mL/留液約 36mL) に従い 15回のアルコ

Table 3 Repeatability of distillate volume using the 

new method for commercial Sake. 

Distillate volume (mL) 

Recovery rate (%) 

Number ofm巴asurements
Average (%) 

Standard deviation 

42 

140 

12 

15.63 

0.012 

1rable 2 Repeatability of the new method and conventional method 

Method of measurement [ Conventional me出od・[ New method 

Alcohol concentration I 1% 10% 20% 50% I 1% 5% 10% 15% 20% 50% 

Average (%) 1 10.07 19.86 49.97 [0.99 4.田 10 15.59 20.14 51.2 

Estimated standard deviation I 0.006 0.039 0.069 0.134 I 0.005 0.007 0.022 0.017 0.049 0.042 

': Drawn the values from reference 1. 
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Table 4 Analysis of alcohol-water solution 

Method of measurement Conventional m巴thod' New method 

Reference value (96) 1.29 10.32 20.08 47.26 1.04 4.98 9.88 14.85 20.16 29.66 

Average (96) 1.30 10.27 19.98 47.19 1.03 4.96 9.84 14.8 20.07 29.56 

Estimated standard d巴vlatlon 0.005 0.025 0.042 0.162 0.005 0.009 0.017 0.017 0.036 0.02 

Accuracy (001) -0.05 -0.10 (-0.07) 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.09 -0.10 

': Values drawn from reference 1 

ール分の分析を行い，測定平均値と参照値との差を真

度とした。測定結果と所定分析法での分析結果の比較

を行った (Table4)。所定分析法での測定結果につい

ては，重量法の論文1)に記載されているものを用いた。

アルコール分 196~ 3096の範囲において本法 (試料

30 mL)は，所定分析法(試料 100mL) よりも真度

が高く，推定標準偏差が小さいことがわかった。以上

からアルコー lレ分 196~ 3096の範囲において本法は

振動式密度計法と同等以上の真度があると結論付けた。

3.本法と所定分析法との分析値の比較

100種類の清酒及び合成清酒について，本法(試料

量 30mL)と所定分析法による分析を行い，測定値を

比較した (Fig.l)。本法の標準偏差は 0.014であ り，

本法と所定分析法の平均値の差は-0.0196であった。

さらに Fig.1に示すように， 90点以上が誤差:!:0.0596 

以内に収まり， 99点において， :!: 0.l96以内に収ま っ

た。したがって，本法と所定分析法との間に有意差は

見られず，本法と所定分析法との整合は十分取れてい

ると考えられる。誤差が:!:0.l96以内に収まらなかっ

たl点はにごり酒で，測定値との差は 0.l196であっ

た。原因としてにごり酒中の固形分が影響したと考え

られるが，希釈することにより固形分の影響は排除で

きると考えられる。
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4.不確かさの見積 1)

米j畢・小山の報告を参考に，本法の不確かさを見積

った。考えられる要因としては，蒸留後の密度測定，

留液のアルコール分算出，及びアルコール分算出の四

捨五入であり，それに由来する測定値の不確かさ，ま

た各要因を合成した測定系全体の合成標準不確かさを

Table 5に示す。ここで，不確かさの計算にあたって

は試料のアルコール分を 15%. 試料量/留液量を 30

mLl36 mLと設定した。以下に蒸留後の密度測定及

び留液のアルコール分算出の際の不確かさの算出過程

を記述する。なお，アルコール分算出の四捨五入の不

確かさは米津・小山の報告 1)を引用した。

(1)蒸留後の密度測定

JCSSにおいて，密度 0.65~ 1.00 g/cm3における振

動式密度計DA-650の拡張標準不確かさ(最高測定能

力)0.00002 g/cm3 (包含係数k= 2)が認められて

おり 3) したがって標準不確かさは 0.00001g/cm3で

ある。よって，蒸留後の測定密度の不確かさ UBl-P2は，

UBl-P2 = 0.000010 [g/cm3
• 15tJ 

である。

計測における不確かさの表現のガイド 4)に記載の不

確かさの伝播式/).Z=Lni~j[(δflδW). /).WJ により

蒸留後の密度測定に由来する不確かさ UBl(=/).Z) を

求めると，

UBl =/).Z =Lni~j[(δfIθWi) . /).WJ (7) 

UBl = 1δXIδP2・UBl-P21 (8) 

ここで• oXIδP2 [vol%1 (gl cm3) Jは蒸留後留液密

度の試料中アルコール濃度に対する感度係数を表すの

で

δXIOP2 =θA/δP2・V2/Vj

となる。

(9) 

δA/θP2 [vol%1 (gl cm3) Jは蒸留後留液密度の留液

中アルコール濃度に対する感度係数を表す。

V2/Vjは試料Vj[mLJ と留液 V2[mLJ の希釈倍率

を表す。 V2/V j = (m21 P2) I (mjl pj) より求める。ただ

し試料質量 mj 留液質量 m2 試料密度pj 留液密

度P2

したカ古って. Eq. (8) は

UBl =1δAIδP2・V2/ Vj . UBl-P21 

となる。

(10) 

アルコール濃度 15%の試料を，試料量 30mLl留

液量 36mLにて蒸留した場合，留液が 12.5%となる

ため，この範囲の感度係数を計算すると以下のように

なる。

国税庁所定分析法(司11令)第 2表『アルコール分と

密度 (15
0

C)及び比重 (15/15t)換算表.15)より，

アルコール度 [vol%J と密度 [g/cm3Jの関係は 12.0

vol%の場合0.98346[g/cm3J. 13.0 vol%の場合

0.98236 [g/cm3J となる。 したカ古って，

oAIδP2 = (12.0 -13.0) I (0.98346一0.98236)

= 909.1 

蒸留後の密度測定に由来する不確かさ UBlを Eq.

(10) より求めると，

UBl =1θAIθP2' V2/Vj・UBl-P21

= 1909.1・1.2・0.0000101

= 0.011 [vol%J 

となる。

(2)留液のアルコール分算出

留液が試料の 120%の場合，留液のアルコール分は

12.5%となる。この時の不確かさ UB2-Aは

UB2-A = 1θXIθρ2・u(xi)1 

となる。

(11) 

Table 5 Unc巴rtaintyof the new method and the gravimetric method 

The gravimetric method事 New method 
Factor of uncertainty Uncertainty Factor of uncertainty Unc巴rtainty

Measurement of density after distillation 0.011 Measurement of density after distillation 0.011 
Calculational procedure of alcohol concentra. 
tion of distillate 

0.020 
Calculational procedure of alcohol concentra-

0.003 
(including essential figure of table of alcohol tion of distillate 
density and transfer of sample) 

Rounding in Calculational procedure of alcohol 
0.003 

Rounding in Calculational procedure of alcohol 
0.003 

conc巴ntration concentratlOn 

Synthetic standard uncertainty 0.023 Synthetic st叩 darduncertainty 0.012 
Ext巴ndeduncertainty 0.046 Extended uncertainty 0.024 

事:Values drawn from reference 1 
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ここで，イ 蒸留後の密度測定で記述したようにδ

X/elpz[ vol%/ (g/cm3) Jは蒸留後留液密度の試料中ア

ルコール濃度に対する感度係数であるので， Eq. (9) 

で表される。

また， u(xi) は分解能に起因する不確かさを算出す

る式 6)である。具体的にはアルコール密度表の有効数

字に起因する密度の不確かさ [vol%Jであり，

u (xi) [vol%J = a/ V 3 (12) 

で表される。 aは分解能 2aの半値 [g/cmつである。

したがって， Eq. (11) は

UBZ-A = 1θA/θpz・VZ/V1・a/花1 (13) 

となる。

ここで， elNδρz = (12.0-13.0)/(0.98346-0.98236) = 

909.1，分解能 2a[g/cm3Jは0.00001であるので， a 

は0.000005となる。

したがって，留液のアルコール分算出時の不確かさ

UBZ-AをEq.(13) より求めると，

UBZ-A = 1δA /elpz・VZ/V1・a/131

= 909.1・1.2・0.000005・/13

= 0.003 [vol%J 

となる。

Table 5から本法の不確かさの主要因は，蒸留後の

密度測定であると考えられる。また，アルコール分

15%の試料においては，重量法の拡張不確かさ1)は

0.046であるのに対し，本法では 0.024であることか

ら，本法は重量法と比較して，同等以下の拡張不確か

さを有すると考えられる。

5.本法に用いる振動式密度計比較

振動式密度計の不確かさは， DA田650: 0.000010， 

DA-155 : 0.000050である。このように， DA-650の不

確かさは DA-155に比べて小さいが高価である。そこ

で， DA-650より不確かさは大きいが低価格で，かっ

すでに多数の酒造製造業者に導入されている DA-155

との比較を行った。市販清酒(約 15.5%) について，

水蒸気蒸留を行い，留液を回収し重量を測定した後，

同ーの留液について DA-650とDA-155を用いて密度

を測定し，アルコール分を算出した。その結果，両方

法の平均値は 15.07%とほぼ同じ値であり，標準偏差

もDA-650が 0.085，DA-155が 0.079と同程度の値で

あったことから， DA-155を用いても DA-650と同等

の精度を有することが示された。

6.作業時間

重量法において，蒸留時間は 20-30分必要である

が，本法では水蒸気蒸留での 2-3分に置き換わるた

め，合計時間も重量法の 25-30分に対し，本法では

約 6分へと大幅に短縮される (Table6)。したがって，

煩雑な蒸留前後の体積と品温調節及び蒸留が必須であ

るため合言十時間が40-50分かかる所定分析法に比べ

ると約 1/10に短縮できる。そのため，特に仕込み時

期の酒母やもろみのアルコール分の分析時間を大幅に

短縮でき，作業の効率化が可能となる。

7. データ処理

実際のアルコール分を算出する際，測定原理に記述

するような計算を行わないといけないため，電卓等で

の手計算では時間がかかり，現実的でない。通常，パ

ソコンの表計算ソフトを用い，試料の 15tにおける

密度pl[g/cm3，15t]，試料採取容器重量 M1[g]，試

料+試料採取容器重量 Mz[g]，受器重量 M3[gJ，留

液+受器重量 M4[g]，留液の 15tにおける密度pz[g/

cm3， 15t]，留液のアルコール分 A [%J を入力し，

Eq. (6)の計算式によりアルコール分を算出する。さ

らに，振動式密度計や電子天秤にパソコンを接続して

数値を直接転送することができれば数値入力にかかる

時間と労力も削減できる。

Table 6 Comparison of work time between the new method and the gravimetric method. 

Operations The gravimetric method (min) New method (min) 
M巴asurementof density for sample 2-3 2-3 

Measurement of weight for sample <1 <1 
Distillation 20 2-3 

Measurement of weight for distillate <1 <1 
Measurement of densitv for distillat巴 2-3 2-3 

Total time 25 -30 6 
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要約

(1)市販されている一体型の水蒸気蒸留装置を用い，

重量法(電子天秤・振動式密度計)と組合わせた簡単

で迅速かつ少量のアルコール分の分析法を考案した。

(2)水蒸気蒸留における試料最少量及び留液採取量の

検討を行った結果，最少試料量は 30mL，留液採取

量は 36mLでアルコール分の分析を行っても，十分

所定分析法と同程度の精度であることがわかった。

(3)本法(採取試料約 30mL/留液約 36mL) と所

定分析法について比較を行い，併行精度あるいは真度

ともに所定分析法と同等以上の結果を示した。

(4)本法の分析時間は約 6分で終了するので，煩雑な

蒸留前後の体積と品温調節及び蒸留が必須である所定

分析法(分析時間 40~ 50分)に比べると約 1/10に

短縮できる。そのため，特に仕込み時期の酒母やもろ

みのアルコール分の分析時間を大幅に短縮でき，作業

の効率化が可能となる。

(5)実際にアルコール分を算出する際には，パソコン

の表計算ソフトを用いることが望ましい。さらに，振

動式密度計や電子天秤にパソコンを接続して数値を直

接転送することができれば数値入力にかかる時間と労

第 109巻 第 3号

力もより削減できる。
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