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ABSTRACT 

 The simple chemical analyses were performed to the coffee.  The acid values of coffee were 

measured and correlated with a sour taste of coffee.   The acid values increased with roast of 

coffee beans at first then decreased.  Absorption spectra of coffee were measured and two 

peaks were assigned to caffeine and chlorogenic acid.  Three colored partitions were appeared 

with gel permeation chromatography of coffee and absorption spectra of each partition were 

measured.  Thermal analyses (TG and DTA) were performed to coffee beans.  The 5 % weight 

losses of each coffee bean in TG were contained around 100 ℃; these behavior should be from 

chemical reactions with roast. 
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1. 序論 
タイトルにはたいそうなことをあげているが、本稿

の主眼は、本科の５年生が、高専５年間で学んできた

知識、技術を用いて、卒業研究において、コーヒーと

いう物質に対して、どのようなことを研究できるかを

模索してきたものをまとめたものである。 
コーヒーについて化学的観点からみると、コーヒー

は、生豆を焙煎することで初めて特有の味や香りを生

じる。これは加熱によって生豆中の成分が化学変化を

起こすためである。その結果生成した物質には多種多

様のものがあるが、味覚にはクロロゲン酸類が主な働

きを示し、色については主に３種の反応が関与してい

ると言われている 1)。本研究では、コーヒーへの化学

的アプローチとして、味覚に通じる、コーヒーの酸価

測定、また、コーヒーの色についてはゲル濾過クロマ

トグラフィーを用いて成分分離を試みた。最後に焙煎

には必要不可欠な熱とコーヒー豆の安定性にどのよう

な関係があるかを調べるために熱分析を行った。以下、

各測定について、コーヒーとの関わりについてまとめ

る。 
コーヒーの酸価測定においては、コーヒーの酸味と

酸価の関係に注目し、簡単な滴定により酸価を決定し、

それが、酸味の客観的な判断と関係づけられるかどう

かの可能性について検証した。コーヒーには多くの成

分が含まれるが、特に味覚に関わっていると考えられ

るクロロゲン酸類は熱に不安定で加水分解によりキナ

酸とコーヒー酸を生じる。またそれ以外にも直接、糖

類やアミノ酸などと反応して褐色色素の一部に変化す

ることも知られている。これらの焙煎による変化のた

めクロロゲン酸類の量も焙煎に伴なって変化する。味

覚については、市販されているコーヒー豆は、酸味の

強弱を各店それぞれで表示しているが、酸味の決定は

カップテストなどによる主観的な判断によって行われ

ている。一般には豆を浅煎りで仕上げるほど酸味が強

く、深煎りにするほど苦味が強くなると言われている。

本研究では、実際に感じる酸味(味覚)と実験で得た酸価

を比較してバロメーターを示すことを目的とする。さ

らに生豆から深煎りまでローストの度合いとその時の

コーヒーの酸価との関係と、コーヒーを淹れてから時

間が経ったものは酸味が増す、という通説に対して酸

価の経時変化からの観点で検証した。 
コーヒーの色については、コーヒーは褐色を呈する

液体ではあるが、豆の種類や焙煎度によって微妙にそ
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の色彩は異なる。この褐色の形成はカラメル化、メラ

ード反応およびポリフェノール類の酸化重合の３経路

からなっていると考えられている。本研究ではコーヒ

ーの色彩について深く分析を進めるため、コーヒー原

液の吸光度を測定した。また、カラムクロマトグラフ

ィーを用いてコーヒー液色素の分離を試み、分離され

た色素の種類やそれら色素の紫外域のスペクトルを測

定して豆による違いについて考慮した。これらの紫外

域のスペクトルと、各色素のスペクトルの特徴からコ

ーヒーの色彩の客観的な判断基準の可能性について検

討した。 
熱化学の応用については、コーヒー豆の焙煎との関

係を考えることになるが、コーヒー豆の「焙煎」とは、

一般的にコーヒー生豆を火力で煎る操作である。焙煎

によりコーヒーの生豆を人為的に加熱することで生豆

中に含まれる水分を蒸発させ、化学的な成分変化を引

き起こして、それぞれの生豆の特性を最大限引き出し、

コーヒー独特の色、香り、風味となる。今日では、コ

ーヒー豆の焙煎メカニズムや焙煎過程での化学的な変

化についても少なからず報告されてはいるが解明され

ていない部分も多く、研究が必要とされている。 本

研究では、焙煎によるコーヒー豆の熱化学的変化に注

目し、コーヒー生豆・焙煎済み市販豆を用いて、熱分

析(熱重量測定:TG、示差熱分析:DTA)を行い、焙煎過

程での変化を化学的に検証した。 
以下、おのおのの実験操作を述べ、その後、結果に

ついて触れていきたいと思う。 

 
2. 実験操作 

2-1. 酸価の測定 
コーヒーの酸価は、酸価滴定により決定した。指示

薬はフェノールフタレイン、滴定液には 1/500 N－

KOH 水溶液を使用した。測定液がもともと淡色を帯び

ているので、変色点を見間違わないよう注意した。 
測定に使用するコーヒー液の調整は、対象のコーヒ

ー豆 20 粒を電動ミルで 30 秒挽き重量測定後に、熱湯

50 ml を一気に入れて 30 秒攪拌する。これをろ過し

たものを原液とする。その原液 1 ml を百倍希釈して滴

定を行った。 
測定に使用した豆は。目的により数種類用意した。

酸味と酸価の関係を調べるために、あるコーヒーショ

ップ（天秤珈琲）の酸味の異なる３種類（「サワー」「マ

イルド」「ストロング」）を用意した。これにより、酸

味と酸価の関係が明らかになるはずである。この結果

をふまえて、同じ職人がほぼ同じ程度で焙煎した産地

別（ケニア、エチオピア、コロンビア、エクアドル）

の酸価滴定を行い、産地別に酸価が異なるかをみた。

また、焙煎度別によって、酸価がどのように変化する

か比較する場合には、自家製の焙煎器を用いて焙煎し、

色によって、大まかに７段階に分類した。2) 
珈琲の味が時間経過により変化することはよく知ら

れているが、それが酸価と関係があるかどうか調べる

ために、酸価の経時変化についても測定した。抽出液

を 3 時間、24 時間時間放置し多後の酸価を測定し、考

察した。 
 
2-2. コーヒーの色彩スペクトル 
コーヒー抽出液に対して、分光光度計 (日本分光 

Ubest-250)を用いて、紫外吸収スペクトルを測定した。

抽出したコーヒーでは、吸光度が高すぎるので、500
倍に希釈して測定を行った。また、原液の抽出におい

ては、産地別、焙煎度別に用意して測定を行った。 
コーヒーの色彩を決める要因を探るべく、コーヒー

抽出液にゲル濾過クロマトグラフィーを適用した。使

用した充填剤は Sephadex-G25、展開溶媒は水、オ

ープンカラムで行った。分離された着色溶液につい

て紫外可視吸収スペクトルを測定した。 
 
2-3. コーヒー豆の熱分析 

 熱分析測定として、熱重量測定（TG）ならびに示差熱分

析 (DTA)をおこなった。装置はセイコー電子株式会社

TG/DTA6200 熱分析システムを用いた。本研究では、実

際の焙煎に近づけるために、ガスフローは使用せず空気

中で行った。また、資料は電動ミルで粉砕後、10 mg を量

りとって測定した。測定したコーヒー豆は産地別に４種類

(キューバ、コロンビア、エチオピア、ブラジル)であった。測

定条件は 0-500 ℃までの温度上昇の変化と 200 ℃保持

で 50 分間の時間変化を見た。 

 
3. 結果と考察 

3-1. コーヒーの酸価について 
本来、有機酸の酸価については、試料 1g を中和す

るのに必要な水酸化カリウム(KOH)の mg 数を指すの

であるが、本研究ではそれに比例する量であるので、

滴定に要した KOH 水溶液の体積を酸度とし、その大

小で比較することにした。 
３種類の酸味の異なるコーヒーについて、酸度を測

定した結果を図１に示す。図中には示していないが、

測定の誤差は各試料 15 回適定を行って、1 程度であ

ったので、有意な差が存在するといえる。 
又、各試料豆の入手先の味覚チャート 3)を図 2 に示

す。名前の通り、サワーブレンドがもっとも酸味が強

く、ストロングブレンドになるほど苦みが強くなって、

逆に酸味は落ちるのであるが、今回の酸度の測定結果

は見事にその傾向と一致しているといえる。従って、

酸度の測定から、酸味の程度を予測することがで
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きることが明らかになった。また実際に味を試してみ

てもサワーブレンドが一番酸味を感じ、ストロングブ

レンドが一番苦味を強く感じた。ちなみにこのとき使

用したブレンド豆の色はサワー、マイルド、ストロン

グの順に濃くなっており、豆の種類よりも焙煎度合い

の影響を強く受けていることが考えられる。 
また、同じ度合いで焙煎された産地別の四種類の豆

の酸度については、多少の差はあるものの、ほとんど

差は見られなかった。このことからも酸度に影響して

いるのは焙煎度合いが関与しているのではないかと考

えられる。 
自家焙煎した豆について、生豆を 1，もっとも深煎

り状態の豆を 7 として、各抽出液について酸度を測定

した結果を図３に示す。この測定結果を見ると生豆の

酸度に比べて中煎りくらいの焙煎度で最も酸度が高く

なることがわかる。その後焙煎度が進むにつれて酸度

は減少し、やがて生豆の焙煎度を下回る。酸度の増加

についてははもともと含まれている酸が加熱されるこ

とで化学反応を起こし新たに酸がつくられ酸度が上が

るためと考えられる。しかし焙煎が進むにつれてもと

もとあった酸や新たにつくられた酸が揮発もしくは分

解され、その結果酸度はもともと含まれていた酸の量

をも下回ってしまったと予測される。 
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コーヒーの酸度は時間をおいても入れた直後の酸度

とほとんど変化がなかった。この結果だけを見れば、

時間が経ってから飲むコーヒーが酸っぱく感じるのは

実際に酸の量が変化しているのではないと予想される。

酸の量が変化していないのに酸味を感じるのはおそら

く、淹れた直後にはあった香り成分などがとんでしま

い、その結果酸味がきわだってしまったためと考えら

れる。 
 

3-2. コーヒーの色彩スペクトル 
キューバ産のコーヒーの紫外吸収スペクトルの測定

結果を図 4.に示す。ピークが 270 nm と 325 nm 付

近の二箇所に見られるが、豆の種類によって多少のピ

ーク比は変わるものの、吸収波長に大きな違いは見ら

れなかった。 

コーヒーには必ず含まれるクロロゲン酸とカフェイン

酸があり、クロロゲン酸はコーヒー酸とキナ酸から成

るポリフェノール化合物であるが、すぐに加水分解さ

れる。カフェインが 270 nm、カフェイン酸とクロロ
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図 4. コーヒーの紫外吸収スペクトル 

図 2. コーヒーの味覚チャート． 
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図 1. コーヒーの酸度． 
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図 3. 焙煎度と酸度． 
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ゲン酸が 325 nm 付近の光を吸収することから、それ

ぞれのピークの原因となっていると考えられる。

また、焙煎度ごとの測定では、吸収ピーク分布に劇

的な変化は見られなかった。ただし、強度は焙煎度が

進むにつれて大きくなり、さらに進むと逆に小さくな

る傾向が見られた。この傾向は酸価測定の際の焙煎度

と強い相関があり、酸価の主な原因となる、クロロゲ

ン酸類の増加によるものと推察できる。

 コーヒー抽出液をゲル濾過クロマトグラフィーにか

けたところ、分子の大きな順に黒褐色、赤褐色、黄褐

色の順番で分離され３種類の色素に分かれた。文献に

よると、同様の実験では黒褐色、赤褐色は各２成分に

分離している 4)ことから、今回の実験条件では展開溶

媒の展開速度が速すぎて、分離が不完全であったこと

が予測される。分離した各褐色溶液の紫外吸収スペク

トルを図 5 に示す。又、これらのスペクトルを足しあ

わせると、元の原液のスペクトルとほぼ一致したので、

コーヒーの色素の全成分が、３つの褐色部分に含まれ

ていると考えられる。ピークの高さから考えて、赤褐

色溶液が主にカフェインを、黄褐色がクロロン酸類を

含んでいると考えられるが、これ以上の詳細な分析に

は HPLC などと組み合わせて、化学物質一つ一つを分

離する必要がある。また黒褐色溶液は、200 nm にか

けての吸収はコロイド状の分子にも見られる現象であ

るので、ろ紙を通り抜けた、コーヒー豆の色がそのま

ま出てきているとも考えられる。

3-3. コーヒー豆の熱分析

産地の異なる４種類の豆についての DTA 測定結果を

図 6（生豆）および図 7（焙煎豆）に示す。豆の種類

によって、多少の違いはあるが、変化の傾向はほぼ一

致しているといえる。むしろ生豆か焙煎豆の違いが大

きく、200℃以上の温度での変化は焙煎前後で大きな変

化は見られないが、100℃くらいで大きく変わっている。

通常、焙煎は 180-200℃でおこなわれるので、焙煎中

の化学変化をこのピークが示しているものと考えられ

る。 

 図8は生豆を500 ℃まで上げたときのTG曲線であ

る。焙煎が 200 ℃前後でおこなわれることから、焙煎

に伴う重量変化は 5-10％程度であることがわかる。ま

た、図 9 は 200 ℃に保持して重量の時間変化を見たも

のである。装置の仕様上、最初の 5 分間で 0-200 ℃

まで上昇しているので、その部分の変化については言
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図 5.褐色溶液の吸収スペクトル．

実線：黒褐色 破線：赤褐色溶液 点破線：黄褐色溶液

0 100 200 300 400

0

100

200

Temp / ℃

D
TA

 / 
μ

V

クリスタル
コロンビア
ブラジル
モカ

図 6. 生豆の DTA 測定結果
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図７. 焙煎豆の DTA 測定結果．
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図 8. 生豆の TG 曲線（温度変化）
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及できないが、二段階で重量が減少していることがわ

かる。最初の重量減少は図 8 における 100 ℃付近の減

少割合と一致しているので、おそらく生豆中の水分が

蒸発により減少した分と考えられる。続く緩やかな減

少が化学変化を伴った重量変化と予想される。従って、

時間経過、すなわち焙煎度が進むにつれて、豆の重量

は軽くなるのである。 

0 10 20 30 40 50
80

90

100

Time / min

T
G

 /
 %

クリスタル
コロンビア
ブラジル
モカ

 

図 9. 生豆の TG 曲線（時間変化） 
 

4. まとめ 
 高専５年間で得た知識を元に、コーヒーの化学技術につ

いて、どのような分析かできるか、酸価、色化学、熱化学の

３つの分野について試行した。定量的な取り扱いをするに

はHPLCなどのさらに高度な分析を要するが、半定量的な

性質については言及することができた。 
 酸価測定では味覚と酸度の相関が見いだせ、また、コー

ヒーの色の原因物質が大まかに分けて３種類からなること、

また熱分析からは、100 ℃前後の化学反応が焙煎に大き

く関わっていることなどが明らかになった。 
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