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遠心分離方式による新しい上槽システムの

開発と普及

上槽工程は省力化装置がなかなか普及せず依然として労力を必要とするとともに，最終の酒造工程として

製品の品質に悪影響を及ぼさないように注意が必要な工程でもある。ここで紹介される上槽方法は，従来の

方法と発想が異なり品質面を重視し完全に搾りきることを目指さない高級酒に特化した方法である。この方

法によれば，同じように搾りきらない上僧方法である「袋吊り法Jと同等の品質の上槽酒をより少ない労力

で得ることができる。さらに，洗浄が容易なステンレス製の機器を使用するため，気を付けて洗浄などの管

理を行えば特別なノウハウがなくても汚染により酒質を劣化させることはない。現状では[袋吊り法」より

機器の導入費用は嵩むとはいえ既に 10台以上の装置が稼働中とのことであり注目に値する上槽方法といえ

る。

1 はじめに

清酒の出荷数量が長年にEり減少してきているのに

対し，近年，純米i酉や純米吟醸酒の出荷数量が伸びて

きている。それに伴い，遠心分離方式で吟醸もろみの

上槽ができる「吟醸もろみ上槽システム」への問い合

わせや酒蔵への導入も増えてきている。

また，このたび平成 25年度東北発明表彰において，

本システムに関わる特許「遠心分離方式による清酒も

ろみの分離装置」が「東北経済産業局長賞Jを受賞し

た 1)ことを機に，遠心分離方式の「吟醸もろみ上槽シ

ステム」とはどういう装置なのか，どういうメリッ ト

があるのか，開発の経緯を含めて解説していきたい。

2. これまでの上槽方法と問題点

清酒もろみを清酒と酒粕に分離するいわゆる上槽工

程には，第 l図に示したように，従来からの「槽 (ふ

ね)Jによる縦型の圧搾法 (以後，従来法と略す)や，

清酒もろみの供給から清酒の回収まで自動で行う横型

の自動圧搾機などが用いられている。また，吟目安j酉を

鑑評会に出品する際には， 吟醸もろみを木綿の布袋な

どに入れて吊り下げ，垂れてきた清酒を回収する，い
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わゆる 「袋吊り法Jで上槽を行うこともある。

これらの上槽法には，作業の効率性や得られる清酒

の酒質，さらに酒粕の回収という点から考えると，改

良すべきいくつかの間題点がある。

lつめの問題点は， ['従来法」ゃ「袋吊り法」で行

われている酒袋への清酒もろみの詰め工程と i酉袋か

らの粕はがし工程に非常に労力がかかることである。

「横型自動圧搾機Jを使用した場合には， 一部，伸縮

自在布を使用した自動粕はがし機能の付いたものもあ
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第 1図 清酒もろみの上槽方法
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るが，大部分の粕はがし工程は手作業で、行っている。

2つめの問題点は，これまでの上槽法ではいずれも

袋か布が使用されているために，回収されてくる清酒

に袋か布のくせが付く危険性があるということである。

実際，酒造年度の最初の上槽酒に袋くせが付いてし

まった経験は，蔵人であればほとんと守の人が持ってい

るはずである。

3つめの問題点は，圧搾法によって上槽された清酒

は，同じもろみから搾られた清酒にもかかわらず，加

圧の度合いや垂れてくる順序によって. I荒走り J.
「中垂れJ.I責め」などと称される酒質の異なった清

酒となってしまうということである。

4つめの問題点は，圧搾後，はがされた酒粕は「板

粕」として商品となるが，柔らかい粕として商品にす

るためには. I押し粕」として夏過ぎまで貯蔵熟成す

るなどの手聞がかかるということである。

そこで我々は，これまでの上槽方法が抱える問題点

を解決するために，清酒もろみ(特に，吟醸もろみ)

を上槽する方式として，圧搾法ではなく遠心分離方式

を採用することを試みた。

3.遠心分離法による清酒もろみの分離

遠心分離法は，分離の手段としては特に新しい方法

ではないが，清酒もろみの分離に遠心分離法を適用し

た例は意外と少ない。清酒もろみの分離を遠心分離法

で試みた例として，布川ら 2)は，清酒もろみの大粒子

をオーバーフロー型遠心分離機で除いた後，残りの白

濁液をデラパル型の遠心分離機で分離し，上澄み液を

得る 2段方式の処理法を提案しているが，分離した固

形部と濃縮部はさらに圧搾法で処理しなければならな

いと報告している。

また，布川ら 3)は，オーパーフロー型遠心分離機で

大粒子を取り除いた清酒もろみの白濁液を，デスラッ

チャー型の遠心分離機で処理したが，垂れ歩合は決し

て良好ではないと報告している。

清酒もろみから清酒を採取する際，ある程度の遠心

力と遠心分離時間(たとえば3.000Gで 15分)が確保

できれば，実験室で通常使用される汎用型の遠心分離

機でも，清酒を分離できることは経験的に知られてい

る。

我々は，清酒もろみをこのようにバッチ式でくり返

し遠心分離することにより，前述したこれまでの上槽
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法が抱える 4つの問題点を解決できるのではないかと

考えた。

まず 1つめの問題点である清酒もろみの袋詰め工程

や，粕はがし工程で必要な労力については，遠心分離

方式ではそれらの工程が完全に自動化できる可能性が

あるため，大幅に削減できるものと思われる。

2つめの問題点である清酒への袋くせの付着の危険

性については，遠心分離方式では，オーjレステンレス

製の材質が可能で袋や布を使用しないので，袋くせの

心配は全くない。

3つめの問題点である垂れの時間や加圧の違いによ

る酒質のばらつきについては，パッチ式で全く同じ条

件での分離と回収をくり返すことにより回収できる吟

醸酒の酒質の違いは全くないものと予想される。実際

に実験室用の汎用型遠心分離機で吟醸もろみを分離す

る場合，回転数(遠心力)と回転保持時間を全く同じ

にして分離すると，その酒質は官能的にも成分的にも

ほとんど差がないことを確認している。

4つめの問題点である酒粕の貯蔵熟成の時間につい

ては，軟らかい酒粕にするだけであれば，自動回収型

の遠心分離機で酒粕を回収すれば，ソフトクリーム状

の軟らかい酒粕となる。そのため，貯蔵熟成しなくと

も「押し粕」のような着色のない，白く柔らかな「新

粕」が得られ，広い分野での利用の可能性が期待でき

る。

4. 吟醸もろみ用全自動遠心分離システムの開発

吟醸もろみ用の遠心分離システムを開発する場合，

これまで、に述べた考え方に沿って， もろみの送り込み

から遠心分離，吟醸酒の回収，酒粕の回収を自動で行

えるようなシステムとし，それらの工程を lパッチ式

で繰り返し自動運転することにより，遠心分離方式で

も清酒もろみの分離が可能になると思われた。

そこでにまず遠心分離による吟醸もろみの分離条件

についての基礎データを集めるための試験を行った後，

全自動の吟醸もろみ分離用遠心分離システムの開発に

着手した。

4.1 吟醸もろみ分離のための遠心力と回転保持時間

吟醸もろみを吟醸酒と酒粕に分離するために，どの

程度の遠心力と回転保持時聞が必要なのかを調べるた

めに，精米歩合40%の白米で仕込んだ， もろみ日数

35日目の吟醸もろみを使用して遠心分離の試験を行
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った。

吟醸もろみがうまく吟醸酒と酒粕に分離できたかど

うかを判定するために，上澄み液(吟醸酒)の透過率

を測定したところ，上澄み液の濁りの度合いは，測定

波長400nmの透過率が50%以上であれば，目視でも

分離状態として許容できると判定しでもいいのではな

いかと思われた。

次に，分離に必要な遠心力と回転保持時間を調べる

ために，遠心力は 1，000G~45，OOOG の範囲で設定し，

回転保持時間は設定遠心力に達してからの時間として，

O~60 分の範囲で設定した。

その結果，吟醸もろみを吟醸酒と酒粕にうまく分離

するためには，当然のことながら，遠心力が小さけれ

ば小さい程回転保持時間を長くする必要があり，逆に，

遠心力が大きければ大きい程回転保持時間は短くても

よいことが確認された。

具体的には，精米歩合40%の吟醸もろみの分離に

必要な遠心力と回転保持時間は，第 l表に示したよう

に， 1，000Gで20分， 2，500Gで10分， 5，000Gで5分，

10，000Gで2分， 15，000Gで1分であり，それ以上の

遠心力では設定した遠心力に達した時点で分離できて

いることが確認できた。これらの回転保持時間は，分

離に必要な最低限の回転保持時間のことであるが，さ

らに，回転保持時間を 60分まで延ばして分離後の吟

醸酒の回収量を調べる試験を行った。

その結果，第 2図に示したように，遠心力を大きく

し，回転保持時間を長くして吟醸もろみの分離を続け

ていくと，回収できる吟醸酒の割合が多くなり，酒粕

の割合が少なくなっていくことが確認された。これら

so 

75 

?窃

m

w

印

回

目

{
唱
骨
}
指
刑
務
両
晴
樹
珊

書。

の条件，つまり遠心力と回転保持時間は，清酒の歩留

まりに直接影響を与える要因であり，清酒の歩留まり

を良くするためには，遠心力を大きくし回転保持時

間を長くする必要があるということを示している。

4.2 吟醸もろみ分離システム開発の基本的な考え方

吟醸もろみ分離用の遠心分離システムを開発するに

あたっては，これまでの上槽法が抱える問題点をクリ

アできる機能を備えたシステムでなければいけないの

で，次のような考え方を基本にして開発を進めた。

①上槽作業の繁雑さを解消するために遠心分離システ

ムは一人で操作できる全自動型とする。

②遠心分離機の材質は，吟醸酒への香りのくせの付着

の心配のない材質のものを使用する。

③酒質のばらつきをなくすため， 1回分離毎に自動で

吟醸酒と酒粕を回収する 1パッチ式を自動で繰り返

す遠心分離方式とする。

第 1表吟醸もろみの分離可否判定表

議童心力(G)

嶋崎Q開 G

樹幹~O.OOOG

句伊10.ぷ悌G

4酔岳，母語OG

4・・'2，SOOG

4$ 

40 
ro 20 m 事。

道議心分講義際級事車線機織f分〉

第2図 遠心分離回転保持時間と垂れ歩合
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④実際の酒造場での上槽に対応できるような分離処理

能力のある大きさの遠心分離機を基本機種とする。

4.3 清酒もろみ分離システムの開発

遠心分離機には，分離の方法や分離物の回収方法な

どによっていくつかのタイプがあるが，吟醸もろみを

実験室用の汎用型遠心分離機で分離した経験から，バ

スケット (吟醸もろみを入れて回転する部分)のタイ

プは無孔壁型 (脱水機のように穴があいていない)と

し吟醸もろみの送り込みと遠心分離後の吟醸酒と酒

粕の回収はバスケットの上部側から行うという「上部

送り込み， 上部回収方式」を採用することとした。

次に，吟醸もろみを分離した後の，吟醸酒，糊層，

酵母層，酒粕層をどのようにすれば別々に回収できる

のかを検討した結果，バスケットの内側の形状を工夫

すればいずれの層もスキミングパイプ (すくい取り用

パイプ)によ って最後まで回収できることが分かった。

そこで，それぞれの層の回収に対応できるように.3 

本の可動式スキミングパイフ。をパスケットカバーの上

部に設置した。

。

また，遠心分離終了後の遠心分離機内の洗浄につい

ては，できるだけ隅々まで洗えるように，バスケット

の形状をシンフ。ルにし，雑菌の侵入防止のために，ボ

ルトの締め付け付近はすべてステンレスで塞いだ。ま

た，バスケットカバーの中央上部に洗浄用のノズルを

付け，バスケット内は自動で、簡易洗浄できるようにし

た。

次に，このシステムの lパッチ工程が全自動で作動

できるように，工程の lサイクルを次のようにプログ

ラムした。

①吟醸もろみを送り込む前の遠心分離機の回転数を低

速 (400rpm)にする。

②吟醸もろみをもろみタンクからポンプで遠心分離機

のパスケット内へ送り込み，吟醸もろみが満杯にな

ったことを自動で検知したら，吟醸もろみの送 り込

みポンフ。を止める。

③遠心分離機の回転数を高速回転 (3.000rpm)にする。

④設定した保持時間まで高速回転を維持する。

⑤高速回転により吟醸もろみの分離が終了したら，遠

〈ゴ

合

。
第 109巻 第 8 号

第 3図 遠心分離・回収工程(1)~ (6)の模式図
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しかしながら，この試作 1号機の遠心分離システム

により分離・回収された吟醸酒の酒質レベルを分析及

びきき酒により評価したところ，吟醸香成分がかなり

飛散消失していることが分かった。

そこで，吟醸香成分の飛散消失原因とその解決策に

ついて検討を行った。

6.1 吟醸香成分の飛散消失原因の検討

吟醸香の主成分である酢酸イソアミルとカプロン酸

エチルの濃度既知の標準液を使用して，遠心分離中の

吟醸香成分の飛散消失原因について，実験室用の汎用

型遠，心分離機で調べた。

濃度既知の香気成分標準液40mlを50ml容量の遠

沈管に入れ，キャップをしないで，回転数3，OOOrpm，

遠心分離時間 60分の条件下で，香気成分の飛散に与

える遠心分離中の温度 (5，10， 20， 30
0

C)の影響を調

べた。

その結果， 5~10t の条件下では香気成分は 70% 飛

散し， 20~30t の条件下では 98% まで飛散してしま

うことが確認された。

次に，容器の密閉状態が香気飛散に与える影響を調

べるために， 50ml容量の遠沈管をシールとキャップ

で密閉して，前述と同じ条件下で香気成分の飛散率を

調べたところ， 5tでの遠心分離では約 2%，1O~30 

℃の遠心分離でも約 10%の飛散率であった。

この結果から，遠心分離中の香気成分の飛散消失を

防止するためには，遠心分離中の温度条件よりも密閉

条件が重要であることが分かつた。

6.2 バスケット(遠心分離回転体)の密閉方式の検

討

そこで，吟醸もろみを吟醸酒と酒粕に分離する際，

香気成分を飛散消失させないために，遠心分離中のバ

スケットの開放部を密閉する方法や遠心分離後の吟醸

酒を回収する際の密閉状態からの開放方法について検

討した。

その結果，第 3図でも示したように，バスケットが

回転中に断面がH型の円柱体を自動で上昇させ，吟

醸もろみが入っているバスケット内を密閉にする方式

を考案した。この方式については特許出願し，特許を

取得している 4)。この密閉装置を搭載した試作第 2号

機(バスケット内容量 35Q)を平成 8年に完成させた。

試作第 2号機により分離回収された吟醸酒と袋吊り法

により得られた吟醸酒の香気成分を比較した結果 5)

心分離機の回転数を低速 (400rpm)にする。

⑥吟醸酒を吟醸酒専用スキミングパイプで回収する。

⑦遠心分離機の回転数を中速 (1，800rpm)にする。

③糊層と酵母層を専用スキミングパイプで回収する。

⑨酒粕層を酒粕層専用スキミンク、、パイプで回収する。

このようなプログラムを組み込んだ吟醸もろみ用遠

心分離システムの工程の概略を第 3図に示した。

5. 吟醸もろみ用遠心分離システムの実運転

この遠心分離システムで，吟醸もろみの送り込み，

吟醸酒と酒粕の分離，回収が全自動でうまくいくかど

うかを調べるために，精米歩合40%の白米で仕込ん

だ約 200Qの吟醸もろみを使用して，試作第 1号機で

実際の運転試験を行った。

l回目の遠心分離後は，回収する吟醸酒，糊，酵母，

酒粕の各層の分離位置がまだ分からないので，スキミ

ングパイプの回収位置を手動で調整した。 2回目以降

の遠心分離後の各層の回収は，自動で各スキミングパ

イプを作動させて行った。

各工程に要する時聞は，遠心分離システムへの吟醸

もろみの送り込みに l分 30秒，吟醸もろみの分離に

20~30 分，吟醸酒の回収に 30 秒，糊層の回収に l 分，

酵母層の回収に 1分，酒粕層の回収に 1分，回転数の

上げ下げに 4分程度であり lサイクルの合計所要時

間は 30~40 分かかることが分かつた。この遠心分離

システムで吟醸もろみを完全に分離するには，当初の

実験室用の汎用型遠心分離機で得たデータよりも回転

保持時間をやや長くする必要があった。

この実運転試験の結果，この遠心分離システムでは，

前述のような分離，回収工程をプログラムすることに

よって，吟醸もろみの送り込みと分離，各層の分別回

収を全自動で行うことが可能となった。

また，吟醸もろみをこのシステムで分離した後の回

収割合は，吟醸もろみに対して，吟醸酒が 50~60%，

糊層が 5~10%，酵母層が 2~3%，酒粕層が 35% 程度

であった。

6. 吟醸もろみ用遠心分離システム「試作 1号

機jの課題と改良

前述のように，この遠心分離システムによって吟醸

もろみから吟醸酒と酒粕の分離及び回収は実用レベル

に達したことが確認された。
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香気成分の濃度にはほとんど差がなく，吟醸香が高い

レベルで残存していることが確認された。

7. ["吟醸もろみ上槽システム」の酒造場への導入

我々は，高品質吟醸酒製造のための技術開発研究成

果は，実際の酒造場への普及 ・導入ができて初めて役

立つものと考えている。

そこで，実際の酒造場に導入するに当たっては次の

ことに留意し，市販用「吟醸もろみ上槽システム」の

最終仕様を決定した。

最高級の吟醸酒を製造する際の仕込の大きさは，通

常，総米 750kgであることから，それにに対応でき

るシステムを想定して，吟醸もろみの遠心分離処理容

量を計算した。

その結果，総米 750kgの上槽時の吟醸もろみ量は，

約 1，700Qとなるので. 1工程を 50分で遠心分離処理

できると仮定すると. 24時間以内で 1，700Qの吟醸も

ろみを吟醸酒と酒粕に分離するためには. 1工程での

遠心分離処理量は約 60Q必要である。遠心分離機メ

ーカーの技術者の話では バスケット内容量が 60Q 

より大きくなると，日今醸もろみを吟醸酒と酒粕に分離

する遠心力の確保が技術的に難しいということであっ

た。

最終的な市販用「吟醸もろみ上槽システム」の仕様

は，バスケット(回転体)容量 60Q. 無孔壁型，最

高回転数 2，700rpm(2683 x G). 運転方式は. 1工程

自動繰り返し運転方式とすることにした。

実際の酒造場へ本システムを導入するにあたって，

遠心分離で回収される吟醸酒の品質を維持するために，

回転体の軸部分と外胴部分に冷却機能を付加した。

その結果，遠心分離前の吟醸もろみの品温とほぼ同

じ品温の高品質な吟醸酒を回収することができた。

本研究で開発された市販用「吟醸もろみ上槽システ

ム」が酒造場に導入された写真の一例を第 4図に示し

た。平成 26年2月現在，本システムは，全国の酒造

場等に 14台導入され活用されている。

実際に導入した酒造場では，遠心分離機への送り込

み前の穆の撹枠が必要なことや，停電時の機械的トラ

ブルの懸念などから. 24時間フル稼働でおこなって

いるところはない。概ね，システムの洗浄も含めて 1

日8時間程度稼働しているところがほとんどである。

最近，無人運転ではないが，総米 1，400kg仕込のも

第 109巻 第 8号

第4図 酒造場での実施例(写真)

ろみの全量をこのシステムで 50時間余りかけて上槽

した例はある。

8. ["吟醸もろみ上槽システムJの酒造場への導入

による新たな可能性

8.1 ["吟醸もろみ上槽システムjの考え方と酒質

吟醸もろみの上槽に遠心分離方式を導入しようと考

えたきっかけのひとつは，吟目安もろみ中で生成された

吟醸香が，遠心分離で回収された吟醸酒にはそのまま

残るということを発見したことであった。

また， もうひとつのきっかけは，同ーのもろみから

上槽された吟醸酒の品質は，すべて同じ品質であるべ

きではないかという考え方が研究のスタートにあった

からである。

圧搾法で得られる吟醸酒と本システムで得られる吟

醸酒の酒質には歴然とした違いがある。その理由は，

「圧搾法」や「袋吊り法」で得られる吟醸酒は，粕層

や袋の網目を通過して出てくるのに対し.["遠心分離

法」で得られる吟醸酒は，一切，粕層や袋の網目を通

過してくる過程がないため 吟醸酒に対するダメージ

が少なく，そのことが酒質の違いに現れてくるのでは

ないかと推察している。

8.2 ["吟醸もろみ上槽システムJによる吟醸酒の品質

と歩留り

通常. ["圧搾法」で上槽した場合に， もろみ量から

得られる清酒量の割合，いわゆる「垂れ歩合」は，

70%~8096 である 。 また. ["袋吊り法」で上槽された

場合の「垂れ歩合」は，清酒の回収程度にもよるが

3596~4096 程度である 。
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第 5図に示したように，比重の違いにより酒粕層，酵

母層，糊層，吟醸酒の順でバスケットの内壁に層を作

っていくため，吟醸酒の回収時に糊層までを同時に回

収すれば，ほとんど酵母の含まないにごり酒の調製も

可能となる。

一方，i吟醸もろみ上槽システム」のスキミングパ

イプで回収する酒粕は，ホイップクリーム状に空気を

含んだ，ソフトクリームのような軟らかさで回収でき

るため，いろいろな食品への加工が容易であり，酒粕

利用の可能性は飛躍的に広がるものと思われる。

本システムで上槽した場合の，いわゆる「垂れ歩

合」は 50%~60% であり 得られた吟醸酒の香気成

分をガスクロマトグラフイーで分析してみても，i袋

吊り法」で得られた吟醸酒とほぼ同じ高い値であり ，

きき酒の結果も良好であった 5)。

しかも ，i袋吊り法」で得られた吟醸酒では「一番

垂れJi二番垂れJi三番垂れ」で酒質に違いが出るが，

本システムで得られた吟醸酒には酒質のばらつきがな

おわりに

本研究開発は，長年消費の低迷が続く日本酒業界に

とって，全く新しい視点から吟醸酒の新商品としての

可能性に貢献できる研究成果であると考えている。

まだ吟醸酒を知らない世代，これから吟醸酒に出会

う世代の人達に，是非， i吟醸もろみ上槽システム」

で分離した最高級の吟醸酒を味わってもらいたいもの

である。

最後に，本システムの開発にあたって協力いただい

た秋田県総合食品研究センター醸造試験場の皆様，数

多くの試行錯誤にもかかわらずご支援いただいた附コ

クサンに感謝いたします。

〈秋田県総合食品研究センター醸造試験場

事現在， (槻北雪酒造〉

4) 

5) 
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また，歩留りについて，遠心分離法は歩留りが悪い

という誤解があるようだが，前述のように「袋吊り

法」に比べて歩留りが良く，品質のばらつきがないと

いうメリットを強調しておきたい。

8.3 r吟醸もろみ上槽システムJ導入で広がる新たな

可能性

これまで述べてきたように，新しい上槽方法である

「吟醸もろみ上槽システム」を活用することによって，

新たな吟醸酒の商品展開の可能性が広がっていくこと

が期待できる。

たとえば，本システムで上槽された吟醸酒はすべて

「雫酒」品質となり， しかも 「袋吊り法Jに比べて歩

留りが良く ，新商品開発の品質向上に貢献できる。

また，本システムで遠心分離された直後の吟醸酒に

は発酵中の炭酸ガスが残っているため，炭酸ガスを残

した新商品展開も可能となる。逆に，本システムに組

み込まれているスキミングパイプによって通常の回収

方法で吟醸酒を回収すれば，炭酸ガスがほとんど残ら

ない吟醸酒とすることもできる。

さらに，本システムで吟醸もろみを遠心分離すると，

嗣
転
停
M
R
蝿

濠心分離後

吟 撃事 毒事 ;l!i 
綴 五畦 総
j護 耳語液 R書

一品

濠心分離帯意

吟護憲もろみ
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