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マイクロウエットミリング法の

醸造プロセスヘの応用

酒造用原料白米を粉体にして仕込めれば，丸米における米質の違いの影響を少なくできるのではとの考え

方は昔からあった。著者らは，石臼を利用した新たな湿式粉砕機を開発し，白米を生のまま水とともに粉砕

した生ライスミルクを造り，これを濁り酒の開発に応用することを研究している。まだ課題もあろうが，果

実を微細化することも可能であり，原料を微粉化・流動化させて製造する新たな醸造プロセス開発の可能性

が開けてきている。

北村 豊

1. はじめに

当研究室では石臼を活用した連続式の湿式粉砕機を

宮城県気仙沼市の機械メーカーと共同で開発し．それ

をマイクロウエットミリング法 (MicroWet Milling, 

以下，略して MWM) と呼んでいる。農林水産省の

受託研究を受けてコメの液状化食素材「ライスミル

ク」の加工に利用することが当初の開発目的であった

が， コメ以外の野菜や果実，穀類，豆類等の加工にお

いても新たな利用可能性を見出したことから，いくつ

かのスピンオフ研究を走らせている。本稿ではその中

でも醸造への利用を例に， MWMの原理や特性につ

いて概説する。

2. MWMによる粉砕特性

(1) 粉砕の原理粉砕機および理論 1)

粉砕（ミリング）とは，固形物をそれが有する化学

的特性を変化させずに微細化する機械的操作をいう。

粉砕は，方法や程度により，切断，圧砕，摩砕，解砕，

細断，微粉砕とも呼ばれる。そこでは主として．圧縮

カ（硬質産物の粗粉砕に作用）．衝撃力（各種産物の

幅広い粒径の粉砕に作用）．せん断カ・摩擦力（軟質

産物の微粉砕に作用）が働いている。

粉砕の目的は. 1) 二次加工において要求される粒

度（粒子の平均径）の粒子集合体を得る. 2)粒度を

一定範囲に収め，数種類の材料を均ーに添加・混合す

る， 3) 原料から必要とする（あるいは必要としな

い）成分を分離する， 4)材料の比表面積を増加させ，

反応速度の向上を図る，が挙げられる。 4) について，

例えば一辺が 1cmの角砂糖の表面積は 6cm2である

が，これを一辺が 1mm  (0.1 cm)の角砂糖に微細化

したうえで元の 1cm3の角砂糖を構成したとすれば，

その数は 1000個，表面積の合計は 60C面となる。元

の角砂糖よりも再構成した角砂糖の方が水中での溶解

性が高いことは自明であり，粉砕による反応（水溶）

速度の向上効果が理解できる。

粉砕機には，主として圧縮力やせん断力を作用させ

るロール粉砕機，高速回転するハンマーあるいは内壁

面に対する衝撃を利用するハンマーミル，せん断力と

衝撃力との組み合わせで効率的な粉砕を行うボールミ

ル・ロッドミル（転動粉砕機），表面に目立てをした

2枚の円板の間で，圧縮力とせん断力によって粉砕す

る円板摩擦粉砕機，などが挙げられる。これら粉砕機

の選定にあたっては，粉砕の目的に加え，材料の硬さ，

摩耗性，粘着性，構造組織比重，含水率，熱反応性

など材料の諸特性を把握するほか，粉砕効率や毎時の

処理量，機器の摩耗塵埃発生材料変質など粉砕機

の処理特性などを考慮する必要がある。

粉砕の効率を考察するためにその理論解析が行われ

たのは 19世紀にまでさかのぽる。リッティンガー
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(1867年）は，固体の粉砕に要するエネルギーが新し

く生成された材料の表面積に比例するという法則を発

表し，そのモデルが材料表面積の増加が著しい微粉砕

に対して適合度の大きいことを示した。その後キック

(1885年）は一定量の材料の粉砕に要するエネルギー

は最初の材料の大きさとは無関係に，その粉砕比

（粉砕前後の材料の粒径比）に比例すると述べた。 20

世紀半ばになってボンド (1952年）によって見出さ

れた法則では，生成物の単位質量あたりの粉砕仕事量

は，生成物の大きさの平方根に比例するとされた。ボ

ンドの法則は，理論的根拠の希薄な実験式とも言われ

ているが一般工業材料の粗粉砕から微粉砕まで広い

範囲に適用できる。

(2)湿式粉砕と湿式粉砕機

容易にイメージできる粉砕は，小麦粉やそば粉，大

豆粉（きな粉）を得る乾式粉砕（ドライミリング）で

あろう。これに対して浸漬した材料を直に，あるいは

粉砕機に加水しながら行う粉砕が湿式粉砕（ウエット

ミリング）である。湿式粉砕は国内ではあまり多くを

見かけないが海外ではトウモロコシの粉砕に用いら

れている。乾式粉砕と比較して発塵がなく，騒音も比

較的小さいほか， より微細化が可能であり，特に微粉

砕領域における粉砕速度が大きく，その効率も高いと

いう特性を有している。一方，材料によっては，その

溶解性や反応性（水による化学成分の変化）が問題と

なり，湿式が不適の材料もある。

湿式利用できる粉砕機には，転動する硬質容器内に

粉砕媒体（ボールやロッド）と材料を併せ入れ，各要

素間に作用する衝撃力を利用して微細化する媒体ミル

や，超高速ジェットをノズルから噴射される原料粒子

に与え，粒子同士の衝撃によって微細化するジェット

ミル， 2枚の相対する高速回転する円板表面につけら

れた数十本のピンが，衝繋 ・せん断力で原料を粉砕す

るピンミル，円板形の砥石を高速回転させ，材料を摩

砕するコロイドミル（コロイダー・グラインダー）な

どが挙げられる。これらの粉砕機は装置自体での発熱

が少なく ，内部で発生した熱も十分な量の空気によっ

て系外へ取り出されるほか，高速回転式のものでも機

械本体のジャケットに冷却水を循環させることによっ

て発生した熱を機外へ取り出すことにより，いずれ

もビタミンやタンパクといった熱感受性の高い食品素

材の微細化にも適用性が高い。しかしこれらの最新の
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粉砕機は設備コストが大きく．積極的に加水を行うウ

エットミリングには向いていないものもある。

(3) 石臼と粉砕理論

そこで著者が着目したのが，現在国内では抹茶やそ

ば粉の加工に用いられている石臼である。石臼は旧石

器時代に人類が食品加工に使った最初の道具とも言わ

れ．ハイテク文明の現代社会ではすでにオールドテク

ノロジーとしてその利用は限られている。面円形また

は環状の石床で回転させた重い石（御影石）によって

粉砕するミルである。第 1図に示すように，石臼は材

料を摩砕する面に刻まれている溝が特徴的な粉砕機で

あり上臼と下臼に刻まれる溝は，臼の間で粉砕され

た粉を運び出す作用がある。石の中心から放射状に出

ている溝を主溝それぞれの主溝から互いに平行に首

周囲部に伸びる溝を副溝と呼ぶ。上臼を半時計方向に

回転させると，溝の重なり合った交点は上下に作った

空間（溝の上下方向に 2倍量）を円周方向に移動する

ため．そこに捕らわれた粉砕物を臼の外に運び出す役

割を果たす。

第 2図はデフォルメしてあるが石臼の断面を示した

もので，石の密着した周囲部を擦り合わせ部，中央の

空間のある部分をふくみ部と呼んでいる。ふくみ部で

は材料同士のすり合わせが摩擦力に変わり材料を削り．

擦り合わせ部では上臼と下臼の間のせん断力が働いて，

材料は微細化する。従って，擦り合わせ部とふくみ部

の面積を変えることによって石臼の摩砕作用を調整す

ることが出来る。第 3図は擦り合わせ部の面積の異な

る3つの石臼面を示しており .Aから Cへとその面

積を増やすに従い．摩砕力に占めるせん断力は摩擦力

第 1図 石臼の摩砕面（左：下臼，右：上臼）には，

中心部から円周部に向けて彫られる主溝と，

主溝から円周部に向けて彫られる副溝がある
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擦り
ふくみ部

第2図 上下石臼の断面の中央域と円周域は，それぞれふくみ部と擦り合わせ部と呼ばれる
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第3図 石臼の擦り合わせ部（図中の枠がその一部を示す）が 38cm2から lllcm2,207cm2と増加するに従い，上

下石臼の問隙に作用するせん断力と摩擦力の大小関係は逆転する

を上固るようになる。材料に作用するせん断力は次式

で表される。

て =To+μ立
dx 

ここで， てiません断応力 (Nimり， て。は降伏応力

(Nimり， μ は材料の粘性係数 (Pa・s),yは臼の回

転速度 (m/s),xは上臼と下臼の間隙 (m)である。

て。は石臼の仕様によって決まるので，できるだけ大

きなせん断力すなわち叶直を得るには式の第二項を大

きくすればよい。すなわち分数式の分子 （石臼の回転

速度=回転数）を大きくすると同時に，分母 （石臼の

間隙）を小さくすることが効果的である。重たい石を

用いるのは，硬い材料が投入されても石臼の間隙を最

小に維持できるためである。このことが石臼の重量増

によるハンドリング性の低下につながっている。また

高速で石臼を回しすぎると，臼の摩耗だけでなく ，材

料への加熱が生じる恐れもある。一方，材料に作用す
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る摩擦力は次式で表される。

F= vN 

ここで，Fは摩擦力 (N), Vは摩擦係数（無次元），

Nは垂直抗力 (N)である。これによれば垂直抗力を

大きくすれば摩擦力を増加させ，石臼の摩砕力を高め

ることが出来る。具体的には粒子同士に力が働くよう ，

石臼に強制的に材料を投入する方法が挙げられる。摩

擦係数は表面のざらつきなど材料の特性に依存するが，

表面積を増加させることでも値を高められるので，原

料を前処理により予め粉砕してから投入する操作が有

効であると考えられる。

(4)石臼の湿式利用と MWM

前述したように石臼は，製茶工場や蕎麦屋の店頭で

乾式操作によりそれぞれの粉末を生産するイメージが

強い。しかし，これを湿式利用すれば，湿式粉砕に多

用されるバッチ式 （原料の投入と生産物の引き抜きを

交互に行う半連続プロセス）のボールミル等よりも連

醸協 (2018)
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MWMは水の侵入を防ぐために駆動系を石

臼上部に配置したことに特徴があり ，また

湿式で石臼粉砕を行えるよう ，システム化

が施されている

第 5図 MWMシステムの実際

続的に粉砕できる優位性がある。また加水しながら行

うウエッ トミリングには，溶媒による材料の軟化効果

および粒子分散の促進による粉砕速度の相乗的向上効

果がある 2)ので，硬い材料の粉砕が可能となる。また

石自体は熱伝導性が低い反面，比熱が高く保冷性があ

るため，材料を加熱しにくい。粉塵や騒音を発しない

点で作業者・環境にやさしい粉砕法とも言える。しか

し，石臼を湿式利用した研究事例 ”はほとんど見当た

らないため，湿式石臼の粉砕特性を明らかにするため

には実験的解析を行う必要がある。そこでまずはコメ

を材料に湿式粉砕を行いながら開発したのが MWM

システム 4)である。

MWMシステムの概要を第 4図に，実験機 （神興

冷機）の写真を第 5図に示す。システムの本体には電

動石臼が組み込まれている。通常の石臼は駆動モータ

ーを下において上臼を回す方式が主流である。これに

対して，本システムは水の侵入を防ぐため駆動モータ

ーを上置きとするとともに，下臼回転方式として原料

投入口を固定化することに成功した。またスクリュー

付き供給機の採用により付着性のある浸漬米を定量

的に石臼に投入すると同時に，送液ポンプより定量的

に水が供給され，石臼の内部で原料は水と共に粉砕，

スラリー状の生成物が得られる。なお原料と水を混合

して予めミキサーなどにより粗粉砕し，それを液送ポ

ンプにより石臼に供給する操作も可能である。

3
 

MWMの醸造への応用例

第 113巻 第 4号

MWMを醸造に応用した研究事例を以下に紹介する。

(1)新たな濁り酒開発に向けたライスミルク糖化特

性 5)

現在若い世代の酒離れなどが原因で日本酒消費量

の減少が続いている。日本酒醸造は伝統的産業として

地域の食品産業や．農業振輿の一端も担っているので，

その発展 ・継承につながる消費拡大のための新たな方

策が求められている。そこで日本酒醸造に MWMを

適用することを検討中である。微細化能力の高い

MWMを仕込み工程に用いれば，玄米を原料にして

も，製品の官能性を大きく損なわずに，栄養豊富な濁

り酒が醸造できると考えたからである。ここでは玄米

をMWM処理して得られる生ライスミルクを仕込み

原料とすることを想定してその糖化特性を実験的に

検討した。
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主食米とは形質の異なる玄米（北陸 193号， 2011

年産新湯県）を原料として浸漬（温度 2℃, 300分

間）後 MWMにより生ライスミルク （水 ：コメ＝

重量比 8: 2)に加工した。糖化酵素にはグルコアミ

ラーゼ （グルク lOOG,天野エンザイム）を使用した。

酵素糖化では，玄米粒，白米粒と生ライスミルクの糖

化特性を比べ，原料の微細化処理の影響を調べた。ま

た糖化における温度依存性や，酵素添加量の相違が糖

化特性に与える影響を調べた。糖化中のグルコース変

化はグルコース CITテストワコー （和光純薬工業（掬）

により測定した。
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第 6図 酵素による玄米ライスミルク糖化速度の温

度依存性はアレニウス型とならない
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第7図 糖化酵素添加量を増やすことによりライス

ミルクにおけるグルコースの生成速度およ

び生成量は増加する
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実験の結果微細化の影響について，糖化速度に大

きな差は見られなかったが，生ライスミルクの初期グ

ルコース濃度は粒の玄米 ・白米よりも高く，その差は

糖化進行後も維持された。また温度依存性については，

100%糊化 （温度 95℃, 3分）させたライスミルク 10

mLを乳酸で pH4.5に調整したものに酵素を O.lwt%

添加し， 20-60℃の水浴中で糖化を行った。一次反

応速度定数を求め，アレニウスプロットを行った（第

6図）ところ，上に凸の典型的な酵素反応の温度依存

性を示した。本酵素剤を用いたライスミルクの最適反

応温度は 50-60℃付近であり，粒の場合と相違はな

かった。さらに酵素添加量の影響評価のため試料に酵

素を 0.05-0.4wt %の範囲で添加し 50℃の水浴中で

糖化させた（第 7固）結果，その添加量の増加に伴い

グルコース濃度が増加することを確認し，さらに最適

温度域では，添加量の影響が顕著に現れた。

今後の課題として，基質（コメ）濃度が糖化に与え

る影響を解明し，糖化条件を決定することやライスミ

ルクの発酵特性を解明することが挙げられる。これに

よりライスミルクを原料とする新しい濁り酒の開発が

期待される。

(2)マルベ リー全粒仕込み果実酒加工のための微細

化処理 6)

マルベリー（桑の実）はアジアに広く分布している

桑科に属する果実であり，色素 ・アントシアニンをは

じめとするボリフェノール，ブドウよりも多いとされ

るビタミン c1>などを含有するとされている。これに

よりマルベリーもプドウと同様に抗酸化，抗ガン，抗

貧血などの健康機能性を有すると期待できる。現在マ

ルベリーはいくつかの食品の加工原料として利用され

ているが，その果実は脆弱で保存性も低いために，収

穫後はすぐに冷凍する必要がある。また，果実に密着

する茎軸と種子を除去することが困難なために生食は

口当たりが悪い。そこでマルベリーの商付加価値的な

加工用途として 生産量と消費量が世界的に伸びてい

る果実酒に加工することを提案した。しかし従来の果

実酒製造過程では果汁の圧搾と濾過が行われるので，

茎軸や種子，果皮等に豊富に含まれる食物繊維やポリ

フェノールなどの機能性成分が失われる可能性が高い。

そこで，官能性と機能性を両立するマルベリー果実酒

を仕込むため， MWMを用いてマルベリーの粉砕特

性を実験的に解明した。
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材料の冷凍マルベリー (2014年産，島根県）を解

凍した後ミキサー (CuisinartSBC-1000)や MWM

で処理して，粒度分析計 (SALD-2200,Shimadzu) 

で粒度を求め，その微細化特性を明らかにした。第 8

図に ミキサー粉砕におけるマルベリー粉砕果汁の粒度

と粉砕時間の関係を示す。粉砕開始後 6分まではほぼ

直線的に粒径 （メジアン径）は減少したが，その後は

減少せず lOOμmでほぽ一定であ った。 ミキサーで得

たマルベリー粗砕果汁を，その供給流量を 4段階に変

化させながら MWMによる 2段粉砕 (2回処理擦

り合わせ面積 （前々項参照）の異なる 2種の石）で行
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第 8図
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った。第一段の最小供給流量で得たマルベリー粉砕果

汁を再度 MWM処理することにより， 31μmの粒径

を得た （第 9図）。 供給流量 7g/minと14g/minで

は粒径に有意差が見られなかったため，設定した条件

下では 14g/minの流量でよいことが示された。一般

に飲料として官能性に影響のない粒径は 20μm以下と

言われており 8)' 更なる微細化が必要である。 目的と

する粒度に達するまでの循環粉砕が特に分級機構との

組み合わせで有効であると考えられるので，MWM

の装置的改良が求められる。

(3) イチゴ全粒仕込み果実酒の加工特性

バラ科のイチゴは生食用デザートとして人気の高い

果物であり，農産物の中でも重要な位置を占めている。

イチゴは生食が一般的だが，生食として出荷できない

小粒のイチゴも多く生産され，それらの高付加価値的

な利用法が農家から求められている。生食以外でイチ

ゴはジュース，ネクター．果実酒． ピューレなどに加

エされているが，ここでもマルベリ ー同様，イチゴ果

実全粒を原料にするフルーツ果実酒に加工することを

提案する。すなわち，イチゴ全粒を微細化して仕込み，

圧搾 ・ろ過無しで果実酒にするのは， ビタ ミンCや

フェノ ール性化合物．アン トシアニンなど多様な栄養

価を余すところなく果実酒に含ませる狙いがある。ま

た適正なアルコール発酵は．果実酒に良い風味と味を

与えることも期待できるので．イチゴ全粒を仕込んだ

果汁の発酵特性も検討した。

材料のイチゴ （トチオトメ ，2015年産 茨城県）

を収穫し．冷凍庫に保管して解凍しながら用いた。果

実 l粒の平均品質は，重量 5.2g, 大きさ 23.2mm x 

00 
段陪2(石臼B)•. 

＇ '-
＇ ＇ 

第 9図

60 46 28 14 7 60 46 28 14 7 

原料供給速度(g/min) 原料供給速度(g/min)

原料を MWMで 2段階処理した場合のそれぞれにおける原料供給速度と粒径の低減
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28.0 mm, 容積 5.95cm3および水分 91.1%の生食規格

外品であった。まずはミキサー （前出）での粗砕を，

時間を変えながら行った後，得られた果汁を MWM

に供給流量を変えながら投入し更なる微細化を行った。

発酵は，微細化したイチゴ果汁を水で 1.5, 2, 2.5倍

に希釈し， 140gのグルコース (Waka) および

500mlあたり 0.17gの乾燥酵母 (C.Hansen社）を添

加し，15℃で 16日間培養した。MWMで得られたイ

チゴ果汁の粒径分布を粒度分析計 （前出）で求めた。

また発酵期間中のアルコール (GC14B, Shimadzu), 

ブリ ックス％ （屈折計，アタゴ）， および発酵終了時

の総ポリフェノール・色の変化を求めた。

イチゴ果実果汁の粒子径は 10分間のミキサー粉砕

後にメジアン径 107.7μmまで低減できさらに 4.77

g/minの供給流量で MWM処理した結果メジアン

径 2.57μmの粒度分布の粉砕果汁を得ることが出来た

（第 10図）。また石臼の回転速度を 50回転から 20回

転に変更し，さらに供給流量を下げると，予備実験で

観察された果汁粒度分布に 2つのビークを生じる問題

が解決された （第 11図）。 これは石臼における材料の

滞留時間すなわち粉砕時間が長くなることによると考

えている。果汁中粒子の 90%を粒径 20μm以下に低

減できたことから，官能性 （舌触り ）において良好な

果汁を得られたと判断できる。 また第 10図から，

MWMによるイチゴ果汁の微細化において，石臼回

転数 50rpmと40rpm以下の回転数では，粒子径に有

意差がみられ，イチゴ栄養成分の液中への放出効果が

大いに期待でき，健康機能性を有する果実酒を加工で
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第 11図 MWMにおける原料供給流量・石臼回転数

を(a)8.84 g/min・50rpmから (b)7.96g/ 

min・40rpm, (c) 6.89 g/min・30rpm, (d) 

4.77 g/min・20rpmへと段階的に減じた場

合の粒度分布の変化

30 20 

石臼回転数 (rpm)

第 10図 MWMにおける石臼回転数を， 50rpmから 40rpm, 30rpmから 20rpmへと減少させるところで，イ

チゴ果汁の粒子径は大きく低減する
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第 12図 MWM処理イチゴ果汁の希釈率（イチゴ：水，重星比）を変えた時の糖度(Brix%)とアルコール濃度の

経時変化

きる可能性を示した。第 12図には水希釈倍率の異な

る果汁の発酵期間中のアルコールと Brix(糖分）の

経時変化を示した。 pH値は最初の 6日間で約 3.8か

ら3.4に減少し，続いて発酵が終了するまで生成物の

影響と思われる約 3.4から 3.6の増加があった（デー

タは示していない）。 MWMにより果実酒中に放出さ

れた総ポリフェノールは，比較的高い含有量であり ，

16日間の発酵後には顕著な減少はなかった。色の変

化は見かけからも明らかであり，果実酒の赤みは彩度

パラメータ aにおいて 2点の差（減少）が認められた

（データは示していない）。

4. おわりに

以上， MWMの紹介とその応用例を示した。石臼

はその処理呈が少なく，現代の大量生産時代から取り

残されてきた粉砕技術である。しかし湿式利用による

用途拡大や新たな価値富化技術としての再評価，新た

な工学的機構の採用等により，その利用価値が見直さ

れる可能性を感じている。前述したとおり， MWMは，

従来法による微細化では官能性を悪化させるような野

菜や果実の種子・果皮・繊維質を，その微粒化能力に

より食材へ容易に包含させ，健康機能性とおいしさを

両立できる。また微細化は消化・吸収を改善するのみ

ならず，原料中の酵素・微生物反応すなわち生化学反

応を活性化し，新たな健康機能成分を増加，作出する

第 113巻 第 4号

ことも可能である。具体的には青果物中リン脂質の分

解や・薬用作物中高分子の低分子化促進が期待できる。

加えて，種子・果皮の食料利用を促進して見かけの可

食部を増加すれば食料自給率を改善すると同時にフ

ードロス問題にも対応することもできる。 MWM農

産食品加工による健康・食料・環境問題の解決を引き

続き進めるためにも，今後の応用事例について本誌読

者のご教示を賜れれば幸いである。

〈筑波大学生命環境系 農産食品加工研究室〉

参考文献

1) 小川幸春： 3粉砕，「農産食品プロセス工学」

文永堂出版，東京 pp69 -82 (2015) 

2) 横山豊和：粉砕， 36, 165 -176 (1992) 

3) 高砂健，鬼島直子，勝見直行，東北農業研究，

68, 27 -28 (2015) 

4) Koyama, M. and Kitamura, Y. : Journal of 

Food Engineering, 131, 89-95 (2014) 

5) 南奨汰，北村豊：第 73回農業食料工学会年次

大会講演要旨， 138(2014) 

6) 王尤妹北村豊：第 74回農業食料工学会年次

大会講演要旨 D708(2015) 

7) Compare Fruits, http:/ /fruits.nutriarena.com/ 

en, 最終検索日 2017年 10月22日

8) 井上義之：日本食品科学工学会誌.552 -558 

(2011) 

201 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

