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蒸米の吸水率を制御指針とする製麹

（上田流製麹）技術の開発とその応用例

はじめに

上田護國先生は，高松国税局鑑定官室長を最後に国

の要職を退官されましたがその後も酒蔵の現場には

ご配慮いただき，多くの蔵が指導を受けて来ました。

先生の製麹指導の基盤は，引込んだ蒸米の吸水率を制

御指針とする製麹技術です。平成 27酒造年度には，

この製麹法を信奉する各地，多数の蔵が集まって「上

田流麹造り研究会」（初代会長：白菊酒造腕渡辺酵造）

を組織し，以来皆で研究を行ってまいりました。先生

は常々「この技術は一部の者が独占してはならない。

広く普及して多くの蔵が美味しい酒を造れることを目

的に，研究会として活動してほしい。」と仰っていま

した。

研究会活動も軌道に乗りかけた平成 30年5月に，

上田先生は食道癌の大手術を受けられました。病状が

一時回復した際に，本技術の普及のためにと書き綴っ

てこられたのが本稿です。

先生は苦しい闘病の末，平成 31年 1月25日朝永眠

されました。会員一同悲しみに打ち拉がれていました

が，先生の偉業を讃え，従五位 瑞宝双光章の叙位叙

勲がなされ（平成 31年 3月1日官報）， また同年 7月

14日には上田護圃先生を偲ぶ会を本会主催で開催す

ることができ，研究会としても新たな一歩を踏み出す

心持ちで，本稿を投稿することと致しました。

「日本酒（さけ）は美しいもの。これを造る人も，

愛でる人も。」上田先生の座右の銘を添えて。合掌

1 背景， 目的

近年，清酒の売上に占める特定名称酒の割合が増加

傾向にあり，その結果蔵では多品種少量生産が常態化

してきている。一方，近年，杜氏集団の後継者不足，

上田護國（故人）

酒造メーカーの零細化等により，酒造経験の比較的浅

い社員杜氏やオーナー杜氏が増加している。ベテラン

杜氏達は長い経験と卓越した技術を取得し，素晴らし

い吟醸酒を醸出しているが，彼らと同じように習熟し

た技術を得るのは並大抵ではない。

一般の吟醸麹造りは，揉み上げ時の水分が固定され

ず，麹の状貌を見て状況を判断し，手入れと積替え，

掛け布等により品温と状貌をコントロールしながら製

麹する。これは経験に裏付けられた高度な官能検査能

力と技術を必要とすることを意味する。そこで，「誰

にでも，簡単に，再現性よく造れる」をテーマに試行

錯誤の結果，蒸米の吸水率を制御指針とする製麹（通

称タライ麹，以下「上田流製麹」）技術の開発に至っ

た。

喜ばしいことに本製麹技術は，近年多くの蔵で検討

していただいているが，中には基本的な考え方を誤解

している例も散見されるようになってきた。ここでは

上田流製麹を改めて解説すると共に，その効果を例示

して技術の正しい普及を図ることとした。

2 一般的な大吟醸麹製麹上のポイントと上田流

製麹の考え方

(1)大吟醸麹製麹上のポイント

①蒸米の吸水率を低くすると G/A比（グルコアミ

ラーゼ/aアミラーゼ）が高くなる。②仕舞仕事から

出麹までの時間を長くするとグルコアミラーゼカ価が

高くなる。③グルコアミラーゼカ価が高く， G/A

比も高くなると，もろみで吟醸香が高くなり，味もソ

フトになる。④乾燥麹を造ると酸が少なく，酒の味が

軽くなる。⑤突き破精タイプの麹を造ると， もろみで

エステル類を多く生産する。⑥麹の菌体量を多くする

ともろみの酸が多くなる。

Development Koji Production Method Controlled by Absorbed Water Ratio of Steamed Rice, and the Application Examples. 
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(2)上田流製麹の考え方

前記の製麹条件を集約した吟醸麹を造るには，水分

を極力制限した，突き破精麹を製造すればよいことに

なる。また．製麹の再現性と省力化を得るためには管

理ポイントの合理化が不可欠であり，尚且つ誰にでも

管理できる範囲のものでなければならない。

そこで麹菌の増殖と酵素生産に大きく影響する蒸米

の水分を重要管理ポイントとした製麹法を検討した。

その要点は次の通り。

①揉み上げまでに必要最小限まで蒸米の水分を制限し，

一定の吸水率からスタートする。蒸米の水分を揮散す

ると同時に蒸米表面を硬くして破精の廻りを押さえる

ことで．突き破精麹の原型を形成するとともに， G/

A比の高い麹造りの条件を満足する。また一定の吸

水率からスタートすることで．麹菌の増殖速度が安定

し，高い再現性が得られる。②種切り後は菌体の増殖

が遅れないよう水分保持と品温管理に留意し，菌体育

成に努める。③盛り以降の水分と品温管理は，プラス

チック容器（タライ等）の中に盛ることで管理を容易

にし，安全に安定した菌体の増殖を図る。④破精の状

貌が整ったら箱等に移して，品温を保持しながら水分

揮散を思い切って促進することで，菌糸を蒸米の中心

部に誘導，出麹歩合の低い完璧な突き破精麹を造る。

⑤一度その蔵に見合った技術標準と作業標準を作って

しまえば，時間による製麹管理が可能となり，製麹の

安定化と省力化が同時に達成できる。

3 上田流製麹法の実際

(1)室の設備

耐水性があり，滅菌しやすい．滅菌剤等の影響を受

けない材質で建築した室で，床部屋と棚部屋が独立し

た広い室が望ましい。室温が45℃程度まで上げられ，

乾湿差は 12度以上とれる設備と．吸水率測定用の重

量計が必要となる。

(2)蒸米の条件

蒸米吸水率は 42~43程度とし， しっかり蒸す。

(3)引き込み及び水分調整

麹室に引込んでから床で水分揮散を行い，原料米に

より異なるが精米歩合40%の山田錦では，種切後の

揉上げ吸水率が．酒母・ 添・仲麹で 30~ 29%, 留麹

で 29~ 28%程度になるよう調整する。吸水率の測定

は吸水性の無い容器（プラスチックタライ等）に入れ

第 115巻 第 2号

て測定するのが望ましい。敷布等は吸湿している可能

性が高いので考慮が必要となる。具体的手順は以下の

とおり。

①室の室温は 37℃前後，乾湿差 11-12程度に設定

しておく。②蒸米の引込み温度は 38-40℃ （熱い蒸

米を引き込んで急速な水分揮散をしない）。③引込ん

だらすぐに，蒸米を厚さ 5cm程度に広げて，時々裏

返しながら水分揮散を行う。④水分揮散前に埋け飯を

すると，蒸米のさばけが良くなり作業性は著しく向上

するが，破精が廻る傾向が見られるので出品酒では推

奨できない。⑤40%精白の山田錦なら，室の条件に

もよるが4-5時間で 10%程度水分が揮散する。⑥

吸水率が31%程度になったら種切を行う。⑦吸水率

は25%以下には絶対にしない（破精が遅れ，力価の

低い麹になる場合がある）。⑧室の室温が 37℃と高い

ので品温は 30℃以下には下がらず，作業時間に束縛

されないが，蒸米の老化も考慮し，必要以上に水分の

多い蒸米を引き込まない。

(4)種切り（種麹散布）方法と種麹量

①蒸米吸水率が 31%程度になったら種麹を撒き始め，

種切りが終了した後微調整して目的の揉み上げ吸水

率に合わせる（米の品種等により要調整）。②種麹使

用最は，種類，散布方法によって異なるが，酒母 30g,

添・ 仲 20g, 留 10g程度（最近では，入賞酒の酒質傾

向に合わせ，この 2倍量使用しているところが多い）。

③蒸米を 1-Zcmの厚さに広げて，裏表に撒く（馴

れるまでは振り切りが無難）。床が狭い場合は数回に

分けて散布する（室温が高いので品温低下の心配は無

い）。④種切器は， 1合カップを使用する。これに種

麹を最り取り，太鼓の皮のように布（ベンベルグ等）

を被せて，輪ゴムでしつかり止め，上向きに散布する

（裏表数回に分けて散布する場合は，裏表 1セットご

とに 1個を準備する）。⑤床上，約 50cm(胞子が出

る位置）で撒くと，胞子が落ちるのに 5分程度かかる

ので， 1面撒くごとに 5分以上待つ。⑥被せる布の種

類によっては目詰まりを起こすことがあるので要注意。

⑦室は必ず密閉状態とし，天井の空気の出入口の閉鎖，

すきま風等があれば目張りする。

(5)揉上げ

種切り後品温31℃前後吸水率 29%前後に揉み

上げる。品温が高い場合は室のドアーを開けて調整す

る。揉み上げは高盛りとし敷布で包み込み，その上か
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図 ー1 製麹経過例

らビニールシートで包み， さらに綿ネル 2枚，毛布 2

枚を掛ける。室温は 35℃前後，乾湿差 11程度とする。

揉み上げ吸水率は， 40%精白の山田錦なら 29%前後

とするが，山田錦以外の米では，米質に見合った吸水

率 （一般に多め）にしなければならない。ピニールシ

ートは麹菌が窒息しない程度に包むこと （嫌気性に過

ぎると発酵する）。 揉み上げ以降の経過の一例を別派，

図—l に示す。

(6)盛り

盛りは切返し盛りとし，揉み上げから 18時間後に

行う 。品温は揉み上げ時より 0.5℃前後上昇する （室

温の影響を受け， 2℃ほど上昇する場合もある）。 プラ

スチ ックタライの中に直接，あるいはタライの中にメ

ッシュ布を敷きその上に盛る。盛後の吸水率 28%前

後とする。タライに 6-7分目程度ずつ麹を盛り ，は

み出したメッシュ布を折り返し， ビニールシートで包

み込む。後半を箱麹で管理する場合はそのまま箱に入

れ，箱の上から綿ネル 2枚，毛布 2枚程度を掛けて包

む （床麹の場合は床，簡易製麹機の場合はその中で管

理する）。 盛り時の室温は 36℃前後，乾湿差 11前後

とする。鑑評会用の麹の場合はこの時点で破精は見え

ないが，一般の吟醸酒の場合は破精 1-2個見られる。

(7)仲仕事（概ね盛後 6時間程度）

破梢廻りは 1-2分，品温は 34-35℃で行う 。操

作は軽く混ぜる程度。室温が高いので，手入れ前後で

品温低下は殆ど無い。掛け布は綿ネル 2枚と 毛布 1枚

にする。状貌が遅れているようなら毛布は 2枚のまま

にし，室温を 40℃位まで上げて状貌を進める。

(8)仕舞仕事（概ね仲仕事後 6時間程度）

破精 3-4分程度の時に行う 。品温は 38-39℃。
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状貌が整っていればタライから箱に出す （近年は仕

舞仕事後 4-5時間でタライから出す蔵が増えてい

る）。 タライから出た後品温43℃に達するまでは片

側盛りとする （箱の大きさに合わせて厚さ 5cm程度

に要調整）。 ビニールシートを除き ．綿ネル 2枚と 毛

布 1枚を掛けて管理する。

(9)仕舞仕事以降の管理

仕舞仕事から約 5時間で品温が 40-41℃に達する

ので毛布を外し掛け布は綿ネル 2枚のみとする。さら

に5時間程度後， 43℃ラインを越えたら掛け布を外す。

品温が大きく下がるような らしばらく帆布を掛けても

良い。以後は品温が下がらない範囲で，徐々に水分揮

散を進める。この時気化熱で品温が下がるようなら．

さらに室温を上げて対処する。

(10)出麹

種麹の種類により異なるが，品湿 43℃を超えてか

ら留麹で 10-15時間添 ・仲麹はさらに 2-3時間

後に出麹する (43℃を超えてから出麹までの時間によ

りある程度力価をコントロールできる）。状貌的には

破精廻りが 5分程度。さばけが良く握ると弾力が感じ

られるしつかり破精込んだ突き破精麹になっている。

なお，冷たい所にいきなり出麹しないで出麹歩合を

測定した後室内で帆布に薄く広げて．さ らに水分揮

散と品温低下を図ってから出麹する。40℃を超えてか

ら出麹までの時間を長くするとアミラーゼカ価は高く

なる。出麹歩合は 15%以下を目標に。上手く製麹で

きたら，出麹歩合は 13%程度の完全な突き破精麹と

なる。種麹にハイ Gを使用した場合，出麹時のグル

コアミラーゼカ価は 200-250単位. aアミラーゼは

400 -500単位程度となる。ハイグルコ菌使用の場合

は最高品温 (43℃付近）の時間を短縮するなどして

グルコアミラーゼカ価を調整する。

4 上田流製麹の実施例

これまで行って来た実証試験の例として，同一の米，

種麹，施設を用いて，上田流麹，箱麹，蓋麹を製造し

た結果を紹介する。

各工程で発現した酵素活性を固 -2に示す。何れの

製麹法においても仕舞仕事以降大きく酵素活性が誘沿

されていることが分かる。

製麹後半 （最高～出麹）部分のグルコアミラーゼ活

性を図 -3に示す。箱，蓋では出麹に近づくにつれて

醸 協 (2020)
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図—2 各工程で発現した酵素活性

増加が少なくなっているのに対し，上田流では逆に大

きくなっている。この範囲の活性値をそれぞれを 2次

曲線で近似した場合の近似式第 1項係数を比較すると

（図 -4)' 上田流の麹のみが正の値を取り，グルコアミ

ラーゼの活性が出麹に向けて加速度的に上昇している

ことがわかる。

このように上田流では製麹後半の管理が重要となる。

と同時に製麹時間はより長くなるので引き込みに余裕

を持たせるなどの段取りの調整が必要となる。

5 上田流製麹の成果と今後の希望

これまで本製麹法を導入した多くの蔵で多くの好ま

しい成果を上げることができた。これらの蔵か ら伺っ
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図 -4 製麹後半酵素力価近似曲線の第 1項係数

たご意見の中で最も多かったのは「製麹の再現性が上

がった」，「各段階でのムラが無くなったので夜間作業

が減った」，「製麹の効率化がきっかけとなって蔵内の

合理化が進んだ」などであった。

①限界まで初発水分を抑えている

②作業を大きく 3段階に分け，各段階で実施すること

を明確にしている

③全ての段階での参照指針として蒸米の吸水量を測定

している

という本製麹法の骨格は，「誰にでも，簡単に，再現

性よく造れる」を目的としたものであり，それが達成

できていることを実感させられる反響である。

平成 27年度には本製麹法を基本とした清酒製造

技術の研究会 （「上田流麹造り研究会」，会長渡辺酵造

（白菊酒造（掬），事務局井上守正 （吉備国際大学農学部

醗造学科），会員蔵数 51社）が立ち上げられ，上田流

製麹法の普及啓発や高品質清酒製造に関する研究開発，

情報交換の場とな っている。今後更に多くの蔵にご参
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加頂き，高品質清酒の製造を共通課題として明日の日 に促され，了諾したものである。しかし最近になって

本酒を担っていただける人材を輩出したいと願ってい タライの誤用や不適切な水分調整の例を散見するよう

る。
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