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酒造好適米新品種「西都の雫」の醸造特性

有富和生 掌・田村伊美子 .2 ・田中淳也 ・・山田桂子 市・大井 修 '・有馬秀幸 ・・椎木幹夫 事・佐伯明比古 '

Characteristics of the Rice Cultivar Saitonoshizuku for Sake 8rewing 

Kazuo Aritomi， Imiko Tamura， Junya Tanaka， Keiko Yamada， Osamu Ooi， Hideyuki Arima， 

Mikio Shiigi and Akihiko Saeki 

「西都の雫Jは，農業試験場において「穀良都」と「西海222号」を親として交配育種された県内で初めての県産

酒造好適米である 「西都の雫Jの醸造適性を検討した結果，大変優れた性質を有することが分かり，山口ブランド

清酒として県内13酒造会社より商品化することができた.

1 緒 言

全国的に清酒の消費量が低迷している中，各県で酒造好

適米の開発が行われている l叫.山口県酒造組会では他県と

の競争力を高めるために，県独自の酒造好適米の開発を要

望していた.平成9年から山口県酒造組合， 全国農業協同組

合連合会山口県本部，山口県食品産業協議会，山口県農業

試験場そして当所が協議会を発足させ，開発の取り組みを

開始した.その結果， 山口県農業試験場において「穀良都J

を母 山田錦Jを片親とする 「西海222号」を父として

県内で初めての県産酒造好適米である「西都の雫j が交配

育種され，平成16年に品種登録出願が行われた本報では，

「西都の雫」の酒造適正を把握するために，酒造好適米と

して高い評価を得ている「山田錦五百万石」と 比較検

討した.また，県内13酒造会社より平成18年4月に商品化し

たので併せて報告する.

2.実験方法

2 • 1 原料米

平成17年度に生産された県内産の西都の雫， 山田錦およ

び五百万石を使用した.発酵試験には， 13.5%に水分調整

をした55%精白米(見掛精米歩合)を使用した.

2 ・2 原料米の分析

原料米の一般分析は国税庁所定分析法注解5)に準じて行

った.なお，粗蛋白質はケルダール分析装置(フォス ・ジ

ャパン(株) )を用いて測定した.

2 ・3 吸水性試験

吸水率25%になるように浸漬した白米について，その性

状を観察した.また，吸水率は，酒米研究会統一分析法6)に

従い測定した.

2 ・4 発酵試験

総米1kg(白米780g，麹220g，汲水 1，350m})を用いて三段

仕込みで行った.麹は，乾燥麹G-50 (徳島金長(株))を使

用した.酵母は「やまぐち吟醸酵母HJ を使用して，初添

に汲水と共に添加した.発酵温度は，初添12
0C，中添80Cお

*山口県産業技術センター 牢 2山口県酒造協同組合

よび留添6
0

Cに制御して，留添後は1日O.5
0

Cづっ温度を上昇

させ，最高品温を 10
0Cとした.発酵経過は生成する炭酸ガ

スの放出による減量を経時的に測定し，アルコール濃度が

約16.5%を超えた時点を上槽時期 とした.遠心分離により

上槽後，製成酒について一般分析を行った.

2 • 5 清酒の一般分析および官能評価

製成酒の一般分析は，国税庁所定分析法注解5)に準じて行

った.なお，アルコール濃度はアルコメイトAL-2(理研計器

(株))により，香気成分は吉沢らの方法7)によりヘッドスペ

ース法を用いたガスクロマ トグラフ(バリアンテクノロ

ジーズジャパンリミテッド社製)で測定した

3 実験結果および考察

酒米は品種により，吸水すると砕ける性質を有する.そ

こで，白米と吸水率25%の浸漬米の形態を観察しその性状

を図1に示す.西都の雫の浸漬米は， 山田錦および五百万石

の浸漬米と 比較して，砕け難いことが分かった.

次に，西都の雫，山田錦そして五百万石を用いて発酵

試験を行った.醸の経過を図2に示す.穆初期では，発

酵経過にほとんど差はなかった. しかし 6日目 頃から

発酵経過に差を生じ，それ以降，五百万石を原料と した

醸の発酵が旺盛となったが，西都の雫を用いた醸の経過

は最も遅くなった.発酵試験では，仕込配合，麹，酵母，

西都の雫 山田錦 五百万石

白米

浸漬米 悶悶

図 1 白米および浸漬米の性状

水温 ;110C，浸漬時間 ;西都の雫 20分，山

田錦 13分，五百万石 25分
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表 l 製成酒の成分

西都の雫 山田錦五百万石

醇日数 33 29 25 

日本酒度 +2.8 +2.1 +6. 7 

酸度 (m1) 1.5 1.4 1.6 

アミノ酸度 (m1) 1.5 1.4 1.1 

アルコール(%) 16.6 16.8 16.8 

温度経過そして白米および蒸し米の水分が同じであり

白米の種類のみが異なることから，発酵経過は原料米の

溶解性と密接に関係するものと思われる.このことから，

五百万石の溶解性が最も高く，次に山田錦と続き西都の

雫の溶解性が最も低いことが分かった.製成酒の分析結

果を表 lに示す .アミノ酸度について ，西都の雫と山田

錦で醸造した清酒が共に高い値を示したが ，五百万石の

清酒は最も低い値を示した. 一方，白米の粗蛋白質は，

西都の雫4.2%，山田錦4.1% と共に低い値を示したが，

五百万石は5.2% と高い値であった.このように，西都

の雫と山田錦で醸造した清酒では，粗蛋白質の含有量は

低いが，アミノ酸度は高くな った これは，製成酒のア

ノレコール濃度を同程度にするために，五百万石と比較し

て醸日数を西都の雫で8日間，山田錦では4日間長くした

ことに関係しているものと思われる また，西都の雫と

山田錦のアミノ酸度が同程度であったのは，西都の雫の

溶解性が最も低いためアミノ酸度の増加に影響を与え

なかったと考えられる.

17酒造年度県内酒造会社13社が「西都の雫」を使用して

吟醸酒，純米吟醸酒あるいは純米酒を醸造した.平成18年4

図 3 西都の雫を利用した清酒

月，山口県酒造組合が記者発表を行い，酒造会社12社が図3

のように商品開発を行い販売を開始した (1社は秋に販売開

始) これらの清酒の成分については， 日本酒度が一2.1-

+8.1，酸度が l.2-l.9ml，アミノ酸度がl.O-l. 9ml，アル

コーノレ濃度が15-18%であり，現在，好評を得ている.

4.結 昌

農業試験場において交配育種された山口県独自の酒造好

適米「西都の雫」の酒造適性を把握するために，吸水性試

験，精米試験，発酵試験そして試験醸造を実施した.その

結果，大変優れた酒造適性を有することが分かった 県内

酒造会社13社が「西都の雫」を使用して清酒の商品開発を

行った.従来使用されている酒米(五百万石そして山田錦)

に代わり西都の雫Jが利用されることが期待できる.
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