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単式蒸留機による焼酎醸の蒸留における留出成分の制御

佐無田隆・閤田直・西祐烏

(町田沼造株式会社)

平成 20年 10月14沼受淫

Control of the Components in the Distillate in the Pot-Still Distillation of Shochu-Mash. 

Takashi SAMUTA， Naoshi SONODA， Yuuma NISHI 

(Machida Shuzo Co.， Ltd， 3321， Ogachi， Tats増 ouchou，Oshiη1agun， Kagoshima 894-0105， Japan) 

For the distillation of sochu-mash by the use of pot-stills， we investigated the control method of the 

concentration of volatile acids and furfurals in the distillate. The experiments were done by use of two 

types of distillers， on巴 ofwhich was not巴quippedwith a partial condenser and the other which was 

equipped with a partial condens巴rat the upper part of the pot-still. When the mash was distilled by use 

of a distiller which had a gr巴at紅白umberof theoretical plates on ethanol (N) than the normal typ巴， the 

concentration of alcohol in the distillate was higher than that of the normal type， and the acidity was 

lower. However， the longer the distillation time， the higher was the concentration of furfurals in the 

distillate. Therefore， the distillation of mash was carried out by use of a distiller which had a higher N 

than the normal type， and by means of a fast巴rdistillation rate than th巴normaltype in the first half， 

and by means of a distillation rat巴 aboutthe same as the normal type in the latter half. The results of 

distillation by means of this method showed that the concentration of alcohol in the distillate was higher， 

the acidity was lower， and the concentration of furfurals was lower than those of the normal type. 
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緒 正ヨ

単式蒸留機に謬を張り込んで謬の温度を上昇させる

と，謬に含まれる成分は蒸気圧に応じて留出し，焦げ

臭原霞物質であるフルアラールは，加熱により生成し

て蒸留の中間以後に留出する。本格焼酎製造において

は揮発酸やフルアラールの濃度はなるべく低く，アル

コール回収率はなるべく高いことが望ましい。しかし，

挙式蒸留機により常圧で謬を蒸留する場合，加熱量

(スチームによる直接または間接加熱量)と分縮器

(小冷ゃいつだけでアルコール，揮発酸及びフルア

ラールの留出量を同時に制御する方法についての報告

はない。酸度やブノレプラ…ル濃度を低くするため，留

出液採取停止(末ダレカット)持のアルコール濃度を
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高くするとアルコール凹収率は低くなり，アルコール

自収率を上げるため末ダレカット濃度を下げると酸度

やフルアラール濃度が高くなるという相反するところ

がある。単式蒸留機のエタノールについての理論段

数2)に基づき，黒糖焼酎謬を原料として酸度及びフル

アラーノレ濃度の低い焼酎の蒸留方法を検討した。

方 法

1. 蒸留方法

蒸留機は分絡器を備えていない単式蒸留機(以下標

準型単式蒸留機という，前報2)Fig. 1 (A) )と，分縮

器付蒸留機 (Fig.l)を使用した。蒸留に当たっては，

ガラス製蒸留缶(容量 2.5L，断荷積 206cm')に黒

糖焼酎謬 500mlを張り込み 700Cに達するまではマン
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Fig.l Schematic diagram of experimental appara-

tus. 

The upp巴rpart of the pot-still (column) was 

changed with the partial condenser. The water level 

in the partial condenser was changed by means of 

the valv巴s.

トルヒーターで加熱し，以後スチームを吹き込んで蒸

留した。留出液は 12.5ml毎に分割して採取した。蒸

留時の室温は約 200C，冷却器に供給する水の温度は

200Cであった。分縮器付蒸留機は，蒸留缶上部から分

縮器入口までは分縮を防ぐため布製タオルで保温した。

なお，単式蒸留機の理論段数の測定は前報2)に従い，

理論段数はエタノールのモル濃度 (mol%)により算

出した。

2. 分析方法

焼酎醇蒸留における留出液の揮発酸含量は酸度とし

て国税庁所定分析法3)に準じて分析し，アルコーlレ濃

度は簡易アルコール分析計AL-2型(理研計器(株)

製)により測定した。エタノ -Jレ水溶液は試薬特級

99.5% (関東化学)と蒸留水を用いて調製し，それを

蒸留した液については前記簡易アルコール分析計によ

り測定しエタノール濃度とした。フルフラーノレ含量は

由税庁所定分析法3)により分析し，フルアラール濃度

と相関の高い 275nmにおける紫外部吸収4) (以後

OD275と記す)は試料を約 50Cに冷却し，メンプラ

ンフィルター(ミリポア 0.45μm)でろ過後， 10mm 
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セノレを用いて分光光度計(目立 U-2001型)により

測定した。黒糖焼酎については 275nmに吸収を有す

るフルフラール以外の物質が含まれている可能性5)が

示唆されている。市販黒糖焼酎(アルコール分 25vol

%) 27点について OD275とフルアラール合意を測定

した結果を Fig.2に示す。両者には高い相関が認め

られた (r=0.9338)。ブノレプラールがゼロの持，

OD275は0.23程度と推察されるが， 0.23以上では

直線的にフルアラールは増加するので，本報では

OD275をフルアラール濃度の指標として使用した。

留出液の香気成分についてガスクロマトグラブ

(HEWLETT PACKARD HP 6890) を用い内部標準

法により分析した。また，焼酎のきき酒に堪能な 6名

のパネノレにより 5点法で留出液の宮能検査を行った。

結 果

1. 標準型単式蒸留機による留出液の酸度及びフル

フラール濃度の制御

(1)濃縮塔長の影響 (Run1， Run 2) 

単式蒸留機により惨を蒸留する時，蒸留泊線(留出

率と留出液組成をプロットした曲線)は蒸留機の形状，

大きさ等により異なると考えられ，また，同じ蒸留機

でも留出速度により大きく影響されると報告6)されて

いるが詳細は明らかではない。単式蒸留機においては

醸協 (2009)
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濃縮塔が長いほど，また，留出速度が小さいほどエタ

ノールに関する理論段数は大きいことを前報2)で報告

した。まず，濃縮塔長の留出液組成に及ぽす影響を検

討した。

蒸留缶液のエタノール濃度l.Omol%(3.0vol%)， 

塔長 39.5cm及び 18.5cmの場合の留出速度と理論

段数についての測定結果(前報2)Fig. 5) を近似式で

表すと，任意の留出速度における理論段数を求めるこ

とができる。なお，近似式は Microsoft@ Office 

Excel2003により求めた。

塔長 39.5cmの場合

N1.0Eコ 2.0513V-O.2801 (1) 

塔長 18.5cmの場合

N1.0E=l.6374V-O.1894 (2) 

ここで N1.0Eは缶液のエタノーlレ濃度が 1.0mol%

の場合の理論段数， Vは留出速度 (L.m-2・h-1
) で蒸

留缶横断面積基準の値である。

標準型単式蒸留機を用い， Run 1は濃縮塔長 39.5

cm， Run 2は濃縮塔長 18.5cm，黒糖焼酎謬(アル

コール分 16.1vol%) を原料とし，留出速度を一定に

保って蒸慢し，留出率(%，原料体積に対する留出液

体積の百分率)と留出液組成の関係を検討した。 Run

1の場合，留出速度は王子均 5.13L・m-2・h-1であり，

この場合の N1.0EはEq.1よりl.30である。 Run2の

場合，留出速度は平均 6.18L.m-2・h-1であり，この

場合の N，・聞は Eq.2よりl.16である。

実験の結果以下のことが認められた。

①留出液のアルコー1レ濃度は Run1 (N 1.0E = l. 30) 

の方が Run2 (N1.0E 1.16) より初期留出区分で高

く，留出率 10~15%以後アルコーノレ濃度は急に低下

した (Fig.3(A))。

②酸度は Run1の方が Run2より全留出区分で低か

った (Fig.3 (B))。

③OD275は留出の進行に従って増加したが， Run 1 

の方が Run2より大きくなった (Fig.3(C))。

(2)留出速度の影響 (Run2， Run 3) 

Run 3は濃縮塔の高さ 18.5cmとし，留出速度

3.18L・m-2・h-1(N1.oE=1.34) として惨を蒸留し，

Run 2 (N1.0Eニ1.16) と比較・検討した。笑験結果を

Fig. 3(A)~(D) に合わせて示した。アルコール分と

酸度への理論段数の影響は Run1とRun2の場合と

伺様な傾向を示した。 OD275は，留出率との関係で

第 104巻 第 7号

は，留出率約 10%以後は Run3 (N1.0Eニl.34)の方

が Run 2 (N1.oE=1.16) より大きくなった (Fig.

3(C))。蒸留時間との関係では，蒸留開始後 70分ま

では両者に差がなく，その後 Run 2は増加しないが

Run3は増加し続けた (Fig.3 (D)) 0 Fig. 3 (D)は時聞

をかけてゆっくり蒸留すると，理論段数には関係なく

留出液のフlレプラール濃度が高くなることを示してい

る。

(3)標準型単式蒸留機による黒糖焼酎謬の蒸留(Run4， 

Run 5) 

単式蒸留機を用いて本格焼酎を製造する場合，焼酎

の揮発酸及びフルフラ -Jレ濃度はなるべく低く，アル

コール回収率は高い方が望ましい。このような目的を

達成するためには，標準型単式蒸留機では以下のよう

に酵を蒸留すればよいと考えられた。

対照より理論段数の大きな単式蒸留機を用いて，蒸

留前半は対照より大きな留出速度で蒸留すると良いと

考えられる。留出速度が大きいことによる理論設数の

低下は蒸留機の大きい理論段数で相殺され，留出液ア

ルコール濃度への影響は小さく，蒸留時間は短縮され

る。後半は対照と同程度の留出速度で蒸留すると，大

きい理論段数の効果により，対照より酸度は減少する

が蒸留時間は同程度である O 全体では蒸留時間が対照

より短く，フルフラールの留出量が減少する。

以上の考察に基づき次の実験を行った。 Run4は濃

縮塔長 39.5cmの蒸留機を用い，原料 (500ml)の

15%が留出するまでは平均留出速度 10.2L.m-2.h-1

(N1.0E=1.07)，留出率 15%より後は留出速度 5.82

L.m-2・h-1(N1.o児二二l.25) として蒸留したoRun 

5 (対照)は濃縮塔長 18.5cm，平均留出速度 6.42レ

m-2・h-1(N1.oE=l.15) として蒸留した。実験の結果

以下のことが認められた。

①留出率と留出液アルコール濃度の関係は， Run 4と

Run 5はほとんど向じであった(図は省略)。

②酸度は Run4の方がわずかに低く推移した(図は

省略)。

③OD275は， Run 4の方が早く高くなったが，

OD275の高い留出窓分が少なかった (Fig.4)。

留出液のアルコール濃度 10vol%以上の留出区分を

混合した試料の分析儀を Table1に示した。 Run4は

Run 5より混合試料のアルコール分がl.8ポイント高

く，アルコーlレ25%に換算した酸度は 0.11低く，

557 
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the distillation of shochu-mash. 

Fig.3 Th巴 effectsof the column length and the flow rate of distillate on the composition of distillates in 

(A) The effect on the concentration of alcohol in the distillate. 

Symbols; 

巳， Run 1， column length was 39.5cm， flow rate of distillate was 5.13L-m-2・h-1; <>， Run 2， column length 

was 18.5 cm， flow rate of distillat巴was6.18L-m-2・h-1; 0， Run 3， column length was 18.5 cm， flow rate of 

distillate was 3.18L-m-2・h-1.

(B) Th巴 effecton the acidity in th巴distillate.

Symbols are the same as in (A). 

(C) The effect on absorbance at 275 nm in the distillate. 

Symbols ar巴 thesam巴 asin (A). 

(D) Time course of the concentration of alcohol and the absorbance at 275 nm in the distillate. 

Symbols; 

the concentration of alcohol in the distillate of Run 1 ; <>， Run 2 ; 0， Run 3 ;圃， the absorbance at 275 

nm in the distillate of Run 1 ;令 Run2 ; • Run 3. 

(E) Changes in temperature of the mash in the still and the scale of h巴ater.

Symbols; 

関， temperature of the mash in the still of Run 1 ;口， Run 2 ; .， scale of heater of Run 1 ; 0 Run 2. 

558 醸協 (2009)
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Symbols; 

闘， Run4;口， Run5. 

OD275も0.07低かった。 Run4と5について蒸留終

了時のアルコール濃度 10.0vol%に換算して比較する

と，蒸留時間は Run4の方が 15.9分間短かった。

以上の結果から理論段数の大きい標準型蒸留機を照

いて，前半を速く，後半をゆっくり蒸留する方法(以

後前急後緩型蒸留という)は，焼酎の酸度及びフルフ

ラール濃度を低くする蒸留法として有効と推察された。

(4)蒸留末期留出液のアルコール濃度変化と理論段数

の関係

単式蒸留機による焼酎酵の蒸留において，蒸留末期

の留出液組成は製品の香味に大きく影響する。 Fig.

5(A)はRun1~5 の蒸留末期の蒸留曲線である。それ

ぞれの曲線について近似式を Eq. 1と同様に求め，

Run 1については近似的に Eq.3で表した。

C = 107D-4.o63 (3) 

ここで， Cは留出液のアルコール濃度 (vol%)，Dは

留出率(%)である。 Run2~5 も問様に求めたが記

載は省略した。次に Eq.3を微分すると Eq.4を得る。

dC/dD= -4.063 X 107D-5.o63 (4) 

Eq.3から留出液のアルコール濃度が 10vol%の時

の留出率を求め， Eq.4に代入して，留出液のアノレコ

ール濃度が 10vol%の時の Eq.4の接線の勾配を求め

た。同様に Run2~5 について留出液のアルコール濃

度 10vol%の時の接線の勾配を求め，缶液が1.0mol

%の時の理論段数 (Nl.OE) との関係を Fig.5(B)に示

した。 Fig.5(B)は蒸留末期において，理論段数が大

きいほど留出率に対する留出液アルコール濃度変化が

大きいことを示している。留出液のアルコ…lレ濃度が

Table 1 Distillation of moromi mash with the rectification efficiency applied. 

Run No. 

Column length(cm) 

Distillate to charge(%) 

Alcohol concentration of distillate(vol.%) 

Row rat巴 ofdistillate (J 'm-2・h-1
)

N umber of theoretical plates on 1.0 mol % 

ethanol solution 

Distillation time (min) 

total(min) 

Analysis of mixture of distillate 

[undilutedJ 

alcohol (vol.%) 

[diluted (alc. 25.0 vol.%) J 

acidity (mJ) 

absorbance (275 nm) 

第 104巻 第 7号

4 5 

(controJ) 

39.5 18.5 

。~12.5 15~30 。~32.5

76.00~59.25 55.50~13.20 76.50~10.85 

10.2 

1.07 

26.00 

59.68 

48.21 

1.21 

0.48 

5.82 

1.25 

33.68 

6.42 

1.15 

76.00 

46.41 

1.32 

0.55 
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10vol%の時蒸留を終了する場合，留出液中のアルコ

ー/レ濃度の変化が大きい場合と小さい場合を比較する

と，濃度変化が小さい場合は蒸留末期の採取液量が増

え，~留出液ではアルコールの濃度が低くなり，酸度

やフルアラール濃度が高くなると考えられる。なお，

微量成分の動向については今後検討したい。

2. 分縮器付単式蒸留機による留出液の重量度及びフ

ルフラール濃度の制御 (Run6~Run 8) 

(1)分縮器付単式蒸留機のエタノールについての理論

段数の測定

前報 Fig.ICD)を改良して Fig.1に示す分縮器付単

式蒸留機を作製し，まずエタノ…ルについての理論段

数を測定した。缶液が 0.3mol%(l.Ovol%)エタノ

ール水溶液の場合の留出速度と理論段数の関係を

Fig.6に示した。 Fig.6は分縮器の水位を下から 1，2 

及び3段目までに保った場合及び分縮器に冷却水を流

さない場合である。留出速度と理論段数の関係の近似

式は Eq.1と同様にして求めた。分縮器の水位が 3段

目の場合，近似式は Eq.5により表される。

NO.3E = 2.4015 V-o・2711
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The effects of N on the velocity of concen. 

tration changes of alcohol in the distillate at 

the end of the distillation of shochu-mash 

(A) Chang巴sin concentrations of alcohol in the 

distillate at th巴 conclusionof the distillation of 

shochu-mash 

(B) The effects of N on the v巴locityof conc巴ntra.

tion changes of alcohol in the distillate. 

The horizontal axis， N 1.0E， is the number of theo-

retical plates on 1_ 0 mol % ethanol solution， and th巴

vertical axis is defined in terms of Eq. 4， the change 

velocity of alcohol concentration in the distillate. 

1.4 1.3 1.2 

一2.5
1.1 

1.2 

Qウモト f 円二九ヶ一二三、..r-、，、，、J

15 20 

Flow rate of distillate(L. m同 2・h-1) 

The effects of the water level in the partial 

condenser on the number of theoretical 

plates. 

Symbols; 

③， the water level in the partial condenser was the 

third from the bottom ; Iコ， the water level was the 

second ; .....， the water level was the first ; 0， coo-

ling water in the partial condenser did not flow. 
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ここで NO.3Eは缶液のエタノール濃度が 0.3mol%

(l.Ovol%)の場合の理論段数， Vは留出速度 (L.

m-2・h-1
) である。他の分縮器水位及び分縮器に通水

しない場合も同様に求めたが記載は省略する。

(2)分縮器付単式蒸留機による黒糖焼酎躍の蒸留

前記の分縮器付単式蒸留機を用いて，黒糖焼酎謬

500mlを張り込み，分縮器水位及び留出速度を変え

て蒸留を行い，留出液を分割採取した。謬の蒸留は

Tabl巴 2に示した 3パターンで行った。

アルコール分の測定結果を Fig.7 (A)， (B)に示し

た。 Fig.7(A)は留出率とアルコール濃度の関係であ

るが，前半(留出率 0~15%) では Run 6 (分縮器 2

段目通水)のアノレコール濃度が最も高く推移し，以下

Run8 (対照，分縮器通水なし)， Run 7の順で Table

2のエタノール 0.3mol%における理論段数の大きい

順と一致した。後半(留出率 15%以降)の留出状況

はやや複雑であるが， Run 7は特異で留出率 20%に

ピークが生じた。 Run7 は前半の理論段数 NO • 3E =

l.04で最も小さく，後半は No.3E=l.41で最も大きい

条件であった。 Run7は前半終了時の缶液のアルコー

ル濃度が高く，後半の理論段数が大きかったためピー

ク状にアルコールが僚出したと考えられる。 Run6も

前半の理論段数が小さく (NO.3E l. 21)，後半の理論

段数が大きかった (NO.3Eニ l.30)のでぬm7に似た

傾向を示しているが，理論段数の差が小さかったので

明らかなピーク状にはならなかったと考えられる。

Fig.7(B)には蒸留時間と留出液のアルコール濃度

の関係を示した。 Run7の前半は分縮器に冷却水を流

さず留出速度は 20.23L.m-2・h-1で Run8の約 2.2

倍であった。留出率と留出液アルコール濃度との関係

(Fig.7(A))で見ると， Run 7はRun8と同様にアル

コール濃度が低下しているが，蒸留時間とアルコール

濃度との関係 (Fig.7(B))で見るとアルコールは

Run 8より竿く低下したことが明らかである。 Run7 

は前半の留出速度が大きかったので，全蒸留時聞は

Run 8より短くなった。

3種類の蒸留パターンによる留出液の濃度がそれぞ

れ約四vol%までの分割試料を混合した混合試料の分

析値を Table2に示した。混合試料(アルコール濃度

未調整)のアルコール濃度は Run6> Run 7> Run 8 

の順に高く，アルコール 25vol%に調製した混合試料

の酸度はその逆であった。蒸留時間は Run8>Run 

6> Run 7の瀬に長く，その般に OD275は大きかっ

Tこ。

Table 2 Result of distillation by means of partial condensation type distiller 

Run No. 

Water level in partial condenser 

Distillate to charge(%) 

Alcohol concentration of 

distillate (vol.%) • 
Flow rate of distillate 

(J .m-2 • h-1) 

Number of theoretical plat巴son 

o.3mol % ethanol solution 

Distillation time (min) 

total (min) 

Analysis of mixture of distillate 

[undilutedJ 

alcohol (vol.%) 

[diluted (alc. 25.0vol.%)] 

acidity (ml) 

absorbance (275 nm) 

Sensory evaluation 

6 7 8 

2 2 。 3 。 。
。~15.0 17.5~27.5 。~15.0 17.5~30.0 。~15.0 17.5~32.5 

79.5~61.75 60.75~9.25 73.5~47.25 55.25~10.9 77.5~50.25 44.7~10.6 

9.52 

1.21 

23.33 

55.50 

52.50 

0.35 

0.151 

2.83 

5.77 

1.30 

32.17 

44.00 

20.23 

1.04 

10.83 

56.03 

45.90 

0.50 

0.135 

3.33 

7.20 9.15 

1.41 1.06 

33.17 24.03 

43.60 

0.60 

0.163 

3.33 

8.02 

1.07 

32.00 

S巴nsoryevaluation was performed with 5 levels(l : very good ; 2 : good ; 3 : normal ; 4 : bad ; 5 : very bad). 

第 104巻 第 7号 561 



佐無田・園田・西:単式蒸留機による焼酎謬の蒸留における留出成分の制御

( 

日。
〉

) 

80 

60 

o 40 
ぷ=
o 
o 
〈

20 

O 

O 10 20 30 

Distillate to charge(弘，v/v)

Fig.7(A) 

80 

60 

吉舌是吾40 

20 

O 

40 。 20 40 

Distillation time(min) 

Fig.7(B) 

60 

Fig.7 Distillation of shochu-mash by means of partial cond巴nsertype distiller. 

The experiment was done by means of the apparatus as shown in Fig. 1. The water level in th巴 partial

condenser is shown in Table 2. 

(A) Changes in alcohol in the distillate 

(B) Time course of alcohol in the distillat巴.

Symbols; 

閤， Run 6 ; .A.， Run 7 ; 0， Run 8. 

(3)留出液中の香気成分の分析結果

前記の混合試料(アルコール 25vol%) をガスクロ

マトグラフで分析した結果を Table 3に各成分の沸

点5) と合わせて示した。エタノールより沸点の低いア

セトアルデヒド及び酢酸エチルについては， Run 6及

びRun7はRun8と差が大きかったが，沸点が低い

ため蒸留操作中に気散により差が生じたと推察した。

n-プロパノール (bp.97. 2'C)からカプロン酸エチル

(bp. 168'C) までの沸点範I!EIでは， Run 8とほぽ同じ

値となったが， β フェネチルアルコールについての

み Run6， 7とRun8で大きく異なった。 Run8を

1.00とした持の β フェネチルアノレコールは， Run 6 

が 0.626に対し Run 7は1.243であった。酢酸 500

ppmを含むエタノール水溶液の蒸留において，エタ

Table 3 Conc巴ntrationof flavor compounds in the distillate. 

(mg/l) 

Compound Run No bp.5) 

6 7 8 ('C) 

Ac巴taldehyde 19.6 26.7 22.7 20.0 

Ethyl acetate 83.0 89.6 68.9 77.06 

ηPropanol 208.5 213.9 204.2 97.2 

Isobutanol 122.1 125.2 119.5 107.9 

Isoamyl acetate 2.5 2.6 2.3 142 

Ethyl caproate 0.5 0.6 0.5 168 

βPhen巴thylalcohol 10.6 21.1 17. 0 219~221(750 mm) 

*) Alcohol content adjusted to 25.0vol% 
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ノールに関する理論段数が大きいほど留出液の酸度が

低くなることを前報2)で報告したが， β一フェネチル

アルコールは沸点が高いため，留出に理論段数が大き

く影響していると推察された。

Run 7において β フェネチルアルコール濃度が

Run 8より高くなったが，前半 (No.1~6) における

Run 7の留出速度は 20.22L.m…2・h-1であり ，Run 8 

の9.18L.m-2・h-1の2.2倍も大きかったため前半に

留出したと推察した。なお，留出速度が大きい場合は

飛沫同伴も考慮する必要があるが，今回は飛沫同伴に

ついては考慮、に入れていない。

混合試料(アルコール 25vol%)について 5点、法に

よりパネル 6名によりきき酒した結果を合わせて

Table 2に示した。混合試料は初留から約 10vol%ま

での区分を混和したが， Run 8は末ダレ臭があり，味

は重いとされた。 Run6はRun8と比較し，末ダレ臭

が低く味は軽く Run8より高く評価された。 Run7は

味が重く， Run 8と同程度と評価が低く，前半留出速

度が速すぎたためと推察された。したがって，前緩後

急型蒸留においては，前半・後半の理論段数と留出速

度の組合せにより多彩な品質の焼酎が製造可能と推察

された。

3. 考 察

(1)理論段数とフルアラーノレの関係

Run 1の方が Run 2より理論段数が大きいのに

OD275が高くなった理由を検討した。 Fig.3(E)に

Run 1及び Run2の蒸留時の缶液温度及び吹込蒸気発

生用マントルヒーターの電圧目感の経過を示した。マ

ントルヒーターの目盛は大きいほど電圧が高く加熱量

は大きい。缶液温度は Run1の方が Run2よりわず

かに高く推移し，ヒーターの目感も高く推移した。

Run 1とぬm 2は留出速度を同程度に保つように

Run 1のヒーターを高めに操作したが，結果的には留

出速度は Run1の方がやや小さかった。 (Run1の平

均留出速度は 5.13L ・m→・h… Run2 は 6.18L.m-2 •

h-1)o Run 1の方が加熱量は多く，缶液温度も高かっ

たため， Run 1の方がフルアラールは多く生成したと

考えられる。留出液量が間ーの場合，理論段数の大き

い蒸留機は理論段数の小さい蒸留機より分縮液量が多

いため加熱量も多く必要であり，フルアラー1レ生成量

も多くなると考えられる。

一方，フノレプラールの沸点(161.70

C) は酢酸イソ

第 104巻 第 7号

アミル (1420

C) とカプロン酸エチル (1680

C) の聞に

ある。微量のフルアラーノレを含むエタノール水溶液に

おけるフルアラーJレの平衡比 (Kニコ蒸気中の濃度/液

中の濃度)はエタノーJレ濃度減少と共に大きくなり，

エタノール 15mol%以下では 1より大きく，ゼロに

近くなると 7.48に達すると報告7)されている。また，

微量のフノレプラールを含むエタノー/レ水溶液を四分精

留機(棚段数 3~9) で蒸留すると，フルアラールは

蒸留の中間にピーク状に留出する 8，9) と報告されてい

る。すなわち，エタノール水溶液中の微量のフルアラ

ーノレは棚段数 9段の回分精留機でもエタノールとは分

離できない。

したがって， Run1はRun2より缶液中でフルフラ

ールが多く生成し， Run1または Run2程度の理論段

数ではフノレプラールを分離することはできず， Run 1 

の方が Run2より OD275が高くなったと推察された。

(2)単式蒸留機の効率について

前報2)において単式蒸留機の性能をエタノールにつ

いての理論段数により評価する方法を報告した。一定

の条件下で測定した理論段数は蒸留機固有の値であり，

異なる蒸留機の性能を比較する場合には有効と考えら

れる。しかし，個別の蒸留機の運転状態の評価などに

は相対的な評価，即ち効率による評価の方が望ましい

と考えられる。棚段式精留塔の評備には段効率または

塔効率川が用いられる。段効率は棚設のない単式蒸

留機の評価には馴染まない。塔効率は Eq.6により定

義されている。

塔効率(%)=所要理論段数/所要実際段数

(6) 

焼認す製造用の単式蒸留機は純度の高い物質の分離が

邑的ではないので，精留塔とは違った概念で効率を定

義した方がよいと考えられる。加熱量が一定の単式蒸

留機において分縮震がゼロの時，塔頂蒸気組成と缶液

組成は平衡であるから，理論段数は1.0である。単式

蒸留機は常に分縮を伴うから，理論段数は必ず1.0よ

り大きい。塔頂蒸気エタノーlレ濃度が最大となるとき

の蒸気組成を YmaX，その時の理論段数を Nmax，任意

状態で蒸留した場合の塔頂蒸気組成を Y，その時の

理論段数を Nとすると，効率 E (%)は Eq.7によ

り表すことができると考えられる。

(N-l) 
E(%)=一一一一一一X100

(Nmax-1) 
(7) 
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Eは分縮のない場合は 0%，塔頭蒸気組成が YmaX

の時 100%となる値であり，以下単式蒸留機効率

(%)という。蒸留缶にエタノ-}レ水溶液を張り込ん

で加熱するとき，発生した一定量のエタノ-}レ蒸気は

分絡しつつ蒸留機内を上昇するが，濃綴塔頂において

エタノール蒸気が全部凝縮した時，即ち蒸留缶での発

生蒸気基準の分縮率(前報2)Eq. 4参照)がl.0の時，

凝縮液濃度は最大となる。分縮率l.0における凝縮液

の濃度を求めることができれば， Nmaxを算出するこ

とができる。

分縮器については多くの報告があり，ニ重境膜説に

基づく 2成分、混合蒸気の交流分織に関して，宗像・木

閏の報告11)がある。しかし，気液平衡関係が直線で

表されないエタノーノレ 水系について，複雑な形状の

単式蒸留機の Nmaxを物質収支と二重境膜説から正確

に求めるのは簡単ではない。

実験的には，単式蒸留機において到達しうる最大の

理論段数 Nmaxは2つの測定方法が考えられる。

第 lの方法は，分縮器付単式蒸留機を用い，加熱震

が一定の場合について種々の分縮率における理論段数

を測定し，分縮率 l.0に外挿することにより最大理論

80 4.0 

60 3.0 

段数 Nmaxを推定する方法である。前報 Fig.8は分縮

器付単式蒸留機を用い， 0.3mol%エタノールを原料

とした場合の分縮器入口蒸気基準の分縮率と理論段数

の関係であるが，両者の関係を Eq.8により近似的に

表した。

NO.3E=22.403 R5_40.672 R4 

十26.289R"-6.186 R2 

ート0.7311R + l.1324 (8) 

ここで Rは分綴器における分縮率である。 Eq.8に

おいて R口l.0とすると， Nmax=3.70となる。この

値を用いて Eq.7から単式蒸留機効率を算出し，分縮

率と単式蒸留機効率の関係を Fig.8(A)に示した。実

験室における蒸留では通常 3L.m-2・h-1 (約 lml/

min)程度以上の留出速度で蒸留しているので，単式

蒸留機効率は 40%程度以下で蒸留していると考えら

れる。

第 2の方法は還流器付単式蒸留機を用い，全還流に

おける理論段数から求める方法である。塔頭に還流器

を設けた単式蒸留機において，吉官報 Fig.7に示した

ように全還流速度が小さいほど理論段数は大きくなり，

会還流速度ゼロの時，理論段数は最大となる。前報

4.0 100 

80 
3.0 

60 ミ~ 
c 

15 40 
0 

2.0 .~ 
之

.; 2.0 
むO 

40ξ w ε 
比i 圏 E也
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20 
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

0.0 
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Partial condensation ratio 

Fig.8(A) 

Flow rate of reflux(L' m-2・h斗)

Fig.8(B) 

Fig.8 The efficiency of a pot-still-type distiller. 

(1) The efficiency was measured by means of a partial condensation ratio. 

(2) The efficiency was measured by means of total reflux 

Symbols; 

富山巴 efficiencyis defined in terms of Eq. 7 ; 0， NO•3E 

圏

20 

O 

7 
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Fig.7のように種々の全還流速度について理論段数を

測定し，全還流速度ゼロに外挿すると Nmaxを求める

ことができると考えられる。

全還流型単式蒸留機を用い，1.0mol% (3.0vol 

%)エタノール水溶液を缶液として測定した全還流時

の還流速度に対する理論段数減定結果(前報 Fig.7)

は対数を用いた式が近似しやすいため，濃縮塔長 21

cmの場合を Eq.9により表した。

N l.OE = -0. 36381n(V)十2.5212 (9) 

ここでVは全還流速度 (L.m-2・h-1
) である。 Eq.

9においては， V=Oとして直接 Nmaxを計算するこ

とはできないため，グラフ上濃縮塔長 21cmの場合

のNmaxを3.80と推定し(Eq.9において V=0.03

とした値)Eq. 7より単式蒸留機効率を算出して理論

段数近似曲線と合わせて Fig.8(B)に示した。 Eq.9

はVが小さくなると Nが急激に大きくなるので

Nmaxを確定することはできず，Nmaxを推定するため

には分縮率より求める第 1の方法の方がよい。単式蒸

留機効率を正確に求めるためには，留出速度が小さい

時の理論段数をできるだけ正確に測定する必要がある

が，留出液組成が不安定となり測定は難しい。単式蒸

留機効率の測定についてはさらに検討が必要である。

要約

1. 分縮器を備えていない蒸留機においては，対照よ

り理論段数の大きな蒸留機で，前半は留出速度を

大きく，後半は対照と間程度の小さな留出速度で

蒸留(前急後緩型蒸留)すると対照と比較し留出

液のアノレコール濃度は高く，酸度は低く，

OD275は{尽くすることができた。

2. 分縮器付単式蒸留機では分縮器の冷却水レベルの

調節による理論段数の変更により，前急後緩型蒸

留が容易に実施できるほか，前半と後半の理論設

数と留出速度の組合せにより多彩な蒸留が可能と

推察された。

3. フルフラールは，理論段数の大きい蒸留機で時間

第 104巻 第 7号

をかけて蒸留すると，理論段数の小さな蒸留機に

比べ後半著しく増加した。単式蒸留機では理論段

数が大きいほど分縮液量が多くなり，それに伴っ

て蒸留時間が長くなり，蒸留時間が長いほどフル

アラール生成量が増加し，生成したフルアラール

は単式蒸留機の理論段数程度では分離されず留出

すると推察された。

4. 留出液中の主な香気成分の内，沸点の高い βーフ

ェネチルアJレコール (bp 約 220'C) は蒸留操作

による相違が大きし前急後緩蒸留により対照よ

り大きく減少した。

5. 単式蒸留機の到達しうる最大の理論段数を基準に

した単式蒸留機効率を定義し，分縮率1.0または

会還流速度ゼロにおける最大理論段数を利用した

単式蒸留機効率測定法について考察した。
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