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精米後の酒米の水分吸着等温線

小出章二吋・伊藤 萌*・折笠貴寛*

* 岩手大学農学部

Moisture Adsorption Isotherms of Polished Rice for Sake Brewing 

KOIDE Shoji*!i， ITO Moe* and ORIKASA Takahiro* 

* Faculηof Agriculture， lwate University， 3-18-8， Ueda， Morio如 -shi，lwate 020-8550 

Polished rice for sake brewing is subjected to a rice storage period called "kαrashi" un til soaking. 

Generally， just polished rice for sake brewing has a low moisture content， and the moisture content 

tends to increase during rice storage; however， the equilibrium moisture content (EMC) in adsorption 

has not yet been indicated. In this study， a major sake brewery rice variety ‘Y amada -nishiki' was 

used as the sample and polished to 70% of the apparent polishing ratio， and the EMCs of‘Yamada-

nishiki' were determined at various conditions of temperature and relative humidity. It was observed 

that the obtained EMCs fitted the Chen-Clayton equation well (R' = 0.997)， and the calculated 

parameters were used to demonstrate the contour line shown by the moisture contents of‘Yamada 

nishiki' (70% of the apparent polishing ratio)， as a妊ectedby temperature and relative humidity. In 

addition to this， it was shown that the cracking ratio of‘Yamada-nishiki' (70% of the apparent 

polishing ratio) during soaking (15
0

C， 120min) increased with decreasing moisture content of polished 

‘Yamada-nishiki'. Our study indicates the fundamental knowledge on moisture control of polished rice 

for sake brewing during the rice storage period “karashi，" which is one of important processes during 

sake brewing. 

(Received May 31， 2012 ; Accepted Sep. 3， 2012) 

Key words : polished rice for sake brewing，“karashi"， apparent polishing ratio， equilibrium moisture content， 

cracking ratio 

精米後の酒米，枯らし，見かけ精白歩合，平衡含水率，浸漬割れ率

精米後の酒米の水分は，精白歩合を低く設定するほど，

精米時間の増加に伴い低水分となる川。そこで精米後

酒米は，枯らし場や紙製米袋内で一定期間調湿する「枯

らし」期間を設けた後洗米・浸水・水切りを行うことが

多い3).4)。この枯らしは冬季の比較的低温下で，時間を

かけて行われるため，枯らし期間における平衡水分の予

測や制御法の確立が望まれている。しかし，これまで精

米後酒米の平衡含水率に関するデータは見当たらず，枯

らし期間での精米後酒米の水分調湿は経験的に行われて

きた。

そこで本研究では，酒造好適米の代表的品種である山

田錦を供試材料として精米し，枯らし工程を想定して温

度と湿度から平衡となる水分を視覚的に表現で、きるよう

に水分等高線図を作成した。ここでは， ii酒造用原料米

全国統一基準法」での酒造適正分析5)を参考に，見かけ

精白歩合(白米質量/玄米質量の比に100をかけた値，以

* 干020-8550 岩手県盛岡市上田 3-18-8 
S Corresponding author， E-mail: shojides@iwate-u.ac.jp 

後歩合と称する)を70%とした酒米「山田錦」を種々の

条件(温度，湿度)の下で平衡含水率を計測し，測定値

を水分吸着等温線の実験式として用いられるChen-

Clayton式6)にあてはめ，得られたパラメータから水分等

高線図を示した。併せて本研究では，水分の異なる歩合

70%の酒米を浸漬させ，その吸水工程における浸漬割れ

率の水分依存性について調査した。本結果は，精米後の

酒米の水分調湿後の平衡水分値の算出や平衡水分の視覚

的表現法を提案するうえで基礎的知見を与えるものであ

る。

実験 方法

1.供試材料

供試材料は，平成21年度兵庫県産「山田錦J(新米玄

米， 2.1mm飾で、選別)である。玄米は35
0

Cのインキユ

ベータ内で約 5時間乾燥させ，その後シリカゲ、ルの入‘っ
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4.浸漬割れ率の計測

浸i責割れ率の計測用として精米された歩合70%の酒米

の水分はそれぞれ14.6，13.4， 11.2%であった。浸漬試

験は，酒造適正分析引に準じ，浸j責水温15
0

C，浸漬時間

を120分とした。ここに，浸漬水は蒸留水を用いた。測

定粒数は 1回当たり 100粒とし浸漬後は浸漬割れの有無

を目視で計測し浸漬割れ率を算出した。測定は 3反復行

い，測定値は平均値±標準偏差 (SE)で示した。これ

より，精米後の酒米の水分が浸漬割れ率に与える影響を，

一元配置分散分析により検定した。

以上の精米および精米後酒米の平衡含水率の測定，浸

i責割れ米の計測は，供試材料が研究室に搬入されてから

70日以内に実施・計測した。

1.平衡含水率

図1に精米後の酒米の吸着過程の平衡含水率の温度・

湿度依存性を示す。これより精米後の酒米は，他の穀物

と同様1ト凶に，同じ相対湿度の条件では温度の低下とと

もに含水率は増加し，同じ温度条件では相対湿度の増加

とともに含水率が大きく増加することが示された。次に，

測定値をChen-Clayton式にあてはめ，非線形最小自乗

法で得られたパラメータを表 lに記す。また，パラメー

タを用いて，計算された水分吸着等温線を図 1に実線で

示す。これを見ると， Chen四Clayton式による近似の適

合性は極めて良好 (R'= O. 997， RMS = O. 369% dry 

basis)であり，また図 1より Chen-Clayton式による計

算値と測定値は非常によく一致することが示された。
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Fig. 1 Moisture adsorption isotherms for polished rice 

(‘Yamada-nishiki'; apparent polishing ratio at 70%) 

for sake brewing: 0; equilibrium moisture content at 

5
0

C， .; 15
0

C，く>; 25
0

C.一 valueswere calculated 

using the Chen-Clayton equation 

たデシケータを用いて，玄米の初期水分を11.5(%，wet 

basis) となるよう乾燥した後，シリカゲルの入ったデ

シケータ内に静置させ，これを平衡含水率の計測用玄米

試料とした。一方，浸i責害jれ米の計測用の玄米は， 35
0

C 

のインキュベータ内で最大で約 5時間乾燥させた後，デ

シケータ内に静置(水分調整)させ，玄米初期水分を約

16.0， 14.0， 11.3%に調整した。これらの玄米試料は，

醸造用テスト精米機として用いられるインバータ内蔵醸

造用立型小型精米機(チヨダエンジニアリング， HS-4， 

]apan) を用いて精米した7)-九精米は，砕米・胴割れ

米・未熟米を除いた酒米を供試材料とし，砥石回転数を

1， OOOrpm (精白ロール周速度:5.24m/s) とし，玄米30

gを精白室に投入した。精米歩合は， 30分毎(精白歩合

75%以下では測定間隔は10分以下)に精白ロールの回転

を一時停止し，精白米室から米粒を取り出し，その質量

を電子天秤 (A& D: HA-180M， ]apan，測定精度0.1

mg)で迅速に測定し，これと初期投入量から算出した。

精米は，歩合が70%となった時点で終了とした。精米に

はおよそ 3時間程度を要した。酒米水分は10g粒-135
0

C

-24時間法により計測し，これを 5g粉砕 105
0

C-5時間

法となるように換算した8)ヘ
2.平衡含水率の計測

精米後，歩合70%の酒米は水分吸着等温線の測定のた

め，シリカゲ、ルの入ったデシケータに静置した。測定前

の酒米の水分は7.57%であった。

測定は，既往の報告と同様の 8種類の飽和塩溶液川を

入れたガラス製デシケータ各々に，砕米を目視にて取り

除いた酒米約 6g (薄層)を入れ，これらを一定温度

(5， 15， 25
0

C) に設定したインキュベータ内に置き，

酒米の質量の履歴を計測した。ここに，質量の測定は，

各温湿度条件下の酒米を取り出し，電子天秤を用いて計

測し， 1日当たりの質量変化がO.lmg/day以下となった

ときを水分平衡とみなした。今回，水分平衡に要した日

数は測定開始日から14日から35日間であり，その聞酒米

表面にカピ発生等の異変は見られなかった。

3.平衡含水率の解析

平衡含水率の解析は穀物に対して適合性の高いChen

Clayton式を採用した6)，10)-ω。

80 

Relative humidity (%) 
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ここに，rhは相対湿度 (decimal)， Mdは平衡含水率

(%， dry basis)， Tは絶対温度 (K)で，a， b， c， dは

パラメータである。これより，精米後酒米の平衡含水率

とデシケータ内の相対湿度から，上式のパラメータを非

線形最小自乗法により算出した。このChen-Clayton式

とパラメータを用いると，相対湿度と温度から平衡含水

率は次式で計算できる。
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Table 1 Parameter values for the Chen-Clayton equation for adsorption data and statistics of fitting 

‘Yamada-nishiki' (apparent 

polishing ratio at 70%) 

G 

4.301 

* RMS indicates root mean square in %， dry basis 

b 

0.023 

ここでは，図 1をより視覚的に表現するため，既往の

報告川と同様に，計算により得られたパラメータ(表

1 )をChen-Clayton式に代入し，含水率Mdを次式で水

分値Mwに計算し，温度と湿度を軸とする水分等高線図

を作成した(図 2)。

唱ハハ九グ
Mw=一一ーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ( 3 ) 

100+Md 

図2の縦軸は相対湿度 (%)，横軸は温度 ('C) を示

し，図中の等高線は精米後酒米の吸着過程の平衡水分値

を示している。すなわち，温度と湿度の値がわかれば，

その環境下の平衡水分を視覚的に推算できる。例えば，

低水分に精米された精米歩合70%の酒米を温度15'C，相

対湿度65%の環境下で調湿すると，その平衡水分は

14.3%となることがわかる。また，同じ相対湿度の場合，

低温になるほど平衡水分は高くなり，温度 5'C，相対湿

度65%のとき，平衡水分は14.8%に増加することが図 2

より見てとれる。なお，図 2は歩合70%の精米後の酒米

のデータをChen-Clayton式で、解析して作成したもので

あるが，大吟醸用の酒造好適米では精米直後の酒米は水

分10%を下回ることも多く 4L13)，多くの酒造現場では，

Fig. 2 Counter line based on the Chen-Clayton equation 

that shows the equilibrium moisture contents (%， wet 

basis) for polished rice (‘Yamada-nishiki'; apparent 

polishing ratio at 70 %) for sake brewing， as a任ected

by temperature and relative humidity 

The value with a square frame indicates the 

equilibrium moisture contents， 

Parameters 

C d RMS R' 

0.145 1.183 0.369 0.997 

「枯らし」期間を設けて，枯らし場や紙製米袋内にて精

米時に生じた摩擦熱の放熱と蒸散した水分を外気から吸

湿させて米を安定化させて使用している4)，13)。よって，

本研究で提案した精米後の酒米の水分調湿後の平衡水分

値の算出法や平衡水分を視覚的に表現する水分等高線図

の作成方法は，大吟醸用白米の枯らし期間における水分

調湿に即応用できると考える。今後は，酒造好適米を歩

合40%まで精米し，同様の測定を行い，大吟醸用白米用

の水分等高線図を作成する予定で、ある。

2岡浸漬割れ率

浸i賞後の精米後酒米の浸漬割れ率を図 3に示す。これ

より精米後酒米は水分の減少に伴い，浸漬割れ率が高く

なることが示された。また，一元配置分散分析の結果，

各水分における浸漬割れ率は 1%水準で、有意差が認めら

れた。精米後酒米の水分の減少に伴い，浸漬割れ率が高

くなる現象は既往の報告2)，13)と同様であるが，歩合70%

付近の精米後の酒米の浸漬割れに関する定量的なデータ

は極めて乏しいことと，浸漬割れの多寡は吸水率等に影

響を及ぼすため，本データは浸漬・水切り・蒸きょう等

の工程に有益な知見を与えると考える。筆者らは，これ

まで炊飯用の精白米の外部裂傷(水浸裂傷粒)の発生率

は水分の減少に伴い増加し，浸漬水温の上昇とともに減

ずることを示し，併せて水浸裂傷の発生メカニズムを明
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Fig. 3 Rice cracking ratio of polished rice (‘Yamada-

日ishiki'; apparent polishing ratio at 70%) for sake 

brewing during soaking (15'C， 120min); The data are 

represented by the mean values and standard 

deviations of 3 independent trials (n = 3) 



86 日本食品保蔵科学会誌 VOL. 39 NO.2 2013 ( 22 ) 

らかにしたが肌15)，精米後の酒米の浸漬割れは水分のみ

ならず品種や精米歩合，心自発現率，心自発現量，心白

の形状等に大きく影響される 16).17)。この酒米の浸漬割れ

のメカニズム解明は今後の課題である。

要約

酒造好適米の代表的品種である山田錦を供試材料とし

て，見かけ精白歩合を70%とした精米後酒米を種々の条

件(温度，湿度)下での平衡含水率を計測した。その結

果，水分吸着等温線の実験式として用いられるChen-

Clayton式は測定値を精度高く近似でき，得られたパラ

メータから温度と湿度を軸とする水分等高線図を示した。

さらに，精米後酒米(見かけ精白歩合70%) を浸漬

(15
0

C， 120分)させたところ，浸漬割れ率は水分が低い

ほど高い結果を呈した。本結果は，精米後の酒米の枯ら

し期間中の水分調湿を考えるうえで基礎的知見を与える

と考える。
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