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高度精白米の原料処理システムの改良 (2)
一蒸米および冷却-

酒造りにおいて「良い蒸米」を得ることは極めて重要である。現在，酒造りの現場では商品の多様化に伴

い，様々な仕込みに対応でき手聞のかからない原料処理システムが必要とされている。しかし，高度精白米

のような少量ロットからレギュラー製品のような大量ロットまで，様々な原料米に対し満足して使用できる

連続式の蒸米・冷却機はなかった。著者らは，同一の装置で，少量から大量のロットまで「良い蒸米Jを得

ることが可能な連続式の蒸米・冷却機を開発し，安定した清酒製造を行っている。参考になると思う。ご一

読を。

高度精白米の原料処理，特に蒸米の調製の難しさは，

いずれの酒造技能者とも認めるところである。機械化，

合理化が進んだ、近代的清酒製造場においても，多くが

高度精白米の原料処理では，今なお，手作業の過程を

伴う四分式(パッチ方式)で行われているのが現状で

ある。

著者らは，先に従来の手作業の過程で得られた知見

を基に高度精白米(精白歩合 40%及び50%)の原料

処理に関わる機械化・連続化した「高度精白米の原料

処理システム」を検討し，省エネルギーで効率的な洗

米・浸i責の連続機械化に成功しその詳細について報告

した l)210

洗米・浸漬に続く蒸し・冷却の原料処理工程は清酒

製造の出発過程であり，如何に「良い蒸米」が得られ

るかが要点となる。従来，十分に蒸され，外硬内軟，

サパケ良く，偏り・ムラのない，均一に仕上がったも

のが「良い蒸米」とされている。蒸米の出来・不出来

がその後の操作に大きな影響を与えるため蒸米は清酒

製造にとって頗る重要な工程の一つである。特に，そ

の時々に応、じた繊細で複雑な出来上がり性状を必要と

する，高度精白米の少量原料処理には，省力化と大量

生産を目的に開発された連続蒸米機は応用出来ず，サ

パケの良い蒸米は絶対出来ないと言われてきた。

松本保博・河野敢

一方，従来の手作業で行った場合でも種々の欠陥・

欠点，さらに失敗例も多く，安定感を欠いていた。元

来，各蔵が理想、とする蒸米を得るためには，多くの経

験と技術を培った酒造技能者の長時間に亘る労働が必

要であり，その養成も必要で、あった。

著者らは，必要に応じて高度精白米の少量ロットか

ら異なる精白米の大量ロットまで連続的に蒸きょう出

来る蒸米機・冷却機の開発並びに試作を行い，これら

の最適運転条件を求めた結果，実用化し得ることを認

めた。これにより頗る安定した清酒製造を行っている

現状を紹介する。

1. 原料処理(蒸し・冷却)工程の現状と問題点

従来，当社では竪型連続蒸米機，大甑(コシキ).

小甑を使用目的別，かつ量目別に使い分け，精米歩合

40%，或いは 50%の高度精白米の原料処理では手洗い

から小甑での数回の蒸しさらに外気による自然放冷

を行っていた。一連の作業は長時間にわたり，杜氏が

率いる多勢の経験豊かな蔵人を必要としていた。例え

ば，早朝，甑に浸漬した米を盛る際には蒸気の吹き抜

け部分に盛る“抜け盛り法"または“抜掛け法"と

呼ばれる米置きを行い，全体に蒸気が抜け上がったの

を見計らって帆布で覆い，中央の蓋の開度で帆布の張
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り具合，すなわち圧力を調整するという状況であった。

とりわけセッテイングには，細かい神経を使っていた。

しかし，ここでの「盛り方J， I蒸気バランス」の失敗

は「生蒸し」と称され， もろみや製成j酉などにいつま

でもその香りが残るなど，原料処理の失敗事例とも言

うべきことがしばしば起きていた。

蒸し時間はいずれも全体に蒸気が抜け上がってから

の計測で 50分以上と長時間蒸しであったO 蒸し温度

は部分的にパラつくことも多く，当社のテストでは堆

積層の上下で 2~ 3
0

Cの差を観測していた。さらに甑

による原料処理の難点の 1つとして，甑の底部で米の

重量による圧力で米粒が密着して蒸気の通り具合を悪

くするため，重さにより蒸米が固まり，蒸米の掘り出

しに困難を来たすこと等があげられる。また，肌飯

(甑肌)と言う状態を生じること，つまり甑の外側が

外気に接して冷やされ，内部に生じた挽縮水が蒸米に

付着しべたついた過軟な肌飯が部分的に生じること

があげられる。当社は現在も最初のみ 60kg以下の少

量の原料米の単独「蒸し」には小甑を用いているが，

プラスチック製の「擬似米」使用でべたつき過軟な肌

飯の発生を防いでいる。しかし非能率的であることは

会
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スチームクリーナー

言うまでもなく，甑の繰り返し使用は行っていない。

蒸米の冷却は，従来，原料米を所定時間蒸した後蒸

気弁を閉じ，帆布を開放後直ちにブンジ(スコップ)

で掘り上げて冷却場に運び ここで拡げて塊をほぐし

長時間をかけて自然放冷を行なうのが常であった。こ

のため精米歩合 40%，50%のような高度精白米の仕込

みでは早朝の蒸し午後の仲添仕込み，夕刻の留添仕

込みが通常で他の仕込みとの同時作業はその手数や作

業時間から到底不可能な事であった。

このような現状の認識と杜氏ら蔵人の知識と経験を

把握するとともに手作業の欠点を補い，かつ省エネル

ギーで連続化や少量蒸しが可能な蒸米機の必要性が増

したので先ずこれの改良に着手した。

2. 蒸米機の改良

1)蒸米機の改良とその構造

時間当たり 2500kgの処理能力を有する当社蒸米機

(蒸し部分:巾 140cm，長さ 6.5m) をモデルにして少

量の原料が処理可能な蒸米機に改良・試作した。その

構造は第 1図に示す通りである。

通常，小能力の蒸米機の蒸気吹出口は 2~4 室程度
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第 1図改良蒸米機の構造
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であるが，効率の良い蒸しを行うため蒸気吹出口を細

分割し 8室を設けた。これらの l室分あたりの盛り込

み重量は，その堆積厚 15cm，20cm及び25cmから

算出し，それぞれ 94kg，124kg及び 157kgの値を得

た。この l室分の重量を単位とし，蒸米機は細分化し

た8室を通過させる移動甑とした。

米種やその粒度・性状などによって精白米それぞ、れ

の容積重が異なるため実用に際してはそれらの膨張率

等を考慮すればさらに少量の原料処理も可能と考えら

れる。

2)改良蒸米機の処理能力

改良蒸米機の金網コンベアの駆動速度と蒸し時間の

関係を求めた結果が第 l表である。金網コンベア駆動

速度 60Hz(関西地区周波数)，浸漬米層厚 25cm，蒸

し時間 25分という最大の条件でこの蒸米機は処理量

2500kg/h，と最大処理能力を示す。

「蒸し」の化学的変化の要点は，米の2型でんぷん

を蒸気熱でα化(糊化)してアミラーゼ等の酵素の作

用を受けやすくすることである。かつて，そのα化に

要する適切な時間は最低 15分間位と言われ 3) 一時

は30分以内の短時間蒸しが推奨された。その後，で

んぷん粒の構造変形 4)や弾性・粘性の変化が蒸しの後

半に起こる 5)などが明らかにされ，さらに吟醸酒等に

必要な香気成分の生成を妨げる脂質の分解・揮散が高

温・長時間であるほど多いことから，現在では通常

50分以上にわたる長時間蒸しが行われている。この

第 1表 金網コンベア駆動速度と蒸し時間の関係

金網コンベア駆動速度 蒸し時間
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第 2表蒸米機の堆積厚と処理量の関係

堆積厚.1 蒸し l室当たり重量| 処理量

25cm 150Kg 1400kg/h 
2Ocm 120Kg I 1150kg/h 
15cm 90Kg 850kg/h 

条件 50分蒸し，
• 1 堆積厚可能範囲;15 ~ 25cm 

第 108巻第 4号

ようなことから高度精白米についても第 l表に示す金

網コンベア駆動速度 30Hzで 50分間の蒸しを行った。

この改良蒸米機の時間当たりの処理量を算出した結果

を第 2表に示す。

これより，この蒸米機は最小 90kgの原料米単独の

処理が可能であり，甑の場合の抜け盛り法で上積みに

していた原料米を，先処理と同一に連続して均一な蒸

し処理を行うことが可能となった。さらに投入口堆積

厚調節ダンパーの開度により処理能力を上げ，より多

量の蒸し処理を連続して行うことが可能となった。こ

のことは異なる質・量の蒸し処理を連続的に行えるこ

とを示し，小さな仕舞(仕込み)から大仕込みまで十

分対応し得る蒸米を連続的に提供出来ることが判明し

た。

3)改良蒸米機の運転

従来の蒸米機でまず改良すべき点は，原料米投入口

への蒸気漏れであった。蒸気漏れは，投入した浸i責米

に対して悪影響を及ぼすと同時に，蒸気による視界不

良を起こし仕切り等の確認さえも極端に困難になって

いた。

次いで，蒸米機の金網コンベアに仕切りがないこと

で，そのために浸漬米投入開始時にその堆積層の先端

が舌状かつ薄層となってパラつきが生じ，均一な少量

蒸し処理を困難にしていた。それゆえ，常に一定の処

理を行わせるために堆積層の前面，後面を揃わせる必

要があり，浸漬米投入口ホッパーに「堆積層調節ダン

パー」と「シャツター式開閉板」の仕切りを設けた。

これらによって少量蒸し処理の場合でも蒸気漏れの心

配がなくなった。そのため原料米全量を予めホッパー

に投入して箱型を形成させ，シャッターの「開」によ

り前面が揃った設定レベルの厚さにした「箱形盛り」

で蒸し処理を進行させた。これらにより一様な「蒸き

ょう処理」が行えた。

この改良蒸米機の運転条件は，各種のテストから以

下の範囲の設定値が有効と判断した。

①金網コンベア駆動速度 30Hz(蒸し時間 50分)。

②再蒸気発生装置(スチームクリーナー)は圧力調

節計で 650~ 750mmAq聞で十分であった。

③加熱器は， 104 ~ lOrc問 (llOOC以下)を保持す

るよう温度調節を行った。

再蒸発させた蒸気は，蒸米機の各室の下音防、ら吹き
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出させる，すなわち，金網コンベア上に投入された一

定層厚の浸漬米がコンベアの進行に伴って各室上を通

過する過程でこれらに蒸気を当て蒸米化することにし

た。蒸気量の調節は，各室に設置した調整用バルブの

なり，作業の効率化も併せて改善・進歩した。

このようにして少量の高度精白米を連続蒸米機で処

理することが出来，十分に蒸せ，塊なく，偏りのない

平均した「蒸米」を連続して調製することが可能とな

開度で行うことを可能としていたがテストの結果，基 った。

本的には第 l室から第3室では蒸気弁を全開して多量

の蒸気により浸漬米の温度を一気に上げα化を促す。

次いで、，第4室から第 5室では lOOOC以上の温度を保

持し，最後の第 6室から第 8室では加熱した高温乾燥

蒸気を蒸米に当てる，いわゆる「後段加熱」により蒸

米表面の凝縮水や遊離水分を蒸発させて除くと向時に，

脂質(不飽和脂肪酸)の揮散をも促せるという設計に

した。また，第 2室以降には，浸i責米の接近・離反を

検知して蒸気弁の開閉を自動で行う省エネルギー機能

を持たせた。当然，叢部・機壁の冷え込み防止の防温

策も厳重にして，さらに機内の貯溜蒸気を機外へ強制

排気する構造にすることにより肌飯の生成防止に努め

た。

このように順を追って各室で必要とされる各要素に

応じた温度と蒸気量を適切に配分し，これら 8室の上

を重圧を掛けずに多くの空隙率を保持しながら一定層

厚の浸漬米を通過させることにより，求められる「蒸

米」が出来上がるという仕組みの装置が完成した。こ

れらの改良により，蒸しの開始・終了も明確に目視出

来，ロット毎の明確な分別運転が可能となった。さら

に，前ロットの終了時にはシャッターを閉じ，直ちに

次ロットの浸漬米をホッパーに準備することも可能と

外気

3.冷却機の改良

1)冷却機の改良とその構造

冷却機の出口で要求される蒸米温度は，上は 40
0

C

台，下は5t以下と幅のある温度の蒸米が随時望まれ

る。これを満足させるために一次冷却，二次冷却の 2

段階冷却方式を取り入れた。その構造を第 2図に示す。

蒸し処理が終わった蒸米の品温は lWC以上である

が，蒸米が使用される時には各工程・各作業で求めら

れる種々な温度に調整されていなければならない。蒸

し直後の高温蒸米の第一段階の冷却，すなわち一次冷

却では外気を温調フィルターの通過で温めた乾燥温風

を用いて冷却を行い，比較的高い温度の蒸米を必要と

するこうじ・酒母等の用途に供した。

第二段階の冷却は，低温冷媒により調整した冷風を，

無温調の一次冷却を終えた蒸米に当てて主に低温の蒸

米を必要とする掛米として供給し得るように設計した。

また，ここでは省エネルギーを意図して冷水機は常時，

最小限の運転で対応し得るようにしたが，気温など環

境の急激な変化に，即，対応して効率的な運転が出来

得るよう複数の冷水機を設置し，必要な分のみの運転

とした。なお，午後や夜間の余剰冷却能力は，洗米や

冷

媒

第2図改良冷却機の構造
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第3表 金網コンベア駆動速度と冷却時間の関係

金網コンベア駆動速度 1 冷却時間
60Hz * 
50Hz 

40Hz 

30Hz 

20Hz 

2min15sec 

2min24sec 

3min03sec 

4min03sec 

6min07sec 

蒸し米堆積.約 6cm，

第4表 金網コンベア駆動速度と蒸米冷却処理量

金網コンベア駆動速度| 通過時間
4OHz' 3min 

3OHz I 4min 
20Hz 6min 

処理量
45 ~ 75kg 

80 ~ 90kg 

90 ~ 100kg 

浸i責等に用いる水の冷却に利用している。

2)改良冷却機の処理能力

冷却機内には撹砕棒があり，ここで蒸米は約 6cm

程度に均一化されるが蒸米は粘ることもなく塊状にも

ならず，スムーズに冷却されている。この際の金網コ

ンベア駆動速度とその冷却時間(通過時間)を第 3表

に示す。

この結果から冷却機の処理量を算出すると第 4表の

ごとくになった。

45 ~ 100kgの各蒸米を適温にまで連続的に冷却す

るには，暖季には，一時冷却を延長しなければならな

いこともあったが，通常 6分間の冷却でほぼ仕込み温

度にまで冷却出来るようになった。

3)改良冷却機の運転

各工程・各作業で求められる蒸米の温度はその日の

条件により複雑に異なり多様で、ある。それゆえ，温度

調節については自動化され，予め温度をセッテイング

出来るようになっているが，随時，現場からの多様な

要請に即対応出来るよう手動で微調整が可能なように

なっているので有効に利用している。設定範囲の l例

を示すと次のようなものがある。

①金網コンベア駆動速度は手動で 30~ 20Hz (4 ~ 

6分)である。

②冷却用風温の設定温度の範囲の概略は第 5表のよ

うになる。

その他，制御盤には 1次ファン・ 2次ファン・エア

コン用ファン・ l次温風調整・ 2次温風調整・ 1次品

第 108巻第 4 号

第5表当社現行設定温度例

米種 一次風温 一次風温
麹米 30 ~ 50"C 
j酋母米 30 ~ 45"C 
初添 15 ~ 20

0

C 
仲添 5 ~ 10"C 
留添 。~ 50C 

四段 30 ~ 50"C 

温表示計・ 2次品温表示計・ 2次排気温度が表示され

ているため，冷却機出口温度を示す 2次品j晶表示計を

見ながらリアルタイムに排気ダンパーの開閉や風温等

を加減して外気温に左右されずに高温・低温の蒸米の

供給を連続して行えるようにした。

4. 改良蒸米機・改良冷却機の効果

蒸米の良否判定のーっとして，一般的にはその硬軟

がひねり餅や水分含量で試される。しかし，高度精白

米についてはその判定は非常に難しく，従来，杜氏等

の経験者は見た目や手触りの判定では満足せず反省し

きりで，更なる蒸米を極める意欲を示すことが多く，

その判定は厳しいものであった。

当社においては，現代の名工に指定された但馬出身

の杜氏，故石井松治氏が蒸米の粘りと塊化を特に嫌い，

手触りにより蒸米表面の硬さとサパケとを常に求めて

いた姿が強く印象的であった。今回紹介する改良蒸米

機により調製した蒸米の良さについては，社氏たちも

同様に認めるところであった。このことは新しい改良

蒸米機のシステムにより良好な蒸米の調製を十分成し

得たことを示しているものと考える。

ところで，改良蒸米機で調整した蒸米を一次冷却

(温調)のみのものと，一次(外気)・二次両冷却を施

したものをそれぞれ2個の 1.eのビーカーに半量程詰

め，その中心に棒状温度計を差し込んだものを庫内

(蒸し場 15t) と仕込み蔵 (8t) に放置し， 30分後

蒸米の温度の戻りを観察した結果が第 6表である。

いずれも多少の温度の戻りがあるもののかなりの冷

却効果があった事を示している，このことは従来行わ

れていた自然放冷や，蒸米機改良以前の冷却機使用の

場合では，蒸米表面に粘性が生じ塊を形成するため，

その中心部はほぐしの操作を入れなければ冷却が行わ

れ難く，単に部分的な蒸米の表層部のみの冷却が行わ

れているに過ぎないと考えられることを示唆している。
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第6表放置による蒸米の戻り温度

冷却設定風混
冷却後の

放置30
放置場所温度 分後の

一次風温 二次風温 蒸米温度
蒸米温度

3S0

C 3st 1St (蒸し取り場) 3S0

C 
3t 3t 1St (蒸し取り場) 1S0

C 
3St 3St st (仕込み蔵) 300

C 
3t 3t st (仕込み蔵) gOC 

改良したこの新しい原料処理システムでは，白米の

十分な洗浄による糠分の除去並びに白米の間隙率を増

大させる浸漬法や蒸きょう法がとられ，そのため蒸き

ょう及び風通しが良くなった事により，冷却の際にも

冷風が当たりやすくなり，冷却時間を極めて短いもの

にすることが可能になったと考えられる。これは蒸米

に塊が存在したとしても，極少数粒の冷却が行われた

ことによる効果と考えられる。

5. おわりに

現代の日本酒販売の現場からその製造現場では，高

付加価値酒の製造や一般酒に関しでも商品アイテムの

多様化，少量化に伴い大仕込み，小仕込みの製造法の

併用を余儀なくされてきている。「蒸米」造りに関し

でも同一の装置で多様な使用が可能な， しかも省エネ

ルギ一等をも考慮した連続機械化された装置が求めら

れてきた。今回改良・製作した原料処理システムの蒸

米機では，盛り部分の堆積厚や，仕切り・区切りを明

確にしたため，異なる複数の少量ロットの連続処理が

可能となり，一定の間隔，例えば，盛り l室分6分の

間隔をとって次ロットを連続処理することを可能とし

たため製造計画が密に組めるようになった。

蒸米機の金網コンベア上の浸漬米の移動状況は，検

知センサーによりモニターに図示されているためリア

ルタイムに蒸米の進行状況が正確に把握出来る。この

ため甑としての一室単独蒸しも可能と考えられ，有益

である。
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従来の甑使用の場合，甑のセッテイング・堀上げ作

業にかなりの時間を要するため 1日2，3回分の処理

が限界で，そのため処理量も少なく仕込みの総米量が

600kg程度が最大であった。しかし，新しいシステム

の導入により蒸米製造能力が上がり精白歩合40%の

仕込みでは総米量 800kg，精白歩合50%では総米量

1000kg，精白歩合 58%では総米量 2450kgの仕込みへ

と拡大し得て，その原料処理に余裕を持って行うこと

が出来るようになった。

また，蒸米機 l室通過時聞が6分，冷却機通過時間

は同様に 6分と， 6分間隔で処理が進行していること

を担当者が理解している。そのため，モニターに表示

される進行状態から蒸しの終了時間を算出でき，それ

ゆえ各自で自らの仕事の組み立てや段取りが組み易く，

効率的に連続，かつ，スムーズに作業が行われるよう

になった。

このように改良した新しい原料処理システムの導入

により作業能率の向上のみならず，ここに示さないが

製品の品質向上が認められるようになり，さらには新

製品の開発をも手がけられるようになってきているこ

とをイ寸言己しておきたい。

最後に，このシステムの設計・設備にあたりご助言

賜わりました永田醸造機械械の小田嶋保雄設計部長及

び技術スタッフ各位に深謝の意を表します。

(松本酒造株式会社〉
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