


製 麹：従来の吟醸麹を使用する場合には出麹までを長めにとり、最高温度以

降 12 時間以上とする。

酒 母：低温速醸が望ましく、濃糖環境にしない（最高ボーメ１４台）。

醪管理：留時の温度は 6.0～7.0℃、基本は 6.5℃。BMD 値は 50 程度。追水は

早く（最高ボーメ 7.2 以上で追水）、醪は前急型、アルコールはあまり出

さない（16.3％が限界）。

冷え込んだ時に酵母数をどのように確保することができるかに集約されると

思います。その一つとして全体的に汲み水歩合を高くすることも考えられます

が、低ければ低いなりの温度経過をとることになりますので暖気を入れるとし

ても温度変化を出来るだけ避けることが肝要です。

Q2  23BY のように気温が低い日が続いたため醪前半に冷え込みが起きた

場合、1801 号酵母を使用して造るお酒で注意する点を教えてください。

Q1  今回初めて 1801 号での造りを行いました。結果として追水のタイミ

ングが遅れた思っています。酵母購入時にいただく資料とは別に、もう少

し詳しい醪管理を教えていただきたいです。



酵母添加のタイミングとは、時間差による酵母添加を考えているのでしょう

か？その場合には酵母の力加減により異なりますが、12 時間の時間差を持って

仕込みを行っている（県の指導）という報告もあります。

当然ながら純米仕込みと吟醸酒では醪経過温度は異なります。濃糖圧迫を受

けたとのことですが、ボーメはどれ程出たのでしょうか。濃糖環境で、ボーメ

の切れ、アルコールの切れがにぶったのであれば追水が効果的です。

しかしながら、この経過温度が（高い状態）で発酵が進み、その結果発酵が

停止した場合には、他の原因が考えられます。急激な温度上昇のために酵母が

ダメージを受けて（アルコール濃度に比例）後半で発酵が停止してしまったの

ではないかと思われます。

Q3  醪前半の温度管理、酵母の添加のタイミングについて。

Q4  経過温度が少し高かった時（16℃～17℃）で恐らく濃糖圧迫によると

思うが、発酵が止まった事があった。対処法はありますか？



醪中の酵母数をいかに確保するかが問題となります。

① 二日踊

② 留の温度：留時の温度は 6.0～7.0℃、基本は 6.5℃。

③ 追い水のタイミング：追水は早く（最高ボーメ 7.2 以上で追水）。

３．ブレンドについて

① ②の違いは最高ボーメであり、最高ボーメは香りの高低に大きく影響を与え

る。最高ボーメが低いと香りが出ません。最高ボーメは最低 7.0 は必要、①、

②どちらも粕歩合は高くなる傾向にあります。

Q5  醪末期まで発酵力を保つのには、どの様なポイントがあるか？

Q6 ①上記仕 8 号、最高ボーメ 6.8。醪前半の品温の押さえが足らなかっ

たせいか、終盤切れず、日本酒度-6 で上槽。Alc.16.8、香りは比較的出た。

②それに対し、仕 9 号、米溶けず最高ボーメ 5.6。醪前半の品温を押さえ

気味にしたせいか終盤活発。まだ切れたが、+4 で上槽。Alc.17.5、カプロ

ンの香りはほとんど出なかった。①②とも同じブレンド酵母、対照的な結

果となった。



質問の通りと考えます。まず麹の製造方法を考え、醪が溶けすぎないように

するには麹はやや堅めにします。雑味を抑えるにはα-アミラーゼ力値は抑えぎ

みにすることです。

また、軟らかめの蒸米は避け、蒸米は締めます。最高温度を高めにするとカ

プロン酸エチルの生成増加及び酸度の上昇につながります。

質問の通りと考えます。後半８℃以下に推移させると醪の切れが悪くなるこ

とがありますので避けた方が良いと考えます。単独使用ですと酸度も低く、カ

プロン酸エチルが高すぎて、さらにグルコース量が少ないと味に幅がなくただ

のうすい酒になりがちです。後半のグルコース濃度は 2.0％ぐらい必要です。

Q7  醪が溶けすぎるとカプロン酸エチルの増加と雑味が出やすいが。

Q8  前半の追水等の醪管理を注意しても、後半８℃以下にすると極端に切

れが鈍くなるように思う。単独使用だとカプロン酸エチルが高すぎ（10ppm

位）味とのバランスをとるのが難しい。純米だと特に貯蔵中の香りの変化

が大きいように思う。



酒母は汲水歩合も低く、仕込み温度も高い、さらに蒸米が柔らかく酵母の発

酵が急激に起こると泡なし酵母であっても泡が立つことは知られているが、酒

母で泡が立った酒造場でも醪においては泡が全く立たなくなるというのが通例

であります。

醪は酒母に比べて汲水歩合が 130～135％と高く（吟醸仕込みでは140～150％）

また、一般に醪の品温が 12～15℃（吟醸仕込みではさらに低い）といった低温

経過を取るために、発酵がゆるやかに進み、泡が立たなくなると考えられてい

ます。

しかし、力価の強い麹を使用し、さらに軟らかすぎる蒸米を使用した場合最

高ボーメが高くなり、まれに酵母が物料を持ち上げ泡が立つ現象が認められる

ことがあります。この場合には泡といっても弱々しく、2～3 日経過すると泡が

なくなり、泡なし酵母使用の状貌を呈するようになります。

ところで、1801 号は泡なし酵母として提供したにも関わらず泡を形成したと

いう問い合わせがありました。上記の理由から泡が立つ原因として考えられる

のは醪中のデキストリン量が関係しているのではないかと思い、軟らかい蒸米

を使用し、留時の温度などが高いと急激に蒸米が溶け、最高ボーメが高くなり

ます。結果としてデキストリン／グルコース比（Ｄ／Ｇ比）が高くなるので泡

がたつことが判明しました。

この現象を抑えるには軟らかすぎない蒸米を使用し、踊をしっかりとり、留

の温度を低めにとって最高ボーメの出し過ぎを抑え、Ｄ／Ｇ比をさげることで

す。

参考文献：稲橋・武藤・吉田：醸協，102（10） 755-763（2007）

Q9  特に酒母の発酵の時に泡が出たり、泡が出なかったりの原因。ただ、

酒母の最高品温の時に泡が高くなるので温度だけのせいでしょうか。そし

て、まれに醪で泡有りに変化するのはなぜでしょうか。他の泡有酵母は使

用していないのですが。



高香気生成酵母はどちらかというと醪が厚蓋になる傾向がありますので、あ

まり心配する必要はないと考えます。ブレンドの場合においては醪中どちらの

酵母の勢力が占めているかが指標にもなるとも考えています。

Q10  醪末期で表面に分厚い泡のふたがかかった場合の対処法を教えてく

ださい。



香りの出なかった理由の一つとしてＢＭＤ値が低かったことが上げられます。

ＢＭＤ値は５０くらいが目標です。高香気生成酵母はグルコースを多く消費し

ますので、グルコース濃度が低いと香りが出にくくなります。経過簿を見るか

ぎり、ややＢＭＤ値が低いようです。

また、高香気生成酵母は発酵力が弱いと感じている為、追水を早くうたなけ

ればならないと考えがちですが、逆にＢＭＤ値が低く推移し、香りが出なくな

りがちです。ＢＭＤ値が低くなった場合はあえて追水を避け、発酵状況をみて

１回ぐらいの追水で様子をみて何回も汲むことはないと考えています。

参考文献：稲橋・武藤：醸協，103（11），824-835（2008）

もちろん麹の作り方により香りの出方にも影響しますが、Q23 に対する A23
に示したような醪管理を怠ると香りにバラツキが生じます。

また、さまざまな混合仕込みがありますが、再現性ある結果を得るためには

酵母混合仕込みの方が再現性が良いという報告もありますので参考にしてくだ

さい。

Q11  期待したほどには香りが出なかった、経過簿を同封させていただき

ます。

Q12  香りにバラつきがある原因は、麹からなどの造りの方の原因が大き

いですか、それとも保管方法などですか。



なかなか難しい質問です。香りの出る製造方法と香りの出ない製造方法の中

間（最高ボーメ等）を考えないといけません。

麹造りは重要ではありますが、醪管理を十分に行えば香りは十分に出ると思

われます。

① 最高ボーメは７以上にしないこと（BMD 値 50 は必要）

② 追水のタイミング（BMD 値 50 以下なら早めの追水は避け、発酵経過をみな

がら必要なら１回の追水）

③ 醪後半の温度の取り方（急激な温度変化は避ける 8℃程度）

Q13  カプロン酸エチルが単独使用でも6PPM～8PPM程度に押さえられる造

り方を知りたい。

Q14  カプロン酸が５前後程度しか出ないのですが、造りの中で検討した

方が良い箇所は麹づくりの部分でしょうか。



高香気生成酵母を使用して製造した清酒全般に言えることは、まだ明らかで

はありませんが、貯蔵中にカプロン酸エチルのようなエステル類が落ちつく（一

部消失）とカプロン酸のような脂肪酸類がきわだってくるために香味に変化が

起きるのではないかということが考えられます。結論的にはエステル類が高く

推移しても脂肪酸類の出ない酵母が必要となりますが、今のところ開発されて

いないのが現状であります。それ故、今の段階では香りを抑えるか、酵母ブレ

ンドをして香味の変化を抑えるしかないと思います。

香りの種類により、消失するものと、残るものがあります。火ざめ香などは

消失します。火入れ（温度 63℃、65℃の火入れ温度が必要なものあり）後は急

冷が原則です。

Q15  1801 号酵母を単独で使用した場合、秋口での香味の変化が気になる。

Q16  火入れした後の香り？しばらくするとなくなるが？



① 酵母同士の相性[７号系か９号系か）

② 酵母密度の違い（高香気生成酵母は酵母数が少ない）

③ 酵母の培養（同時期に培養したものを使用）

特徴は

① 香り及び酸度の調整

② 発酵力の弱い酵母をカバー

③ ２種類の酵母の特性を持った製成酒を得ることが出来る。

参考文献：宮尾俊輔：醸協，103 (10)，742-749(2008)

醸造 WEB 講習・清酒編でも公開

1801 号と相性の良いものは 7 号系より 9 号系の方が良いと考えています。従

って 901 号以外でブレンド相性の良好なものは 9号系のきょうかい 1401 号（金

沢酵母）です。1801 号酵母と 1401 号酵母とのブレンドでは両株の発酵力にあま

り差がなく造りやすいという意見もあります。このブレンドは早い段階での出

荷に適し、901 号とのブレンドでは秋口に味がのると言う意見もあるので貯蔵期

間をとる場合は 901 号とのブレンドが良いと思います。

Q17  ブレンド仕込についての注意点や特徴など。

Q18  901 号酵母以外のブレンドで相性の良いものがあれば教えてくださ

い。



酵母ブレンド同様、きょうかい酵母のブレンドなら1801号と901号（1401号）

との製成酒ブレンドが良いと考えますが、製成酒ブレンドは清酒同士がなかな

かなじまないこともあり、香味と味のバランスを考えて出荷時期を決定しなけ

ればなりません。

Q19  製成酒でブレンドする場合、香味のバランスの良い組み合わせや注

意する点があればご指導ください。



① 麹にするか老麹にするか（味に関係）：若麹にするときれいな酒になるし軽

いカプロン酸エチル。老麹にすると味がのるが重いカプロン酸エチル、雑味

に注意。

② 麹は硬めかやわらかめか（醪の溶解に関係）：麹はやや硬め。

③ 麹の引き込みのタイミング：引き込み温度は通常よりやや高め（麹内部の保

水性確保のため）

酵母単独で使用する場合に限り

① 醪の最高温度をやや高めに（11℃よりやや高め）

② あえて最高ボーメを高め（7.5 程度）

③ 麹の散布量を通常より多めにしやや総破精型にします。

Q20  1801 号酵母に合った麹造りについて

Q21  生酸性を上げるにはどのような処理を施せばよいですか？



純米吟醸製造で注意する点は、ご承知の通り、醪後半で発酵が止まらないよ

うにしなければなりません。通常発酵力の強い酵母では、後半発酵温度を６℃

ぐらいまで下げることが可能と考えますが、高香気生成酵母では醪後半の急激

な温度変化は発酵停止の原因となります。醪後半における日本酒度の切れをみ

ながら温度を設定することになりますが、醪後半は７～８℃で推移するように

した方が良いと考えます。

酒  母：低温速醸が望ましく、濃糖環境にしない（最高ボーメ１４台）。

醪管理：留時の温度は 6.0～7.0℃、基本は 6.5℃。BMD 値は 50 程度。追水は早

く（最高ボーメ 7.2 以上で追水）、醪は前急型、最高温度は 11±0.5 程度

醪後半は急激な温度変化は避ける（8℃程度）、アルコールはあまり出さな

い（16.3％が限界）ようにして下さい。     

Q22  アル添大吟醸においては、ほぼ期待通りの性質を示した。今後、純

米吟醸でも使用する予定があり、注意すべき点があれば教えて頂きたいと

思います。

Q23  各工程（酒母・仕込み・醪初・中・末期）で注意すべき事は何か？



温度別による死滅率、データは特にありませんが、酵母培養の最適温度帯は

28℃～30℃と考えます（上限）。酵母の種類により異なりますが、高香気生成酵

母は他の酵母と比較して弱い傾向にありますので 32℃を越える温度帯で培養し

ますと変異が起こる可能性が考えられます。

28℃～30℃で静置培養しますと 3 日間で使用可能となります。死滅率は当然

培養温度に比例すると考えますが、振とう培養することにより若干ですが死滅

率は低くなります。振とう培養が出来なければ１日１回くらいの撹拌すること

をお勧めします（酵母数も若干増える）。25℃以下（下限 20℃）での培養を行っ

ていることは死滅率を考えてのことと思われますが、培養時間がかかりすぎて

しまいます。

毎年菌株選定を実施しておりますが、カプロン酸エチル生成量に関しては年

度別による違いは認められておりません。

Q24  酵母培養の最適温度帯（弊社では２５℃で４日間で使用）、温度下限

値と上限値、温度による死滅率、データがあれば頂きたいと思います。

Q25  温度別、培養日数。

Q26  1801 号酵母が年度によって異なる気がする。（特に当初と異なる感じ

です）


