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Q1 平成 18 年、19 年頃の出始めと比較して泡が出なくなった。また、カプロン酸エチル

生成もやや低くなった。初期の K1801 を－80℃保存して使用しているが、米を溶かす

と泡が出て香りも高くなる傾向。

他の高香気生産性酵母と比べると醪後半のキレが良いが、発酵中～後半につわり様

の香りが発生する事がある（末期には消えるが）。またピルビン酸のキレが悪い。

A1 きょうかいにおいては、菌株選定を毎年実施しており、選抜された菌株を頒布してい

ます。比較的新しい酵母であり、年度別により香り及びピルビン酸生成量に違いがあると

いう指摘をうけることがありますが、原料米の溶け具合における影響が大きい（溶けにく

いとカプロン酸エチル生成低い）のではないでしょうか。実際年度別発酵試験を実施した

ところ、官能評価において多少異なるもののカプロン酸エチル生成量等に違いが見いだせ

なかったのが現状であります。

一方、現場の声として、平成 18 年及び 20 年株の方が平成 24 年株より発酵力が強いとの

ことです。

H18,19 産山田錦の消化性 Brix 値は、10.4，9.7 ですが、近年の H23，22，21 について

は、9.7，9.3，9.6（H24 は 10.5？）と低く、溶けにくい傾向であったために（酒米研究会

調べ）、泡やカプロン酸エチル生成が低くなったのでは？と考えられないでしょうか？

また、つわり香様の香りについては、私は遭遇した経験がないのでわかりません。ピルビ

ン酸のキレが悪いのは、醪初期から適正な汲み水を施しており、最高 BMD 値が低いことに

起因していると思われます。どうしてもピルビン酸のキレを早くしたいのであれば、初期

の汲み水を抑えた方が良いわけですが、現時点でジアセチル臭やアセトアルデヒド臭の指

摘が無い限り、無理になされない方が良いかと思われます。

Q2 醪の後半でキレがにぶって、上槽後に脂肪酸臭が感じとれる場合があります。対策が

ありましたら教えて頂きたいと思います。

A2 一般的に他の高香気生成酵母より 1801 号は脂肪酸臭が比較的少ない酵母であると言

われております。

この脂肪酸臭は、カプロン酸エチル濃度に比例すると思われますし、アルコールの出過ぎ

により味うすとなり脂肪酸臭出やすいことも考えられます。また、上槽直後より貯蔵中に

脂肪酸臭が感じられるという報告はあります。その場合は、「ブレンド仕込みを行うこと」

がより脂肪酸臭を軽減出来る一つの方法です。

また、後半のキレが鈍っている状態＝最高 BMD 値が高い（60 以上）事が原因と考えら

れます。まずは前急型の醪管理が肝要です。もし、そのような現象（最高 BMD 値が 60 以

上）が無ければ、上槽予定アルコール度数が高すぎることが原因と思われます。高カプロ
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ン酸エチル高生産株は、17.0％が限界と考えて良いのでは？と思います（できれば 16％台

での上槽をオススメします。）。いずれにせよ、後半のキレが悪いのは、醪前半の管理に起

因している事が多いので、醪前半での処置が肝要かと思われます。

Q3 追水の有無とくみ水歩合について。Be7.0 を超えたら追水を行っているのですが、越

えなければしない方が良いのでしょうか。くみ水歩合は 145～150 くらいが良いと聞い

ているのですが、くみ水をしないと 140％前後になります。どちらを優先して考えるべ

きでしょうか。

A3 醪中のボーメのキレをみて判断することになります。キレるようであれば、追水はひ

かえてもよいのではないかと考えます。くみ水歩合は、留までに 145 くらい汲むところと

前半抑えて 135~138 汲んでその後、追水して 150 くらいにする２通りの仕込み型がありど

ちらが良いというのはわかっておりません。

前半くみ水歩合が少なく仕込む場合には２日踊りを推奨します。

福島県では「Be7.2 以上なら追水を！」となっていますが、実際にはボーメはそんなに気

にしなくて良い旨指導しております。重要なのは最高 BMD 値で、これが高くなりそうなら

追水を推奨しております。初期に湧きが悪いようなら、通常通り、追水をされた方が良い

と思います。

また、本県では A-B 直線「16.2－（1.77×Be）＝理想アルコール」の式にて管理してい

ます。近年、麹を徹底的に老なしたり、蒸し米を長時間さらしたりします。そうすると水

分が減少するわけですので、最終汲み水歩合が、何％になっても気にしなくて良いと思い

ます。

Q4 製造中における製成酒のカプロン酸エチル濃度の操作ポイント

A4  香りの出方は最高ボーメ値にも関係があることは前回でも述べた通りです。さらに、

通常の酵母を用いても、醪が前急型か後急型かにより醪日数が異なってきます。それにと

もない微妙ですが酢酸イソアミルとカプロン酸エチルの生成量に違いが生じてくるように

も感じております。

カプロン酸エチル高くしたい時

初期のブドウ糖量を上げる：汲み水詰める、高グルコアミラーゼ麹菌使用

全般に発酵温度を高めに：最高温度高めに、醪後半の温度管理も高めに！

カプロン酸エチルを低くしたい時

初期のブドウ糖量を下げる：汲み水伸ばす、早い追水
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全般に発酵温度を低めに：最高温度低めに、醪後半の温度管理も低めに！

Q5 同じ酵母（1801+1401）で出品した過去 3 年分のデータを添付します。安定してブレ

ンド酵母を使用していると考えられますでしょうか。

A5 出品酒の香味においては、22BY が理想的と考えます（入賞）。23BY と 24BY では

似かよったパターンを示し金賞受賞酒です。欠点の指摘もなく、安定したブレンド酵母を

使用していると考えられます。

3 年間、カプロン酸エチルが、10.0、9.9、11.7ppm もあるのに対し、酢酸イソアミルは

1.0、1.2、1.0ppm しかないことから、ブレンド酵母を使用しているとは言えません。

酢酸イソアミル系酵母が、きちんと繁殖して、酢酸イソアミルを生成したとすれば、通常

は約 2.5ppm 以上は生成するものと思われます。

３年分の全国鑑評会の成績をみると、いずれの年も余裕をもって予審を通過している反

面、決審はギリギリで通過（22BYは入賞止まり）。審査員の１人が１点下げて評価すれば、

いずれの年も金賞を逸するところで評価されている。品質を安定化させる工夫が必要。温

度変化に対する品質の変化が大か？。 イソアミルアルコールの低減などを考える。

Q6 1801 号と酵母ブレンドで青りんごの香りを出すことは可能ですか。

A6 香りの質はカプロン酸エチルの生成量に関係しているのでは！カプロン酸エチルの生

生成量が多いとくどく感じ、カプロン酸エチルの生成量が少なく酒とマッチしていると青

リンゴ用の香りになるのでは？ 熟成された酒に青リンゴのような香りがつくのでは？

可能だと思います。

K1801 号を含む高カプロン酸エチル高生産株に酢酸イソアミル酵母をブレンドし、適度

に熟成された酒がそのような香りを呈するものと思われます。しかし、そのブレンド割合

や熟成条件に関しては、申し訳ございませんが明確にはわかりません。

相手の酵母次第ですが、1801 号との酵母ブレンドはお薦めしません。別の酵母（K-901）
などをつかってはいかがでしょうか？ また、もろみを前急後急の短期型に操作する方法

も考えられます。
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Q7 現在 1801 号単独使用は行っていませんが、単独使用した場合のポイント（注意点）

を教えて頂きたいと思います。また、弊社では 901 号酵母をブレンド用に用いてい

ますが、より適したブレンド用酵母があれ教えていただきたいです。

A7 第１回市販酒勉強会を参照してください。

酒母管理：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）ようにしてくださ

い。ブレンドですが、1801 号と相性の良いものは、７号系より、9 号系と考えております。

従って、きょうかいにおける９号系となりますと 901 号以外では金沢酵母の 1401 号です。

1801 号と 1401 号のブレンドは、発酵力において 1401 号がやや勝るものの造りやすいと言

われております。このブレンドは早い段階での出荷に適し、901 号とのブレンドは秋口にな

ると味がのるという意見もあるので、貯蔵期間を取りたい場合には 901 号とのブレンドを

お勧めします。最近では、酸度をあげるという目的から、KT901 号とのブレンドを考えて

いるお蔵もあります。

福島県では A-B 直線「16.2－（1.77×Be）＝理想アルコール」の式で管理しています。

また、アル添酒ではアルコール 16％以内、純米酒でも 16％台での上槽を促しています。

キレを良くしたいというのであれば、901 酵母を使用する必要は無いと思います。酢酸イソ

アミルの香りがほしいと目的であれば、問題ありません。

なお、精米歩合が～40％では、901 酵母でも問題ないと思いますが、40％～であれば私

は 901 酵母よりもっと低酸性の酢酸イソアミル系の酵母の方が合うと思っています。

Q8 1801 号酵母を使用した時、苦味や渋味が出ることがあると聞いたことがありますが、

苦味や渋味が出た時は、どう対処すればいいでしょうか。又、そうなる時に醪の段階

で前ぶれなどはありますか。原因などもあれば、お願いいたします。

A8 鑑評会出品酒においても苦味渋味の指摘が多いようです。基本的にはグルコース不足

と考えますが、その他苦味を感じる原因としては、上槽酒のアルコール濃度が高い（アル

コールも苦味を感じる）、アミノ酸の多い酒（アミノ酸の一種アルギニン及びペプチド含量

が高い）、カプロン酸エチルも熟成すると苦味を感じるという指摘もあります。渋みに関し

ては貯蔵中トリプトファンがハルマンに変わり渋みを感じると言われております。一般的

に言われている清酒の苦味及び渋みの軽減対策ですが、麹においては、糖化力の弱い麹（硬

縮麹、最高品温期間の短い）、醪においては、最高品温迄の昇温速度が速いために湧き急い

だ、醪中のグルコース濃度が落泡頃迄に 1.0％を下回ったときに苦味や渋味が出ると言われ
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ております。また、酸味からの苦味もあります。

基本的にグルコース不足が原因と思います。まずは麹のグルコアミラーゼを増やすこと

を考える事が肝要かと思います。醪の段階での前ぶれは感じたことがありません。

その他、考えられる事象としては、酸味から来る苦味ですが、これは少量の除酸で対応

可能です。さらに、アルコールから来る苦味、これはアルコールが 18％以上となると出や

すいように思います。これは若干の割り水で対応可能です。

また、カプロン酸エチルは、少々熟成するとやや渋味を生じます。この際はあまり香りを

高くしない事も肝要かと思われます。

Q9 901 号酵母とブレンドするタイミングは、同時に投下を行ったほうが良いのか、また

時間差で投下した方が良いのか、その際の注意事項と順序。

上記ブレンド内容の際、最適とされる保温と温度について教えてください。

A9 一番の問題は再現性の問題と考えております。どちらがよりよい再現性を得られるの

か答えは出てないのが現状です。時間差投入は相手となる酵母の強さにより決まるのでは

ないかと考えます（時間差投入は１２時間くらい）。きょうかいとしては酵母どうしの一定

の比率で混合したものを同時添加するする方法を推奨しています。同時添加ですと通常の

吟醸仕込みとあまり変わらない温度帯を取ればよいということになります。

福島県では、鑑評会出品酒用であれば、高カプロン酸エチル高生産株：酢酸イソアミル

系の比を８：２でお願いしています。また、その際、酢酸イソアミル系は、12 時間の時間

差をお願いしています。温度は特に指定していませんが、酒母仕込み時約 18℃弱、その 12
時間後なので、10℃強程度？かと思います。

ブレンドするタイミングにはこだわらなくてもよい。要は、酵母数をコントロールでき

るか否かにかかっている。

Q10   酒母の時、高泡になる時がありますが、追水しないでおさえる方法があれば教えて

ください。

A10 泡無し酵母を使用しての酒母の高泡形成の一つは原料処理方法にあります。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

無し酵母であっても泡が立つことは知られています。この現象を抑えるには軟らかすぎな

い蒸米を使用することですが、醪において高泡を形成しなければ問題はないと考えます。

酒母で高泡になるのは、暖気を利かせているからです。打瀬を低めに取り、1 回の暖気で

４℃位ずつ上げていませんか？つまり、良く溶けている時には、泡無し酵母といえども泡
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が出やすいようです。暖気での昇温を今までより低くすることと、仕込みの汲み水歩合を

もう少し上げてはどうか？（120 くらいに）と思います。

麹の酵素の G/A比を高くして、糊ボーメ（デキストリン）を高くしないのも一策である。

Q11 生もと系酒母と K1801 の相性について。生もと系酒母で高精白すると K1801 は生

育しにくいのではないか。

A11 1801 号を用いての生もと系酒母製造は経験がありませんし、前例はあまりないと考

えております。しかしながら、高精白は別として生もと系酒母の製造方法は元来、米を高

精白せずに、汲み水歩合も少ない（濃糖）、通常の酒母より高い温度で製造するなど、香り

の面からいうと 1801 号の特徴が出にくいのではないかと考えます。さらに高精白すること

でより厳しい環境になり、酵母の増殖（生育が悪い）に影響を及ぼすように感じられます。

あくまで推論ですが、単独仕込みよりブレンド仕込みの方が良いのではないでしょうか。

前述のように経験が無いため、試みとしては興味があります。今回出展された清酒の中に

生もと系酒母を用いた仕込みがありましたが、香りは控えめになっておりました。1801 号

を含め高香気生成酵母の新しい性質を引き出すきっかけになるかもしれません。

あくまで、推論でしかありませんが、高カプロン酸エチル高生産株は、濃糖に強くあり

ません。そこへ生もと系酒母ですと通常の汲水歩合が約 100 と大変濃糖となっていると思

われます。よって、濃糖過ぎて酵母の増殖が悪いのは十分考えられる事かと思います。高

精白であれば、ミネラル分も少ないので、当然それも要因となる事は考えられると思いま

す。

Q12 1801 号単独使用にて、香りを出しつつ酸も出す方法を教えて下さい。そして、その

酸度は最大でどれくらいになりますか。（仕込配合や吸水にもよると思いますが、あま

り極端なことはせず、一般的な造り方とした場合）

A12 香りを出す方法については第１回市販酒勉強会にてすでに報告済みであります。酸度

に関しては精米歩合、麹、仕込み温度など様々な要因が関係してきますが、醪の温度をや

や高めにするのも酸度を上げる要因の一つになります。言えることはご承知の通り 1801 号

は酸生成の少ない酵母であるということです。あくまで参考値ですが、1801 号単独使用で

の第１回の市販酒勉強会におけるアルコール添加酒の酸度で最大 1.3、純米酒（吟醸酒を含

む）で最大 1.5、第２回の市販酒勉強会では、それぞれアルコール添加酒 1.2、純米酒 1.3
です。きょうかい開催の杜氏セミナー（鑑評会出品）における酸度は 1.0～1.4 平均 1.2
となっております。
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酸度は、濃糖で酵母が増殖する際に上がることが知られています。よって、仕込みの際、

踊りを十分踊らせ、その後、汲み水歩合を抑えて、やや高めに醪温度を上昇させる（通常：

0.5℃/日→0.75℃/日）ことで酸を増やすことが出来るのではないか？と思われます。また、

最高温度をやや高め（12℃程度？）にすることで、香りも高く酸度も高くなると思われま

す。酸度は精米歩合にもよりますが、醪で 1.8 は十分に可能な数字だと思います。

Q13 1801 号のお酒には脂肪酸臭を強く感じることがありますが、何か対策はありますか。

出品酒の場合 1801 を使うとイソアミルアルコールが増える傾向がありますが、それは

酵母のためという訳ではありませんか。もろみ後半はアルコールがあまり高くならな

いように管理した方が良いのでしょうか。

A13 上槽直後より貯蔵中に脂肪酸臭が感じられるという報告はありますので、製成酒をあ

まり熟成させないことではないでしょうか。（Q2 の質問にも関連）、図にも示したように

1801 号はイソアミルアルコール生成量が少ない酵母であります。Q8 にもあるように苦味

を感じる原因として、上槽酒のアルコール濃度が高いことが上げられますので醪後半はア

ルコールがあまり高くならないように管理したほうが良いと考えます。

脂肪酸臭については、カプロン酸単独の香りですので何とも言えませんが、熟成すると

目立つような気がしています。まずは、製成酒を熟成させないことが肝要かと思われます。

また、どの程度、効果があるかはわかりませんが、上槽の際に醪の蓋の部分を除いてから

上槽するよう促しております。この部分に脂肪酸が多いのでは？と考えています。

次に 1801 酵母を使用するとイソアミルアルコールが多いとのことですが、K1601 酵母が

イソアミルアルコールが多いのは知られていますが、その欠点を解消したのがこの K1801
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と聞いております。よって、1801 によるものではないと思われます。また、一般に醪が濃

いとイソアミルアルコールが多いように思われます。もう少し最終汲水歩合を伸ばしても

良いのではないでしょうか？

醪後半ですが、本県では高カプロン酸エチル高生産株を使用した際は、アル添酒でアル

コール 16％以内、純米酒でも 16％台を推奨しています。よってアルコールは高くならない

よう管理された方が良いと思われます。

Q14 1801 号酵母に適した麹菌をご紹介下さい。又、その製麹方法について詳しく教えて

下さい。

A14 吟醸酒製造における製麹方法は福島流吟醸酒製造マニアルを参考としております。最

近の傾向としては、高グルコアミラーゼ麹菌を使用した方が金賞率が高いようです。

製麹の二分化（吟醸仕込み例）

①従来の吟醸麹菌→出麹まで長めにする。最高温度以降１２時間以上

   酵素剤の利用（留時に１０～２０ｇ程度）

②高グルコアミラーゼ麹菌→出麹をやや早めに（仕舞仕事以降１２～１５時間程度）

製麹法：特に留は、徹底した突き破精で製麹時間のやや長めの麹（６０時間程度）

     突き破精を造るには蒸米でさらす（吸水歩合３３％以下）

     麹は完全に枯らして（乾燥させて）使用（酒母用も同様）

＊ 製麹が長すぎるとかび臭や青臭みの原因

＊ 結果では高グルコアミラーゼ麹菌の方が勝率は高い

私見

  吟醸仕込みにおいては、麹は突き破精型というのが一般的ですが、最近では、高香

気生成酵母をはじめ様々な酵母が開発されてきております。以前の酵母を使用した場

合には吟醸清酒の味、香りを求めるための最善の方法として麹は突き破精型にした方

が良いとされ、確立されたものだと思います。高香気生成酵母を使用するにしても麹

造りは重要であることには変わりはありませんが、独自の方法で製麹を行っているお蔵

が目立つようになりました。総ハゼ型にして1801号酵母を仕込んでいるお蔵もあります。

福島県では鑑評会を意識した際は、高グルコアミラーゼ麹菌を推奨しております。

これは、菌種によってもまったく違うので、その菌種によって製麹方法は異なります。

ただ、ポイントとしては、やや包む温度を高めにしておいた方が良い点（0.5℃～1℃）、

仕舞仕事以降の製麹時間が長すぎると、グルコアミラーゼ力価が 300unit を超えてしま

い、タンパク混濁の原因となってしまうので、その点での注意が必要です。
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Q15 1801 号としては香りが弱いが仕込水が中硬水（硬度 130）のせいでしょうか、麹が

弱いからでしょうか。

A15 栄養分が豊富なため酵母が走る懸念はありますが、米からくる栄養分の方が多く、仕

込み水の硬度による影響は少なく、むしろ麹の影響の方が大きいと考えます。香りが少な

い原因としてあげられるのが、香り成分の生成量は最高ボーメ値にも関係があるというこ

とがすでにわかっており、詳しい内容においては第１回のＱ＆Ａを参照にしてください。

硬度が高いのは、酵母の活性を上げるので、その点からは、硬度が原因とは、考えられ

ません。一般に、初期のブドウ糖量が総じて少ない事に起因していると思われます。

したがって、麹が弱いことは一因として考えられます。また、醪管理上、後半のキレが良

すぎるあまり、後半の醪温度が低すぎることも一因として考えられます。そういった観点

からですと、硬水であることが原因ともとらえられる事も考えられます。

Q16 味が細く、苦渋がどうしても浮いてくる。ふくらみのある、味巾のある酒質、また

苦渋をなくすにはどうすればよいでしょうか。（GLC を上げるは×）

A16 1801 号は酸生成が少ないという点で、味が細くなりやすいという指摘もあります。

GLC を上げるは×ということですので、麹の酵素力値を高めにする、幅をもたせるために

酸度をやや高めにすることなどが考えられます。

苦渋については、Q8 における A8 をご覧ください。

基本的に麹の酵素力価を高くする事が肝要かと思われます。加えて、米の蒸きょうが強

くて、米のタンパク質が過剰に変成しているのではないでしょうか？

その際は、甑の最高温度をやや下げる、甑のスーパーヒーター等の使用を避けるか使用時

間を短くする、蒸米の吸水を多めにするなどの対策が考えられるかと思われます。

Q17 1801 号酵母ブレンドで、各酵母の特性が一番でる比率は何対何くらいでしょうか。

A17 酵母ブレンド比率は、酵母の種類によって異なると思われます。さらに市販酒を製造

するのか、吟醸酒を製造するかによりブレンド比率が異なります。しかしながら当きょう

かいの９号系酵母（９０１及び１４０１号）をブレンドの相手とするならば酵母の種類と

いうよりは、製造方法によるブレンド比率が異なります。市販酒製造ならば６：４乃至５：

５ぐらいが両方酵母の性質が出ると考えております。４：６のブレンド比率であると 1801
号より、相手となる酵母の性質が優先します。市販酒なら６：４、鑑評会出展なら７：３

ぐらいが妥当であり、きょうかいで販売している酵母ブレンドで一番多いのはこの比率で
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す。

何とも言えませんが、福島県では酵母ブレンドでの推奨を以下のとおり行なっています。

酒母製造時の酵母添加割合

カプロン酸エチル系にしたい → カプエチ系 8：酢イソ系 2（時間差添加 12 時間）

酢酸イソアミル系にしたい → カプエチ系５：酢イソ系５（時間差無し）


