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1．はじめに
社会的・販売戦略における背景
　伝統的発酵（醸造）製品である清酒製造業出荷額は
43,931,705 万円であり（経済産業省，2012），わが国バ

イオ関連産業の一翼を担っている．この産業の特徴は
中小企業が多く，大手企業は汎用品（普通酒，本醸造
酒）を中心に量産供給し，中小は伝統的な製法であり
ながら高いブランド力と品質から高付加価値品（大吟

図 1　先端バイオ関連醗酵製品と高級清酒の付加価値比較
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醸酒，純米大吟醸酒等）を中心に事業を展開している．
特に大吟醸酒の付加価値（3,000〜30,000 円/720 ml）
は高く，微生物を利用する先端バイオ技術で生産する
臨床診断用酵素等に匹敵する高付加価値製品である．
　清酒製造を担う事業者は多数存在することから，国
内市場においては企業ごと，生産地域ごとにブランド
化を進め，市場を獲得するため，高品質かつ特徴的な
製品を製造するために原料，使用菌株，生産管理を含
む製造技術などの開発要求が地域企業の技術支援のた
めに地方公共団体が設置する公設試験研究機関（公設
試）にも強く寄せられている．加えて，新たな市場が
期待される清酒の海外輸出についても平成 24 年度以
降大きく拡大し，年度ごとに過去最高を更新してお
り，今後もその需要の伸びが期待されている（財務省
国税庁，2017）．海外展開を計画する対象国によりそ
れぞれ特色はあるが，その多くで高級清酒が好まれる
傾向にあり，消費動向に合わせた高付加価値品の開発
および生産技術の構築は至急の課題となっており，新
たな市場を獲得するための商品を製造するためには，
生産性を大きく引き上げることも必要である．その課
題を解決できる最新のバイオ技術に大きな期待が寄せ
られている．

2．清酒生産と微生物
　清酒製造は多くの微生物が関与する産業である．一

般的な清酒製造法となっている速醸酛では，蒸米と種
麹を用いて麹を製造し，さらに蒸米，醸造用乳酸，酵
母を添加し酒母（酛）を製造する．酒母に 3 段階に分
けて麹と蒸米を添加し，段階的に酵母を増殖させ，醪
を仕込んでいく．20-35 日醗酵した醪を上槽し（固液
分離），清酒を製造する．
　近年では，特徴的なプレミアム製品として，乳酸醗
酵により酒母を製造する生酛系清酒の製造も徐々に増
えている．この伝統的な生産手法では，速醸酛の 2 倍
の時間を掛けて清酒製造のための優良酵母が優勢に集
積・生育する環境を整えるため，乳酸菌の集積と乳酸
の産生を促し，優良酵母のみの集積・増殖を狙った酒
母製造法である．増殖する各種微生物，乳酸菌の菌種
によって製造する清酒の品質に影響を与え，深い味わ
いをもつ特徴的な製品を製造することができる．
　清酒製造の歴史において，生産用微生物の選抜・高
機能化と安定した供給体制の構築が整備され，生産性
の向上と製品の品質向上が図られてきた．
　需要の増大とともに生産性の向上が図られ，近年で
は社会情勢の変化に伴い，製品品質の向上させるとと
もに，消費者の嗜好に対応し，地域性，特異性のある
製品造りのため，種麹，酒造酵母とも開発が進められ
ている．
　清酒生産に使用する麹菌体を製造する菌株・種麹は

「もやしや」と呼ばれる専門企業が全国の清酒メー

図 2　清酒の海外展開．国税庁「平成 28 年 酒類の輸出動向について」より
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カーに供給を行っており，消費動向の変化に対応した
製品開発が行われている．また，清酒製造用酵母につ
いては日本醸造協会や公設試より優良酵母が供給さ
れ，メーカーの要望に応えるため，新規酵母の開発を
日夜進められているところである．
　われわれが所属する京都市産業技術研究所も地域中
小企業の技術支援のため，京都市が設立した地方独立
行政法人であり，清酒生産地である伏見地区を中心に
地域の醸造メーカーへ醸造用酵母を供給する事業を展
開する．
　清酒製造において，酵母はアルコール，エステル，
有機酸を生成し，清酒の香りと味のアウトラインに関
与する．酵母の特性が生産する清酒の酒質に反映する
ことから，目標とする製品をイメージし，必要なス
ペックを満たす菌株を開発することが求められてい
る．
　京都市では「飲み方提案型酵母」としてタイプ別の
酵母を開発・市内企業への提供を行っている．洋ナシ
様の香り高い「京の琴」，バナナのような香りの熟成に
向いた「京の華」，リンゴ酸の比率が高い冷酒向け「京
の咲」，コハク酸のコクが決め手の燗酒用「京の珀」を
ラインアップし，地域企業の要望に合わせ最適な酵母

を提供することで，地域性，企業の特徴に合わせた製
品造りの支援を行っている（日本酒サービス研究会 ･
酒匠研究会連合，1995）．
　清酒製造において必要となる微生物のなかで，麹と
酵母については優良菌株を選抜し，保存，培養，供給
するためのシステムが構築されており，企業もしくは
公的機関が開発・供給する優良菌株を適切に利用する
ことで新製品の開発や製品品質の向上に活用されてい
る．
　一方，山廃酛等の生酛系清酒の生産に必要な乳酸菌
については組織的な供給体制が乏しく，その結果，多
くの中小企業で天然乳酸菌による製品生産が行われて
おり，品質が生産ロット（酒母のロット）ごとに変動
するなど，生産の不安定性が懸念されている．天然乳
酸菌による製品も多様性をもった製品製造には有効で
あるが，工業製品として生酛系清酒の安定した生産の
ためには清酒製造用優良菌株を選抜，供給できる体制
の構築がきわめて重要である．併せて，生酛系酒母を
安全に生産するための工程管理技術，製造プロセスの
最適化が達成できなければ生産性向上も品質の安定化
もきわめて難しい．

図 3　清酒の味と香りを左右するもの
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3．産学官連携によるカルチャーコレクションの利用
　現在，高品質清酒の輸出が増加傾向にあるなかで，
海外での評価において，高級白ワインに対抗できる高
品質な日本清酒の製品開発が求められている．高級白
ワインにおいては，酵母によるアルコール生産の後，
乳酸菌によるマロラクティック醗酵によりまろやかな
風味を形成している．
　清酒においても，山廃酒母をはじめとする伝統的な
生酛系酒母を用いた芳香で濃醇なプレミアム製品の製
造が行われているが，生酛系酒母は製造管理において
杜氏の勘に頼る部分が大きく，優良菌株の供給体制が
確立していないという課題と併せて，特に中小企業に

おいては課題が多い．醗酵産業において，生産用微生
物のスクリーニング，選抜，保管技術はきわめて重要
である．しかしながら，運用には高度な技術が必要で
あり，中小の清酒産業メーカーでは対応できるところ
はきわめて少ない．一方では，製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター（NBRC）には，約 8 万
株に及ぶ微生物（細菌・放線菌・アーキア・糸状菌・
酵母・微細藻類・バクテリオファージ）が集積され，
産業界の要望に応じて供給する体制が構築されてい
る．
　平成 25-27 年度に実施した経済産業省戦略的基盤技
術高度化支援事業（サポイン事業・総括研究代表者所

図 4　香りと味わいで分けた日本酒の分類
日本酒サービス研究会 ･ 酒匠研究会連合会「日本酒のタイプ分類」より引用．

図 5　醸造酒の製造法
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属　黄桜株式会社）において，産学官連携体を構築し，
高品質な日本酒製造において杜氏の勘に頼っていた醸
造プロセスにバイオ計測技術を導入し，この知見を利
用した中小企業の製造現場で導入可能な安価・簡便な
工程分析手法を開発するとともに，NBRC の全面的
な支援を受け，カルチャーコレクションから食品製造
企業が必要な微生物を抽出し，新たな製品開発の基盤
となる産業用微生物のスクリーニングを実施した．
　「ジアセチル」は乳酸菌から生成され多くの発酵飲
食品に含まれる成分であるが，酒造業界では「つわり
香」「火落香」として嫌忌されている．これは臭気とし
て問題となる濃度が低く（0.1〜1 ppm），従来の清酒製
造現場で使用する品質管理や工程管理での定量分析で
は計測できず，研究機関に設置された高価な分析装置
でのみ定量できる成分であった．生酛系酒母製造にお
いてはこの管理がきわめて重要であるが，信和化工株
式会社では「ジアセチル」を，汎用的なガスクロマト
グラフィーを使い，簡単な前処理のみで定量する方法
を確立し，現在，キットの製品化による事業を展開し
ている．新たに開発したキットではジアセチルを 5 分
程度で簡便に誘導体化し，低価格・汎用的な（水素炎
イオン化型検出器タイプ）ガスクロマトグラフィー装
置により，ジアセチルの含有量を高感度に計測，数値
化できる．このキットを用いることで生酛系酒母製造
に適した乳酸菌のスクリーニングが簡便に行えるよう

になるとともに，生産現場の工程管理にも十分利用で
きると期待している．
　分析法の開発と並行して，生酛系酒母製造に適した
乳酸菌を NBRC が収集したカルチャーコレクション
のなかから，種，履歴，ゲノムデータより一次選抜を
行った．次に，一次選抜菌株を，ラボスケールの合成
培地，麹汁培地により培養試験を行い，生育特性，ア
ルコール耐性，ジアセチル生産性等の特性から二次選
抜株を得た．その後，米，米麹を用いる 170 g スケー
ル仕込み試験，1.2 kg 仕込試験，150 kg スケールの仕
込み試験を実施し，山廃純米吟醸酒を試験醸造した．
生産した山廃純米吟醸酒は，専門家による官能評価と
外国人へのアンケート調査による最終評価を実施する
とともに，高品質製品を安定して製造する技術を確立
している．

4．カルチャーコレクションの産業応用
　選抜した NBRC 株を用いて製造された最初の製品
は黄桜株式会社より「生酛山廃特別純米酒“のろし”」
として平成 29 年 3 月に上市された．現在 NBRC のカ
ルチャーコレクションから選抜した清酒用優良乳酸菌
株の利用は清酒メーカーにおいて一般製品製造に順次
拡大されている．
　今後，NBRC と連携し，経済産業省の事業で得られ
た成果を全国に波及するために，近畿地域の公設試と

図 6　高品質清酒製造技術の開発とスケールアップ試験
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連携して，カルチャーコレクションの活用を図ってい
く．併せて，地域分析関連メーカーとともに製造現場
で使用可能な簡易・低コスト分析技術の普及を支援す
る予定である．
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