２０１９年３月作成

福島県農業総合センター生産環境部流通加工科

米穀類の素材化

１ 麹とは
「麹」は、穀類を蒸して水分を調整し、麹菌を繁殖させたものです。一次加工素材とし
て、古くから味噌や醤油、日本酒、焼酎などの発酵食品に多く使われており、日本の伝統
的な食文化には欠かせない素材のひとつです。

図1

麹ができるまで

2006 年には、日本醸造協会がアスペルギルス・オリゼ、アスペルギルス・ソーヤなどの
麹菌を日本の「国菌」として認定しました（http://www.jozo.or.jp/koujikinnituite2.pdf）。
また、食品だけでなく、医薬品としても麹菌由来の成分が使用されています。このよう
に麹菌は様々な分野で活躍しており、日本の産業にとって欠かせない存在です。
表 1 食品に使われる代表的な麹菌
麹菌の名前

主な用途

Aspergillus oryzae
（アスペルギルス・オリゼ）

米麹
（日本酒、味噌、甘酒など）

Aspergillus sojae
（アスペルギルス・ソーヤ）

醤油麹

Aspergillus luchuensis
（アスペルギルス・ルチュエンシス）

泡盛、焼酎

Monascus 属
（モナスカス）

紅麹
（紅酒、豆腐ようなど）

◎ポイント
Aspergillus oryzae は他の麹菌と
区別して、和名で「黄麹菌」と呼
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ばれることもあります。

２ 麹の持つ“力”
なぜ麹が多くの食品に使われているか。その理由のひとつとして、麹菌が作り出す「酵
素」が挙げられます。酵素はタンパク質の仲間であり、それ自体は反応しません。しかし、
食品中の成分の分解を促進する「ハサミ」の様な役割を持ちます。分解された成分は甘味
や旨味の元になったり、他の微生物が活動するための栄養素になったりします。

図2

酵素のはたらき

麹菌は様々な種類の酵素を作り出しており、その数は現在報告されているだけで 200 以
上もあります。代表的な酵素を表 2 に記載します。
表 2 麹菌が作り出す酵素の例
酵素の名前

主な作用

糖化酵素
（α-アミラーゼ、グルコアミラーゼ等）

デンプンを液化・分解し、糖を生成

プロテアーゼ

タンパク質を分解し、ペプチドやアミノ酸を生成

グルタミナーゼ

アミノ酸のグルタミンをグルタミン酸に変換

リパーゼ

脂質を分解し、脂肪酸とグリセロールを生成

ペクチナーゼ、セルラーゼ、
ヘミセルラーゼ

植物の組織（繊維質やペクチン）を分解

チロシナーゼ

アミノ酸のチロシンを酸化し、褐変を引き起こす

～同じだけど、違う？～
私たち人間に多くの人種がいるように、ひと口に「アスペルギルス・オリゼ」と
言っても様々な種類が存在しており、それぞれ特徴が異なります。麹を作る際には
目的によって菌株を使い分けており、一般的には、
・甘酒用･･･糖化酵素活性の高いアスペルギルス・オリゼ
・味噌用･･･プロテアーゼ活性の高いアスペルギルス・オリゼ
が使用されます。
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３ 麹の作り方 ～製麹のポイント～
蒸した穀類に麹菌を混ぜて麹を作ることを「製麹(せいきく)」と言います。米の製麹で
は図 3 に示した工程から成り立ちます。精米から出麹までにかかる日数は、延べ 4 日です。

図3

米の製麹工程

以下に、米の製麹工程と大まかなタイムスケジュールを記載しました。
☆準備するもの☆
・米または玄米

・種麹

・ボウル

・ザル

・蒸し布

・温度計

・ヘラ、しゃもじ ・茶濾し ・布(麹を包むので、清潔なもの) ・スノコ ・新聞紙
・精米器(玄米の場合) ・蒸し器 ・発酵器 ・ビニール手袋、消毒用アルコール
～発酵器について～
製麹時は、麹菌をまぶした米を温めて繁殖を促す発酵
器を使用するのが望ましいです。発酵器の一例として、
品温と室温の両方を制御できる池田機械工業製の「こう
じ発酵器『こうじ君 5S』
」があります(図 4)。

図 4 こうじ君 5S

１日目
①精米
米は製麹を始める直前に精米するのが理想です。
私たちがよく食べる一般的な白米の精米歩合は約 90％です。味噌や甘酒、塩麹用の麹を
作る場合も同程度の精米歩合で良いと考えられます。精米歩合は下の式から算出します。
精米歩合(％)＝

精米後の重量(g)
×100
玄米の重量(g)

～どんな米を選ぶか～
米は一般的に食されている品種で大丈夫ですが、可能であればアミロース含量の
高いものが適していると考えられます。アミロペクチン含量の高い米は食べるとモ
チモチしていて美味しいですが、蒸した後の粘りが強くて米同士がくっつき、麹菌
を均一にまぶしにくい「サバケ」の悪い米になってしまいます。

②洗浄
精米後の米糠や異物を取り除くため、2～3 回洗浄します。水が透明になるくらいの過度
な洗浄は、麹の生育に必要なミネラルの流出に繋がるので注意します。
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③吸水(夕方ごろ)
米粒の中心部まで均一に吸水させるため、通常は米の吸水はひと晩かけて行います。
夏の時期は気温が高いため吸水が早くなりますが、雑菌が増えやすいので、可能であれ
ば冷蔵庫に入れて吸水させましょう。
吸水により米が膨らむので、水は米の表面より高くなるようにします。
２日目
④水切り(午前 10:00～)
米の表面に水が多く残ってしまうと、蒸した後に表面だけ
が粘ってしまいます。これを避けるため、水切りは十分に行
います。ボウルの水を捨てたら、米の入ったザルをボウルに
立てかけるように斜めにし(図 5)、時々ザルを回転させなが
ら、1～3 時間水切りします。
水切り後の重量は、精米後の 125％前後になっていること
が理想です。

図5

米の水切り

⑤蒸きょう(午後 13:00～)
蒸し布は予め流水にさらし、布特有の匂いを取ります。軽く絞って米を包み、蒸気を発
生させた蒸し器で 50～60 分間蒸します。蒸きょう中は時々、蒸し器の上段を回転させます。
蒸きょうの目的は、「米のでんぷんをα化し、麹菌が利用しやすくする」「米の組織間の
結合を緩める」「麹菌が繁殖しやすい水分に調整する」などがあります。
～蒸きょう終了の判断～
ヘラなどを使って蒸し米の一部を取り(とても熱いので注意！)、指や手のひらで
で押し潰しながら練ります。これを「ひねりもち」と言います。米の芯が無くなり
しっかり潰れて、耳たぶくらいの硬さになれば蒸し上がりです。

⑥種付け・引込(午後 15:00～)
蒸した米を大きなボウルなどにあけて放冷します。このとき、米に温度計を挿して温度
を管理します。温度が 35～37℃まで下がったら種付けを行います。麹菌を 2 回に分けて茶
漉しで振り、全体にまぶすように揉み込みます。引き込み時の温度が 30℃以下にならない
よう、素早く種付けを行います。
種付けが終わったら布で包み、発酵器に引き込みます。引き込み時は、その後の温度が
上がりやすくなるようになるべく米を堆積させて更に布を掛けます。引き込み後、米に温
度計を挿します。
～種麹はどれくらい使う？～
市販の種麹の袋には「米○kg に△g 使用」などと表記されていますので、それに
従います。初めて製麹を行う場合などは、指定量の 2 倍使うと失敗しにくいです。
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３～４日目
⑦手入れ(３日目朝～昼～夜、４日目朝

など)

品温の過上昇を防ぎ、均一な麹を作るために、手で全体を混ぜる「手入れ」を行います。
通常手入れは 3 回ほど行い、徐々に温度が高くなるようにします。麹菌自身も繁殖によっ
て発熱するようになるので、温度が上がるスピードが早くなってきたら、堆積した米を少
しずつ崩しながら平らにしていきます。
このとき、米粒同士がくっついていたら、バラバラになるように手でほぐします。
～品温と麹菌の生育、酵素の関係について～
製麹の初期から品温が高すぎると、麹菌の生育が抑制されます。従って、最初は
温度をゆっくり上げて麹菌を十分に繁殖させます。温度が上がる後半では、発酵器
の蓋を開けるなどして湿度を下げ、菌糸が米の中心に深く伸びていくようにします。
酵素は菌糸が伸びるときに多く生成されると言われています。
また、40℃付近の高温では糖化酵素が、30℃台半ばではプロテアーゼが多く作り
出されることが分かっています。麹を使う目的によって、製麹の温度をコントロー
ルしています。

⑧出麹(４日目昼ごろ)
出麹の目安は、引込みから約 45～48 時間後です。出麹の時間は種麹の種類によりますの
で、袋に記載されている場合はそれに従うと良いでしょう。
繁殖した麹菌によって米が白く見えるようになった状態を「破精(はぜ)」、菌糸が米内部
まで入り込むことを「破精込み」と言います。出麹時に米が全体的にしっかり破精ており、
破精込みが深く、破精落ち(麹菌が繁殖していない米)が少ないものが良いとされています。
また、においを嗅ぐと栗のような香りが感じられます。ムレ臭、納豆臭などがするものは、
途中で雑菌に汚染されたと考えられます。
過剰な繁殖を防ぐため、製麹が終わったら発酵器から出して、スノコに敷いた新聞紙の
上などに広げ、速やかに温度を下げます。すぐ使わない場合は、ビニール袋に入れて出来
るだけ空気を抜き、冷凍庫で保存するのが望ましい方法です。
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４ 雑穀を麹にするときは
近年、加工素材としての麹のバリエーションを豊富にするため、原料に米以外の雑穀を
使用する動きが出てきました。
「あわ、きび、ひえ」などの雑穀は吸水が早く、米に比べて水分のコントロールが困難
です。従ってこれらの雑穀を麹にしたい場合は、吸水と水切りを短時間で行い、米に混ぜ
込んで蒸きょう・製麹する工程が取り組みやすいと考えられます。

図6

米・雑穀の製麹工程

以下に、米の製麹工程と異なる点や注意する事項をまとめました。
○原料の調製
当科では「あわ、きび、ひえ」を米の重量に対してそれぞれ 10％、合計 30％になるよう
に調製します。この割合にすることで、水分・サバケの調製、米及び雑穀の破精回りが良
好となります。
また、雑穀は白米と比較して汚れや雑菌が多い場合があるため、洗浄を丁寧に行います。
○吸水・水切り
先述したとおり、
「あわ、きび、ひえ」については短時間での吸水を行います。吸水速度
は、原料の状態や水温にも左右されますので、前もって予備的な吸水試験を行うのが望ま
しいです。当科では、水切り後の重量が吸水前の 125％となるよう、「あわ、きび、ひえ」
の吸水は 10 分間、水切りは 20 分間行いました。
○注意すること
「あわ、きび、ひえ」は粒が細かいため、蒸きょう時は蒸し布を 2 枚に重ねるなどして
こぼれない工夫をします。種付けをした麹を包む布も、目の細かいものを選択します。
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５ 雑菌の混入・増殖を防ぐために
麹菌が繁殖する環境というのは、不要な雑菌も増えやすくなっていると言えます。雑菌
に汚染された麹を使うと、最終加工品に異臭が生じる可能性が高くなります。従って製麹
時には、麹菌以外の雑菌の混入・増殖を極力抑える必要があります。
ここでは、雑菌の混入を防ぐためのポイントをご紹介します。
ちょっとだけ

○食べ物
納豆菌や乳酸菌は麹菌の大敵と言われています。特に、納豆菌は
100℃で煮沸しても死滅しないため、製麹時に一度混入すると殺菌
するのは困難です。

ガマン！

製麹を行う期間中は納豆やヨーグルトの摂食を控えましょう。
○手の殺菌
種付け・手入れなど、麹を直接触る前は必ず手をよく洗います。更に、
消毒用のアルコールで殺菌したり使い捨てのビニール手袋を使用したり、
なるべく手の雑菌や酵素が混入しないようにします。特に、製麹の初期は
注意が必要です。
○発酵器の清掃
出麹まで終えたら、必ず発酵器を掃除します。最後は消毒用のエタノールなどを振りか
けて、しっかり拭き取りましょう。
製麹を始める前も、一度消毒用のエタノールを使って中を拭きましょう。
○布の洗浄
発酵器で麹を包むために使用した布は、丁寧に洗って米粒や菌糸などを取り除いた後、
煮沸消毒をします。洗剤や塩素系漂白剤を使用するときは、匂いが残らないように流水な
どで十分にすすぎます。
洗浄後は脱水をしっかり行い、なるべく早く乾かすことも重要です。乾いたら、清潔な
ビニール袋にしまって保管しましょう。

以上のポイントの他に、吸水時における雑菌の増殖を抑えるため、静菌効果の高い乳酸
を使用する方法について当科で試験研究を行いました。次項以降でその内容について記載
しておりますので、ご参照下さい。
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６ 試験研究の成果から
当科では米麹や雑穀麹の試験研究を行い、米や雑穀類の「あわ、きび、ひえ」を麹に加
工することで抗酸化性(DPPH ラジカル消去活性)が増加することを明らかにしました(表 3)。
また、原料の吸水時に乳酸を添加すると一般細菌数が低値となったことから、雑菌の増殖
を抑制する効果が期待できます(表 4、
図 7)。このときの乳酸の濃度を 0.25%に設定すると、
製麹後の抗酸化性や酵素活性への影響を抑えることができます(表 3、図 8)。
出麹時に乳酸が残存する可能性は低く、加工素材として使用しても二次加工品に与える
影響は少ないと考えられます(表 4)。
表3

原料と麹の抗酸化性(DPPH ラジカル消去活性)
浸漬溶液

DPPHラジカル
消去活性

☆DPPH ラジカル消去活性とは☆

水
米
0.25% 乳酸
麹
0.50% 乳酸

4.05

原料(米)

1.00

水

雑
穀 0.25% 乳酸
麹 0.50% 乳酸

3.74
3.30

りました。また、0.25％ 乳酸に浸漬することにより、麹に

原料(米、雑穀)

1.00

したときの抗酸化性の低下を抑えることができます。

※
※

人工的に作られたラジカル(DPPH)を消去する能力を評価

2.70
2.22

したもので、食品の抗酸化性を表す指標のひとつです。
表 3 では原料の DPPH ラジカル消去活性を 1.00 としてお
り、麹にすることで約 3～4 倍の抗酸化性をもつことが分か

3.42

原料のDPPHﾗｼﾞｶﾙ消去活性を1.00とした
雑穀は「あわ、きび、ひえ」をそれぞれ
米の重量に対して10％使用

表4
原料
米
米
雑穀

水切り後の一般細菌数の比較
浸漬溶液

一般生菌数(cfu/g)

水

1.9×10 3

0.25% 乳酸

300以下

水

2.2×10 3

0.25% 乳酸

300以下

☆一般細菌数とは☆
食品中に生存する細菌の数を示しており、微生物汚
染の程度を表す最も代表的な指標です。形式上の最低
値が 300cfu/g となっています。
0.25％ 乳酸に浸漬すると、吸水後の一般細菌数は

※ 雑穀は「あわ、きび、ひえ」をそれぞれ米の重量に対して10％使用

水に浸漬した場合よりも減少しました(表 4)。

～有機酸の静菌効果について～
乳酸、酢に含まれる酢酸などの有機酸には、雑菌の増殖を抑制して変敗を防止す
る効果があり、古くから多くの食品に利用されてきました。中でも酢酸と乳酸は高
い静菌効果を持つことが分かっています。
酢酸を使用すると出麹後に臭気が残存するという報告※1 がありましたので、今回
は乳酸を使用して試験研究を行いました。
吸水時の雑菌の増殖を防ぐため、0.25％
乳酸に浸漬します。
※1「有機酸浸漬により米麹の耐熱性菌数は低減する」新潟県農林水産業研究成果集(平成
24 年度)
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図7

吸水時に 0.25% 乳酸を使用した製麹工程

グルコアミラーゼ活性

1.20

☆酵素活性☆

1.00
0.80
0.60

乳酸溶液に浸漬すると、水に浸漬し

0.40

た場合より酵素活性が低下します。し

0.20

かし、乳酸の濃度を 0.25％に設定する

0.00

水

0.25% 乳酸 0.50% 乳酸

水

米麹

0.25% 乳酸 0.50% 乳酸
雑穀麹

ことで、その影響を抑えることができ
ます(図 8)。

図 8 酵素活性(グルコアミラーゼ)の比較
表4

麹の有機酸組成
浸漬溶液
水

☆出麹後の乳酸の残存量☆
有機酸（mg/100g）

クエン酸 リンゴ酸 コハク酸

乳酸

1.0％ 乳酸に浸漬した場合は麹に

154

60

20

ND

米麹 0.50% 乳酸

108

40

8

ND

乳酸が残存する場合がありましたが、

1.0% 乳酸

98

41

12

25

0.5％ 乳酸ではいずれも未検出でし

水
201
雑穀
0.50% 乳酸
147
麹
1.0% 乳酸
126
※NDは検出下限値未満

73

15

ND

た(表 4)。従って、0.5％以下の濃度の

40

5

ND

乳酸を使用すると、麹に残存する可能

32

7

ND

性が低くなると考えられます。

～研究成果活用のポイント～
乳酸は食品添加物用のものを使用します。麹に乳酸が残存しないよう、浸漬後は
水道水で一度だけ洗浄します。また、その後の状況によっては雑菌が混入し繁殖す
る場合があります。
「5.雑菌の混入・増殖を防ぐために」に記載した点も忘れずに実
行してください。
原料の形状によっては乳酸の残存量が多くなる可能性も考えられますので、必ず
試作を行ってください。

ここで示した抗酸化性(DPPH ラジカル消去活性)は、あくまで実験上の結果であり、人体
に対する効果を示したものではありませんのでご注意ください。
以上の点をご了承の上、成果をご活用いただければ幸いです。
■加工方法及び資料についてのお問い合わせ■
福島県農業総合センター生産環境部流通加工科 電話０２４－９５８－１７１９
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