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ホップの探究
ホップは苦みと香りを与えビール醸造には欠かせないものである。ホップはどのように進化してきたのだ

ろうか。これまで原産地等は不明であったが，著者は世界的なネットワークを使って多くの野生種を集め，

遺伝子レベルで解析したロ

ホップは ビールおよびビール系飲料に欠くことの

できない原料であり|荷品の多係な香l床を決める I~ で

重要な役割を持っている。例えばキリンビールの 「ラ

ガービール」では.柔らかな苦|床とともにドイツ産ヘ

ルスブルァカー揺を使川してスパイシーな香りを力11え

ている。また 「一番搾り生ビール」では‘純J1しで繊細11

なフローラルな寄りを付与するためq~hÊの日It重を{吏JfJ

している。特に一番搾りの兄弟にあたる「とれたてホ

ップ生 ビール」では，乾燥していない主|ーの特殊な松手

県遠野必ホ yプを使別して このフローラルな香りに

さらにlなきをかけている。

ホップの栽.t;!ii丈 ビール用途のみに今lイ，行なわれ

ており 言い換えるならばホッ プなくしてビールなし

ホップはビールのためだけにある作物なのである。

ホップとは どんなAI立物 f乍物なのか。今!':Jに£る

までに辿ってきた陀史とともに! ビールのために必裂

なホッフョの成分が1 近年の科学でどこまで解明された

かを W(:n~~する 。

1. 植物，作物としてのホップ

ビールにとって欠かすことの出来ないホッ プとは，

如何なる何物なのか?ホップの栽Jfiは. 29カ|王11-).仁

で行なわれており主34国。 ドイツ.チェコ守アメリ

カ 1.1'1主|の 4ヶ|主|での生雄:塁。 (2008!rl二統計 )は 総

量 111ゴトンのうち 8596に相当する % また世界で栽

i古されているホァプの品種数は. 80品種をj也え古川!未

成分の日酸を多く含む 「向日自主/~~111Ti あるいはビター

i，i'll%Jや特徴的な香気を持つ 「アロマllfi種」から構成

Study on Hops 

Atsushi i¥IlU¥AI<.¥¥11 

村 上敦司

されている 目。

u本での栽培は。北海道および青森岩手秋田

山形の 4県に産地が広がっている。平成 21年には守

生育1:1".強風による枝折れが多発したため生産量は

302トン(作付I面積 200ha) と前年の 446トン (作付

面積 205ha) を大きくド回った け。このようにホ yプ

は風に弱い作物である。

ホップの栽培には 「棚」が必要である (第 112!:J)。

日本。アメリカ等では.2与さ 5~ 6m l]'度 ヨーロッ

パでは 7m程度の十IJIJで栽培されており。畑作物の中で

も非協に大きな空Ifりを必EE とする作物である 。 この I~

大な己主問に茂ったホ yプに強風が吹くと。あたかも嵐

の 1:1コの II~lの如くホップは暴れ 校が折れ。I1Wに抑jごと

崩壊する場合もある。 11本においては‘台風の接近は

ホ y プの生産量を大きく 左右するので守収役矧の 8~

9月。深刻な心配事である。

3月. H本を始め北半球で、のホッ プ1.111には，仰l以外

何も IWiく ホップ(土地下に料、として11民っている。4月。

気j14のJ:J-Iとともにiijj芽しどんどん長が仲び 6月に

は初IJのJ.HI¥達し l"iJII寺にイと芽が分イじよi三刑成長期jに移

行ーする。この時J!JJ.ホップの校には多数の「毛花Jが

|咲く 。毛花は‘あたかもイソギンチャクのような様相

で触手に相当する部分が 実はホップの雌蕊である。

批!日二は後に枯れ.その基古1¥からガクに相当する背任官が

イ'11長し。長終的には 「也イヒJ(球花とも H乎ぶ)が形成

され 8 月 ~9 月に収穫される 。 この世花がビールおよ

びビール系飲料 lこ欠くことのできない原料「ホッ プI

なのである。

(Iurill BreweJコ，Co.， Ltd.， Brewillg Technolo.幻 ，Develot刀l!'JItCenfer) 
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第 1図 ホッ プ何1/の様子

ホッフ HU7nulω lupulus句手[1名では凶洋カラハナ

ソウとH乎ばれている。単にカラハサソウと言った場合

は 卜l本に自生 しているホップを指す。ビールおよび

ビール系飲料では附iのホップに着生する越花を使用す

る。ホ yプの槌物学的な分類について 雑学を少々述

べたい。 ドイツを初めとした海外のビール目安造の教科

書には句ホァプはアサ科と記載されているが， 日本の

多くの誉籍ではクワ手|と記載されている。なぜこのよ

うに複数の「科」に分類されるのか?それは植物の分

類体系が 2通りあるからである。アサ科とするのは

Cronquistの分類休系 (The evolution and classifi回目

tiOI1 of fiow巴ringplant)によるものであり クワ科と

するのは Englerの分類 (Syllabus d巴rPfianz巴11fam-

ilien)による。 EnglerとConquistの分類の違いは句

干母子のjjf珠位置を考慮するなど 分類形質が両者で異

なっているためである。/:1本で、有名な牧野柏物同鑑で

は。ホ yプ句クワ利。 としているのは Engl巴rの分

類体系に則ったからである D

どちらを引用するかは主観的な選択であり.一概に

決め付けられるわけではないが ホッ プはアサ科とす

るのが主流になりつつあるようだ。第 3版 生物学辞
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典 (1983:i'fo)ではクワ科とされていたが 第4版

生物学辞典 (1996年)ではアサ科に変更されており。

また公的 DNAデータベース (DNAData Bank of Ja 

pan)でもアサ科に分類されているのが現状で、ある。

実際守 DNAの違いから検証すると。葉緑体 DNAに

ある遺伝子 rbcLの比絞では ホップは。クワよりア

サに近い。

2. ビールとホップの歴史Il

ビール骸造でホッ プを使用する理111. 目的は，味付

けCiJITl杭!な苦味繊細17J:香気の付与 )。抗菌作用(後

述) 泡持ちの良さ (苛H未成分とタンパク質の複合体

による)等なと¥ 今 円では知られているものの，暦史

の観点叶、らも紐解いてみたい。

ビール自体の原史は. 古代メソポタミア‘前代エジ

プト時代にまで遡るが 5)‘今 日のビールの原型はホッ

プが使用されるに至って完成する。では，いつごろか

らホッ プがビールに使われ始めたのか?明確にビール

~íh査にホップが使われたという記録は.少なくとも

1079年以降でないと見出されないことが報告されて

いる 日。

ヨーロッ パでホッフ。の栽培が開始されたのは 8世紀

ごろと 言われているが 薬草としての用途であった。

そのころビールに主に使われていたのは，ナツメヤシ

肉桂等薬草.香草の類であった。中刊一ヨーロッ パでは。

ヤチヤナギやサルビアといったものまでイ吏われたらし

い。これら植物を調会したものを「グルート」と 11乎ん

でいた。

さilh}. ビール醸造は修道院，封建領主 干IIlt都市が

行っていたが グルートの配合は門外不出とされてい

た。なぜなら調合によってビールの呑り.所、が決定さ

れるからで，他者一に真似されては商品競争力が損なわ

れてしまう 。このことはビールが中|ι 既に商業 経

済の一部を担っていたことを伺わせる。13から 14世

紀 商業活動が膝んになるつれ現ドイツでのビール醸

造は発展しやがて重要な輸出品目となり ビール市

場が拡大していった。この時 重要なことは何よりも

I品質jであった。この際 ホッ プの持つ爽快な苦味。

繊細な香り そして日保ちの良さといった 「品質」が

改めて認識され 特にビールを腐敗から守るというこ

とは.長距離の輸送を可能とし 輸出娠輿に大いに役

立ったそうである。この微生物から守る特徴を与えて
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いたのが， 苛l床成分そのものであり，現代ではグラム

陽性菌全般に対して抗菌性を示すことが知られている。

特にビールを変敗させる乳酸菌ーの増殖を抑え込むこと

は 極めて有効な機能であったに速いない。

ホップ栽塙も次第に普及しホップ入りビールが広く

浸透していったものの グル トを駆逐するには長い

道のりが続いた。なぜ、ならグルートは上述のように商

品を差別化する上で大切な原料、手法、で、あったため|記

執する人間も少なくなかったからである。しかし! も

ともとJiRllIぷが優れていたホップが広く知れ渡るのは，

時間の問題であった。1516年に至って現ドイツ。バ

イエルン領邦君主ウイルヘルム4"t立が「ビールには必

ずホ yプを使用することJといった fビール純粋令j

発布した。ホップがビール醸造上 確固たる地位を硲

立した瞬間である。

3. ホップはどこからやって来た?

ホッ プの栽清は 「薬草J として 8~9 位紀。 ヨー

ロッ パの修道院で開始された 710 そのホァプの栽滑化

についても不明な点が多い。栽よさ化されたホッフ。の起

源についてひとつはヨ ーロッ パの型B:ホップから選ば

れたとする説，一方で、そもそもヨーロッパにはホッ プ

は存在せず，民族の移動によってヨーロッ パに持込ま

れたとする説もある日(これらの仮説は。以降におい

て検証する )。 化石献料の研究によれば 81 紀元前

3000年のヨーロッパには野生ホッ プが存在しており，

ローマ時代初期にホップ栽培が開始された可能性があ

るとし、う 。

ではホップは，いつごろ，地球上のどこで、誕生 し

世界Iこ広がって行ったのだろうか?この間いに対する

答えを学術文献 教科書。歴史書で探したものの，明

確な根拠を持って与えてくれるものは無かった。

野生ホァブ。は北半土J(に1よく分布しているが 遺伝的

類縁性には不明な点が多く残されており 野生ホッ プ

の系統学的解析を行えば可ホッフ。が辿ってきた進化の

道程を明らかできる、と考えた。ホップは雌雄異株、

多年生のf/;μmulus属植物である。 近縁種には H、

japollicus (カナムグラ ).H. yU111w71e71sisの 2積があ

る 9.10)0 Wj'生ホップはす分類学上の変種 (Variety)と

してヨーロッパ野生穫の var.lupulus. 日本の野生ホ

ップ (カラノ¥ナソウ)var. coァdifoliusと北アメリカ野

生ホッ プ var.neOmeX1CωlUS. Pμbescensと11ψuloides

第 105巻第 12号

が報告されている t九 これらのlli}LI::種は 幸い↑H界の

ホップ研究機関に多数保存されており協力を要請した

ところ. ヨーロツノマはチェコ， ドイツ τ ポーランド。

オーストリア。ハンガ、リ ー イタリア ポルトガル

ロシアおよびコーカサス地方(カスピ海と黒海の問)，

アジアはアルタイ地方(ロシア、カザフスタンサ I:tl国

およびモンゴル国境近く)，中国、そして北米はカナ

ダ，アメリカの野生種試料があっと 曹う問に集まったむ

日本の野生種は，休日を利用して北海道から長野県ま

で収集した。あとは解析を行うのみ。以降7 著者が行

った研究の結果を紹介する。

分子進化遺伝学的手法を用い，核 DNAおよび葉緑

体 DNAを解析した 1112)9 核 DNAの解析には マイ

クロサテライト DNA多型 (11遺伝子座)， 18S-

26SrDNAのス ペーサー (IGS)長多型‘ l司スペーサ

-ext巴rnaltranscribed spac巴r(ETS)領域の梅基配

列を用いた。葉緑体 DNAの解析には， 合計 8kbにお

よぶ複数の非コード領域の塩基配列を決定し}狩析に供

した。

その結果 ヨーロッパ，北米。中因。日本の各野生

種集団は遺伝的に分化していることが分かった。業縁

体 DNAの塩基配列の違いと分子進化時計の概念を用

い近縁積および各ホッフ。集団の遺伝的分11皮年代を推定

した。ホップと近縁種のカナムグラの分l以年代を計算

したところ 638万年前とな った。各ホッ プ集IJIでは，

先ずヨーロッパ集団が最初に他集団から分l岐しその

年代は 112万年前と推定された。その後 中国 日本

北米集団それぞれへの分|岐が， 60 ~ 80万年前に起こ

ったと考えられた 121。

そしてハプロタイ プの地理的分布(第 2図)を考慮

すると， ヨーロッパ集団の進化上の最初の分岐は中国

でj/ioこったことを示 しており このことからホァ プの

起減地が東アジアまたは中国と考えられた。ホッ プの

起源、について コーカサス地方四アジア等，諸説あ

るが N巴ve1川はホッ プ近縁栓の分布がアジアでしか

認められないことから、アジア起源説を提唱していた。

今回の結呆は 分子進化遺伝学的に N巴V巴の仮説を強

く支持する結果とな った。

ヨーロッパ集同は ほぼ同ーのハプロタイプが少な

くともアルタイ地方(中国西部)からポルトガルまで

のユーラシア大陸の広範凶に認められ 早い速度によ

って分布を拡大したことが示唆された。この早い分布
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第2図 核 DNAおよひ、業h::]%イヰ:DNAハプロタイプ(変具体)の地Jlll的分布

実il~jtサークルは葉緑体 DNA.I破線サークルは核 DNA のそれぞれ遺伝的に近縁したハ

プロタイプの分布を示す。県点はサンプル採取地域を示す。

速度についての興味深い仮説は。人11iJのぞFによる移動

である。 Rybacek71 の引用によれば Linnとはホップ

がアスパラガスやホウレンソウとともに京ロシアから

ヨーロッパへ民族の移動とともに持込まれた。 と記述

している。アルタイ地方では現存でもホップを Hon

ey watcr C著者は残念ながら飲んだことがないので

どのような飲み物か不明)の胤敗防止に使われており。

1'1'うたアジアではパンやスープの保存性を高めるために

)fJいている 71。この食i112のfぷ有性を!虫jめるといった伝

統的ホァプ使用方法は 束から列への民放の移動およ

び交流の歴史を示11変するとされている 九 人間の手に

よる移動の場合1 比較的少数の似体がJlliばれることに

なり 遺伝的多機性も少なからず個体数減少 (ビン有

効栄)の影響を受けるはずで、ある。その検記にはマイ

クロサテライト DNAの多血!を利用することが可能で

あったが，統計的検定を行なったもののそのようなヰi

象を支持する結果:は得られず 111 人間の手による移

動の恨拠を見出すことはできなかった。

ヨーロッパには!いわゆる在来;fmCLandracc}の

複数が今なお栽指されている。この在来;f:lJ!とヨーロ y

パn"Í'~二種を比較しところ‘同ーの DNA 多型を共右し

ていた。これは栽培穫と羽生種の遺伝的類縁関係を示

すものであり ヨーロッパの tlfí' ~トJ主が自然に拡大した

とすれば その野生種から選択されホァ プ栽常が行な

われたことを示!唆した。

¥frj-g一種からの選択の際. どの様な理由で選んだので

あろうか?イ与信 微生物に対する抵抗性の程度にlJlIえ，

特例ミの質や呑りの良し悪しもその基準となり守 ビール

1主主主の発展と共に繰り返し選抜が行なわれてきた. と
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しでも不思議はなく その結栄 現在でも栽培されて

いる在来径がI.j':き残ったと考えている。在来;f:lJIには

チェコのザーツ極 ドイツのヘルスブルッカー栂 ハ

ラタウ種白テットナング種等が挙げられる。これら在

米経の品種名は そのホ yフ。が!再た地方名がその由来

である (ザテツ地方のザーツ種 ヘルスブルック地ブJ

のヘルスブル yカー滋のように)。

これら右二来f訟をビールに使用したときの|司、や呑りは

実際 大変に優れている。苦|床の14は。柔らかく奥行

きが深く コクや旨味さえ感じる ロ香 りも鋭く突出し

た派年三さはなく，繊細で多様な寄りの安素がハランス

よくまとまっている。ホッ プにより良い品質を求めて

きた先人の努力のみならず 古 くからビール市場の品

質~)R レベルが出'jl 、ものであった. と!感じざるを符な

し、。

4. ホップの苦味，香り成分

長い年月をかけて改良されてきた背l味。呑りについ

て これまでの研究をJ辰り返りながら科学的にどの程

度解明されたかを併説する。

也花を縦に割ってみると‘その中心部に「ル プリ

ン」とl呼ばれる黄金色の粒々が見える (第3l;gj)。こ

のルプリンの中に ビール自主造に必安な成分が含まれ

ている 3 その成分は大別して 2成分に分けることがで

き、 一つは樹脂成分であり もう ←つは1古川JI成分て、あ

る。

C 1)樹脂成分

樹脂成分は溶媒への IIJ浴性の速いから.エーテル町

浴の硬樹)J旨 ヘキサンに口Ji存の秋樹脂に分けられ句 il汰

醸協 (2010)



第 3図ホ yプのff花とルプリン

樹脂はさらに日円安と sjilij分に。 グ画分はF自主とその他

の]1次tMJJ旨から情1&されるJ:ll 日酸の多くはビール製

造コ 431仁1:1のをi-I煮、i1llによって呉伯化されイソ日般に変

わる。このイソ日阪がビール特有の爽快な苦みの本体

であるo

日阪は 3磁の同族イホの混合物で、 アシル fHlI~ì'lの遣い

から HUIl1ulone. Cohul11ulon巴 Adhumuloneから!茂

る。 74性化はそhぞれに起こり.イソ HUl11ulone. 

イソー Cohull1ulone イソー Adhumulon巴カfあり，こ

れらの問の官能 l二の苦味の質的速い 強度の差児が論

じられている 11)0 jJI¥えてシス! トランスの立{+:異性

体も存在し 背i司、強度の笈異についても報告 されてい

るi~イソ化されたこれらの成分の pKaには差異が

あるため ビール pI-I傾城では Wio:iili. 非W!iiJli型の比

不が興なり かっ I味も ~N なると 言 われている l刷 。

F般にも|官l抜体が存在 ししupulon巴守 Colupulon巴y

Adlupulone とそれそ'~'L11乎ばれている。似し 日固まと

は異なり呉性化を受けず!その円変化物は Hulupones

と総称されている 1710 Huluponesは麦汁煮沸のみな

らず ホッフE保存rl:rの際化によっても生じる。

ビールIj'の苫 l床の強度を測定する方法として i&長

275nl11での吸光!支をiJ!lJ;主し強度。いわゆる苦味旬fjに

1~~t有する方法がある 。 この{直は BU (Bitter Unit) 

あるいは IBU(International Bitter Unir) として無

名数で表記され句際造二日ji~の :i~r:fJl!を含め一般的に使用

されている。しかし場合によってこの他と官能上の昔

|床治!交質に差異があることが知られている。前述し

たように側々の日敵同抜体の系呉および日限以外の樹

脂成分 S -Fractionl~ l . そしてポリフェノール等の
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他成分による寄与が考えられている。

(2)精油成分

iriij々 の中i'iifll成分の同7Eは分析技術の進歩と歩みを共

にするものであ った 19) 0 1800年代のごく初期には

I>>/I習クロマトグラフィーがその分析に!日し、られたが

定j古'1"1において問題点があったため その後ブfスクロ

マトグラブイー CGC)カf使われるようになった。Ha

ward川は水蒸気蒸留法によってイギリス"'~'， 11ff Fuggfe 

から梢iillplri分を得。 GCに111:し. 18成分を同定した。

その後 キャピラリーカラムの後場により分解能が一

段と改良されるとともに lif~I品協も 17ID(Flame 10n-

ising DeteclOr)に加え rvISOvlass Sp巴ctroll1eter 質

長分析許1)が開発さ1.'L. より確かな定性 )E畳分析が

可能となった。

今日 ホッフ。ii'i?ljj9'の多数の1&分が同定されている

が 19.2122.2:l 1 大別してテルペ ン 1Ji. 合 ~it: ~-~I&分!台所t

liJi:分があげられる o

テルペン類として. lvlvrc巴ne. Farn巴5巴n巴 HUll1u-

lene. Caryophyllen巴 s -S巴lin巴n巴等が代表的1&分と

してあげられるが 101 なかでもI¥llvrcen巴と HUll1u-

leneは長が多く.全半rii山組成rl:rそれぞれ 30%を占め

る場合もある。CarYOlコhyllene. Farn巴5巴neがそれに

次ぐが. 17arn巴日巴neはチェコの品種ザーツやドイツの

品f主テ y 卜すンガ一等に特有な成分であるo

合酸素成分は多くの成分から構成されており.アル

コールアルデヒド酸ケトン句エポキサイドエ

ステルの各般化合物が含まれる。これらの化合物には

非常に多くの成分が同定されている。アルコール類の

代表1'10成分である Linalool.Gcraniolはそれぞれ中11情類
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パラ綴のフローラルな香りを呈しホップ精?rllrl"ばか

りでなく，後述するようにビール中においても存午1:し

呑[1本への関与が知られている。エポキサイド類として

Caryophyll巴ne，Humul巴neそれぞれにエポキシ基が付

与した Caryophyll巴n巴epoxide，Humul巴n巴epoxideが

ホップ精泊中およびビール中にも存在する lli)。

合硫成分は呑味活性のi古川、成分として多くがま11られ

ており， S-Methyl 2-methylpropanethioate， S-Methyl 

2-m巴thylbutanethioate等がある lG10

これらのホップ精油成分が実際のビール香川ミといか

なる関係にあるのであろうか。根本的なこの質問に対ー

する答えは。未だ十分なものは伴られていなし、 なぜ

ならばホップ精油成分の殆とは自主造工程の煮沸q-，開発

してしまいビールベIには残存していないこと 川.官

能的に感じるビール中のホ yプ呑気は少数を除いて単

独物貨がその香味本体ではなく 複数成分が相互に関

与しているため解析が極めて郊しいからである日 。

ビールlいのホッフ"111来成分の代表的な例を紹介する。

パラ様または柑橘枚のフローラルな脊りはそれそ、れ

GeraniolおよびLinaloolが直接的に関与しているとい

うことが。 ビール中の濃度および各単独成分の閥値か

ら証明されている 2627lo

また.否二気本体としてではなく統計的な関係につい

て幾つかの化合物で報告がある。エボキシ化 Humuω

len巴はエポキシ基の付 与する11{置の違いによって 3

種の Humuleneepoxid巴が知られているが。そのうち

H札UI11U叫11巴ne巴pコOXlほde1Iがビ一ル仁中1"の/、一フ

るいは K巴ttleHop F円?可la小voαIとの問に羽|再関司カfあることを

Kow，日lk王aら2却8)切カが¥7示T示〈した。エポキシ基が 2ケ付 与 した

HUI11ulen巴Diepoxid巴もまた同定されており 川 ハー

ブ様あるいはスパイス線香気との相関が示 されている。

さらに LaI11ら :10)とPeacockand Deinzermは HUI11u

lenene酸化物の加水分解物である Humul巴noleIIもま

たハーブ様あるいはスパイス様香気と相関関係がある

ことを幸R告している。

Peppardら31)は PLS(Panial Least Squares analy-

sis) を併用した多変量解析によって種々ホッフ。品種

で試醸したビールに見出された成分と 官能評価結果と

の手古び付けをf子なった。Eur一opeanhop il.avorと干かさ

れる香気は 2税の Linalool酸化物および Caryolanω1-01

HUI11ulol等と，また Spicyflavorは Dihydrospiroac-

etal， Spiroac巴taLHumulen巴 epoxideL Humulenol 
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立などと相関関係にあることを示した。また Murray

ら ;)2) は精 ìtll~fíi分をビールへ添加した場合 アルコー

ル類とケトン類の比が香I!未に影響を及ぼすとともに

フローラルな香気が Dimethylsulphid巴を強調すると

いった香味問の相互作用についても述べている。

ただし相関関係から得られた上述の化学成分は， 一

般化して解釈するには問題がある。なぜなら相関関係

は他の要因。例えば酵母の種類.発醇温度によ ってj]

右されることはrj!:J内で問。再現性が乏 しい可能性も

ある。事実 Kowakaら28)とP巴ppardら'll)は異なる

結果を得ている。

1800年代に始まるホップlこIJ:I来する香り成分の研

究は 未だ不明な点が多数残されており 今後の研究

の発展を期待したい。

5，おわりに

ホップ.品種の選択，使い方によって 得られる香川、

は穴きく変化し商品の多株化に繋がっている。お客

織に繰々な美l床しさを府けることができることは。

Jt々 メーカーにとって最大の喜びである@一方 使い

方を間違えると ホッフ。自体がどんなに良質で、あって

も台無しにしてしまう o コー場の醸造技術者は神経をliJI

ぎ澄ませ職人魂を発揮する必要がある。

ホッフ。を調達する|経にも技術が必要で、ある。毎年守

秋.ホップの技術者がホップの産地に出向く。迎えて

くれるのは ロァト4手に汲んだホ Jプサンフールの大群

であり これらホッ プのヰ!からより良質なもののみを

買い付ける。農作物であるホップは， ):111やその年の気

候によってパラつきがi置けられない。

ひとつひとつのロットサンプルを丁寧に、 目、 JFJLで

検査し 一定の恭準を合格できるもののみを選ぶ。化

学分析データもあるが これは参考でしかない。精神

的にも肉体的にも辛い作業になるが.ii}jI日1のJ品質と直

結するため手を抜くことは存1';きれなし、 そして守 一生

j懸命にホッフ。を作って頂いた農家にも敬意を現す必要

があるe 特に寅わないと判断したホッ プを生産した農

家にとって なぜ買わないのか 明確に説明する必裂

もあるからだ。この判断をはっきりと示すためには

技術的 科t学的に裏付けられた線拠が必要である。貰

い付けは守毎年のことであり.そのたび言うことがj皐

っていたら， 生産者からの信用は失われるであろう 。

また商品の品質もパラつくことになり お客様からの

醸協 (2010)



信用も失ってしまう 。これまでの先輩の努力もあって

このこだわりは十分伝えることが山来たようである。

そして. ドイツのホッ プ生産者からも大きな信頼を得

ることができ 昨年来 色々な栄誉あることが*先いて

いる。そのひとつがドイツホァプlUf究協会のアドバイ

ザーへの就任である。ホッ プへのこだ、わりが 誇りに

なった|瞬間であった。

(キリンビール;酒類技術 r~町Eセンタ ー )
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