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糊化温度の低いデンプンを含むサツマイモ

「クイックスイート」におけるマルトース

生成

サツマイモはデンプン原料や食材であるが，醸造用デンプン源としても重要な農産物である。近年サツマ

イモに関して，アントシアニン等の色素や機能性成分に着目した育種が実施され，醸造原料としての活用に

も注目が集まっている。そのなかで，デンプンの糊化特性に着目した育種計画から，糊化温度が低い特性を

有する品種「クイックスイートJが開発されている。本解説では，サツマイモデンプンの糊化特性に関する

基礎研究の成果を通じて， rクイックスイートJの活用に至る知見をわかりやすく解説していただき，特殊

な品質特性をもっサツマイモの醸造原料への期待を述べていただいた。

はじめに

サツマイモは大豆，ジャガイモ，そばなどと並ぶ重

要な畑作物で，約 400年前に沖縄地方を経て伝来 1)し

て以来，人々に永く親しまれてきた。江戸時代中期，

「蕃藷考」を著し，飢鐘に対する救荒作物としてサツ

マイモの活用を八代将軍吉宗に進言した青木昆陽(吉

宗の方が先にサツマイモに目を着けた，との異論 2)も

ある)の名は広く人々に知られている。また，第2次

大戦前後の食糧難の時期に国民の食生活を支えたこと

を記憶する人は今日でも少なくない。食糧事情が好転

したとされる 1950年代前半以降も，食品産業の発展

に伴ってデンプンの消費拡大が続いたことからデンプ

ン原料としてのサツマイモ増産が図られ. 1963年に

はその生産量が700万トン超に至った。しかし同年

の外国産コーンスターチの輸入開始，粗糖輸入の白由

化決定等を契機としてデンプン原料用サツマイモの生

産は急激かっ大幅に減少し 同じ頃に広がり始めた食

の洋風化などを背景とした食用サツマイモの消費減退

とも相倹って，サツマイモの生産・消費は減少の一途

を辿り，平成になってからは総生産量約 100万トンで
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推移している九この間，紫サツマイモ品種の登場や

芋焼酎の人気上昇など，サツマイモの消費拡大に繋が

るいくつかのトピックスもあったが，伝え聞くような

往時の隆盛は忍ぶべくもない。サツマイモの生産や消

費の拡大を図り，かつての輝きを少しでも取り戻すた

めには，生産の低コスト・省力化とともに，品質に優

れ，付加価値の高い品種の開発が不可欠と考えられる。

農研機構では 2001年以降，生食用(青果用とも言

う。)紫イモ品種「パープルスイートロードJ.極低糖

品種「オキコガネJ.低温糊化性デンプン含有品種

「クイックスイート」など これまでにない特徴を持

ったサツマイモ新品種を育成してきた 4)。本稿ではそ

れらの内の「クイックスイート」について，デンプン

糊化とマルトース生成を中心に紹介する。

「クイックスイート」におけるデンプン糊化とマ

ル卜ース生成の特徴 5)

「クイックスイート」は農業・食品産業技術総合研

究機構(農研機構)の前身である農業技術研究機構に

属する作物研究所の甘藷育種研究室で育成されたサツ

マイモ品種で 2002年に農林種苗登録されている。そ
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の特徴は，塊根に含まれるデンプンの糊化温度が一般

のサツマイモデンプンより約 20t低いことである。

このようなデンプン変異は当時としては初めての発見

で，この後，ジャガイモ等の他の作物で同種の変異体

が育成または発見されている。サツマイモは，加熱調

理の過程で糊化デンプンにFーアミラーゼが作用して

マルトースが多量に生成する 6)ことによって甘みが飛

躍的に増す。加熱後の糖度とマルトース含有率との聞

には，時期や条件にもよるが，ある程度の相関が認め

られる(未発表)0 sーアミラーゼは生デンプンを殆

ど分解しないため，マルトース生成にはデンプンの糊

化が前提となる。一般のサツマイモデンプンは糊化温

度が 70~75t である (RVA による測定値，以下同

様)ため，塊根内部がこの温度域に達しないとマルト

ース生成は起こらない。一方で，s-アミラーゼの耐

熱性はそれほど高くはなく， 90
0

C付近で活性が殆ど失

われる。従って，糊化デンプンに酵素が働いてマルト

ースが生成するのは 70t付近から 90t付近までであ

り，この温度帯をなるべく時間をかけて通過させるこ

とがサツマイモを甘く調理するために有効である。遠

火でじっくりと加熱された焼き芋が甘くなるのはこの

ような性質を反映したものと言える。逆に，電子レン

ジで急速に加熱すると， 70~90t の温度帯を通過する

時間が短すぎて充分にマルトースが生成しないため，

甘さが不足しがちとなる。これに対して， rクイック

スイート」のデンプンは 50~55t で糊化するため，

加熱調理過程の初期段階からFーアミラーゼにより分

解されてマルトースが生成する。即ち，品種名の如く，

速やかに (Quick)甘く (侶Swe白巴抗ωtο)なる。“個食

食"などの言葉に象徴されるように食事に時間や手間

をかけられない，忙しい現代人に向けて，電子レンジ

ですぐに甘いサツマイモが食べられる点をアピールし

て誕生した品種である(但し，当初から低温糊化性を

狙って育成したわけではないそうである。)。

筆者らはこのような低温糊化性デンプンを含む「ク

イックスイート」の甘さの特徴について，交配親であ

る「ベニアズマ」と比較しながら更に詳しく検討した。

「ベニアズマjは1984年に農林種苗登録された品種で，

その後四半世紀以上を経った現在でも，東日本におけ

る食用サツマイモの大半を占めている 4)0 rクイック

スイート」は， rベニアズマ」を母本とする交配系統

から選抜された。「ベニアズマ」のデンプン糊化温度

は約 75tで一般的な品種・系統のなかでも比較的に

高い。その子供である「クイックスイート」のデンプ

ン糊化温度が親とは全く異なる変異を示したことは興

味深い。現在では低温糊化性のメカニズムについての

研究も進んでおり，可溶性デンプン合成酵素 (starch

synthase : SS) のアイソザイムの欠失が関与するこ

とが明らかとなっている 7$)。この変異によってアミ

ロペクチンに重合度 (DP) の低い (DP三五 11)単位

鎖の割合が多くなると，デンプンの非品性が増し，糊

化温度が低くなると考えられている 9)

初めに，同じくらいの大きさの「クイックスイー

ト」と「ベニアズマj塊根片を同時に蒸した時の糖度

(Brix%)の変化を追跡した Brix値とは，水溶液の

屈折率が溶質の増加に伴って変化することに基づいて，

溶液中の溶質濃度を 20tにおけるショ糖水溶液中の

ショ糖の重量%に相当する値として数値化したも

の 10)で，最近では果実や野菜の甘さ(糖度)をある

程度客観的に表現する指標としても用いられている。

第 1表 未加熱および異なる温度で加熱された「ベニアズマJ，rクイックスイート」塊根片から抽出したF ア

ミラーゼの活性

品種名

ベニアズマ

クイックスイート

未加熱塊根

F-アミラーゼ活性(m mole maltose / mg protein / min) 
加熱塊根

加熱温度 (t)
50"・ 60・・・ 70・・・ 80・.. 90・** 100 

0.139" 0.145" 0.147" 0.140" 0.031 b 0.046b 0.050b 

(0.033) (0.025) (0.018) (0.039) (0.024) (0.039) (0.042) 

0.199" 0.224" 0.261" 0.264" 0.258" 0.128b 0.089b 

(0.043) (0.026) (0.042) (0.055) (ω83) (0.閃5) (0.045) 

数値は 10回の異なる実験における結果の平均値で， ( )内の数値はそれらの標準偏差を表す.
同一品種内の異なる英小文字を付した数値聞には 5%水準の有意差がある
** .両品種の未加熱塊根における活性に 1%水準の有意差があることを示す
山:その温度における両品種の活性に 0.1%水準の有意差があることを示す.原著日より許可を得て転載.
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実験の結果，塊根の大きさ(重量)によって時間の値

自体は異なるものの，Iクイックスイー ト」の方が

「ベニアズマ」に比べて早期に糖度が上昇し始める，

即ち，速やかに (Quick)甘く (Sweet) なる，こと

が確認された。そして，同時測定された塊根内部の温

度変化から，糖度上昇が開始する温度は「クイックス

イート」では約 50'C， Iベニアズマ」では約 80'Cであ

った。そこで， 50'Cから 100'Cまでの範囲で 10'Cずつ

変えた温度で両品種の塊根片を加熱し，それらの糖度

とマルトース含有率を測定した。「ベニアズマjでは

糖度およびマルトース含有率の有意な増加が認められ

た温度は 80'Cであったが， Iクイックスイ ー ト」では

50'Cで加熱することによって両者が大きく増加した。

その結果，加熱温度が 60-90'Cの時の「クイックス

イート」の糖度とマルトース含有率は「ベニアズマ」

のそれらの値に比べて大幅かつ有意(p< 0.01)に高

くなった(第 1図，第 2図)。スクロースや単糖の含

有率はいずれの品種においても加熱によって殆ど変化

しなかったことから，マルトースの生成によって糖度

が上昇したと考えられる。

マルトースの生成にはデンプン分解酵素Fーアミラ

ーゼが重要な役割を果たしている。そこで，加熱中に

8 アミラーゼの活性がどのように変化するかを調べ

た。上述のように異なる温度で加熱した「クイックス
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第 1図 異なる温度で加熱された「ベニアズマJ， Iク
イックスイート」塊根片の搾汁糖度

太い縦棒と細い縦線は，異なる塊根を用いた 8回の測

定結果の平均値と標準偏差を各々表す

...はその温度における両品種の搾汁糖度に 1%水

準， O.l%水準の有意差がある ことを各々表す 原著 5)

より許可を得て転載.
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イート」と「ベニアズマ」の塊根片から調製した粗酵

素液を用いて，s アミラーゼ活性を測定した。品種

間の比較をするため，粗酵素液中のタンパク質量

(mg)当たりの一分間のマルトース生成量 (m mole) ， 

m mole maltose / mg of prot巴in/ min，を単位とし

て活性を数値化した。「クイックスイートJ， Iベニア

ズマ」の米加熱塊根のF アミラーゼ活性はそれぞれ，

約 0.20m mole maltose / mg / min，約 0.l4m mole 

maltos巴/mg / minと前者の方が高い値であった。

一般的に，s アミラーゼ活性の高いサツマイモの方

がマルトース含量も高いと考えられており，筆者も特

定の条件下では両者の聞に高い正相関を認めている

(未発表)0Iクイックスイート」には「ベニアズマ」

と比べて元々マルトース含量が高くなるポテンシヤル

があると言えよう 。さらに，塊根を 80'Cで加熱しで

も「クイックスイート」のs-アミラーゼ活性は殆ど

低下しなかったが， Iベニアズマ」の活性は未加熱の

1/4以下に低下した (第 1表)。 しかし，未加熱塊

根から抽出したF アミラーゼの活性を温度を変えて

測定すると ，IクイックスイートJ， Iベニアズマ」と

もに， 45'C付近で最大となり，それ以上の高温では活
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第 2図 異なる温度で加熱された「ベニアズマJ， Iク
イックスイート」塊根片から搾出した組織液

のマルトース含有率

太い縦棒と細い縦線は， 異なる塊根を用いた 8回の測

定結果の平均値と標準偏差を各々表す

"はその加熱温度における両品種のマルトース含有

率に O.l%水準の有意差があることを表す.原、著 5)よ

り許可を得て転載

醸 協 (2014)



の約 60%が糊化しており，加熱温度 70'tではほぼ

100%のデンプンが糊化した。これらの塊根組織を走

査電子顕微鏡で観察する と，60'tで加熱された「ベニ

アズマ」塊根の細胞内にはゲル化していないデンプン

粒が多数認められたのに対して，同じ温度で、加熱され

た「クイックスイート」のデンプンはほぼ完全に糊化

していることが観察された(第 4図)。このように

「クイックスイー ト」ではデンプンが 60'tで大部分糊

化するため， 80'tで加熱された塊根内には多量の糊化

デンプンゲルがFアミラーゼとともに存在していると

考えられる。サツマイモにはピタミン Cが豊富で，

しかも加熱調理による損失が他の野菜，果物類に比べ

て少ないことが知られているが，これは糊化したデン

プンゲルがビタミン Cの酸化や流出を防ぐからであ

るという 指摘がある 12)。同じように， Iクイックスイ

ート」では加熱調理の早い段階から糊化したデンプン

ゲルがFーアミラーゼの構造や機能を熱から守ってい

るのかも知れない。加熱調理中のサツマイモにおける

本酵素の構造や機能の変化を追えるようになれば更に

興味深い知見が得られるものと期待される。

以上要するに，低温糊化性デンプンを含むサツマイ

モ「クイックスイート」では一般のサツマイモ品種に

比べて加熱調理過程の早い段階(品温が低いうち)か

らデンプンの糊化が起こるため，s-アミラーゼの作

用を受けてマルトース生成が始まるとともに，より高

温域まで酵素活性が持続してマルトース生成が行われ

ることカt明らかになった。「クイックスイート」は，

Quick (マル トース生成が早く起こる)のみならず，

Long (マルトース生成が長く続く)Sweet (甘い)特

長を有したサツマイモであると言えよう。

性が低下し， 90'tでは失われるという同様の挙動を示

した。即ち，sーアミラーゼ自体の耐熱性は両品種で

差がなかった。従って， 80'tで加熱された「クイック

スイート」においてFーアミラーゼ活性の低下がみら

れなかったのは，デンプン糊化特性の違いと関連があ

ると思われた。

そこで， Iクイックスイ ート jの塊根細胞内のデン

プンが「ベニアズマ」に比べて低い温度から糊化する

かどうかを確かめた。第 3図は， Iクイックスイー

ト」と「ベニアズマ」の塊根片を所定の温度で加熱し

た時の組織細胞内のデンプンの糊化度を示したもので

ある。糊化度は組織細胞から取り出したデンプンにF

アミラーゼとプルラナーゼを作用させた時に生じた

還元糖の量を同じデンプンを予め完全に糊化させてか

ら酵素を作用させた時に生じた還元糖の量で、割って求

めた値で，細胞内のデンプンがどの程度糊化している

のかを知る目安とされている 11)0 Iベニアズマ」のデ

ンプンの糊化度は加熱温度 70'tまでは未加熱の場合

と殆ど変わらず， 80'tで漸く上昇し始め， 90'tで急激

に 80%程度に達した。これに対して， Iクイックスイ

ート」では 50'tで加熱した時に既に細胞内デンプン

当院*司ド**羽ド本**
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40 

60 (ま)刷世
記
震

低糊化温度デンプンを含むサツマイモの活用

糊化デンプンのゲルは時聞が経つと温度の低下に伴

って白く濁り，固くなる(老化).これは糊化によ っ

て伸展したアミロースが水素結合によって凝集し，不

完全な結晶のような構造を形成するためと考えられて

いる 13)。その過程で水分子がゲルから排除される(離

水)ため，ゲルが固くなる 一方，低温糊化性デンプ

ンは重合度の低い (DP=6~10) グルコース単位鎖の

占める割合が高いために一般的なサツマイモデンプン

より結晶性が低く，ゲルが老化し難い(耐老化性が高

い)。そのため，ゲルの弾力性やみずみずしさが従来

723 

100 

加熱温度 (C)

異なる温度で加熱された「ベニアズマJ，Iク
イックスイ ー ト」塊根片におけるデンプン糊

化度

太い縦棒と細い縦線は，異なる塊根を用いた 6回の測

定結果の平均値と標準偏差を各々表す

"はその温度における両品種のデンプン糊化度に

0.196水準の有意差があることを表す.原著 5)より許

可を得て転載.
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第4図 異なる温度で加熱された「ベニアズマJ. 1クイックスイー ト」塊根片組織の微細構造

加速電圧 15kV.倍率ー 1000倍，横様は 10μmを表す.原著 5)より許可を得て転載.

のデンプンゲルよりも長期間保たれるという利点をも

っ。そこで，このような特長をもったサツマイモデン

プンの製造に適した品種が新たに開発された。2012

年に農林種百登録されたデンプン原料用新品種「こな

みずきJ14)は「クイックスイー 卜」と 同程度の低温糊

化性を示すデンプンを含むうえに，青果用途向けでデ

ンプン含有率が 2096前後とデンプン原料用には不十

分であった後者 (1クイックスイート jデンプンも

「みなづき」という商品名で市販されている。) と異な

り，デンプン原料用主力品種「シロユタカJ(デンプ

ン糊化温度は約 75t:)並の高いデンプン収量を示す

現在，ゲルのみずみずしさや弾力が長く保たれる「こ

なみずき」デンプンの特長を利用したもち菓子，練り

もの，ペースト，麺類，ベーカリー食品などの開発が

行われている 15) また，低温糊化性デンプンはその

低い結晶性の故に，グルコアミラーゼなどの消化酵素

により分解されやすい 清酒や焼酎の製造工程では麹

菌のα アミラーゼとグルコアミラーゼを利用してデ

ンプンを糖化する必要があり，グルコアミラーゼによ

ってデンプンからどれくらいグルコースが生成するか

がエタノール発酵を律速するとされている 16)。従って，

アミラーゼによる分解を受けやすい低温糊化性デンプ

ンの利用はエタノール発酵を促進し，酒類の製造を効

率的に行う上で有効と考えられる。
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おわりに

「クイックスイート」が品種として世に出て約 10年

が経った。その間，低温糊化性デンプンを含有するサ

ツマイモの有用性が認識され，新たな品種もいくつか

開発された。先に述べたデンプン原料用品種「こなみ

ずき」以外にも，干しいも (蒸したサツマイモを薄く

スライスして乾燥した農産加工品で茨城県の特産品)

原料用の「ほしキラリ J(糊化温度約 65t:)などがあ

る。「ほしキラリ」の干しいもは糖度が高く，“シロ

タ"と呼ばれる品質不良が従来の品種に比べて発生し

にくいが，これらもデンプン糊化温度が低いことと関

係が深い。このように様々な利点をもっ低温糊化性デ

ンプン含有サツマイモではあるが，残念ながら今一つ

普及が進んでいない。その主な原因は，苗が採りにく

い 17)(芽が出にくい). 塊根が小振りで収量性が低い，

塊根が必要以上に肥大し易い 17) 貯蔵の際に従来品

種と異なる配慮 (キュアリングしない方がよい)が必

要，など生産や流通に関連するものであると考えられ

る。現在，これらを改善したニュータイプの低温糊化

性デンプン含有品種の開発に取り組んでいる。醸造と

関わりが深いサツマイモとしては「コガネセンガンJ18) 

が有名で、ある。この品種はアルコール収量性が高く，

できた焼酎の官能評価も高いことなどから原料用とし

て長年用いられていると聞いている。いつの日か低温

醸協 (2014)
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