
  
  焼酎原料用サツマイモ

  誌名 日本醸造協会誌 = Journal of the Brewing Society of Japan
ISSN 09147314
著者名 小林,晃
発行元 日本醸造協会
巻/号 114巻2号
掲載ページ p. 71-78
発行年月 2019年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



焼酎原料用サツマイモ

一品種開発の変遷と今後の展望一

芋焼酎の柔らかな甘みを醸し出す芋焼酎好適サツマイモ「コガネセンガン」は，昭和 41年にでん粉生産

用として品種登録された。黄金色の肌を持ち，反収が千貫 (3.75トン）もある（これまでのサツマイモは 2

~2.5トン程度）サツマイモになることを期待し黄金千貫と命名された。サツマイモの品種は紫系や橙系，

白系からなり，それらが芋焼酎の酒質にバラエティーを与える。サツマイモの品種改良は食用，でん粉生産

用，バイオエタノール生産用のために，より高でん粉・より高収量のサツマイモの品種が育種された時代か

ら，青果用，色素生産用，そして焼酎用として品種改良の目的が変遷してきている。平成 6年に焼酎原料

として初めて育種開発に成功した「ジョイホワイト」をはじめ，現在焼酎製造に用いられる品種は 6品種

に及ぶ。本稿では，サツマイモの育種開発の変遷と今後の展望について解説していただいた。

1. はじめに

サツマイモは日本全国で栽培されており，平成 29

年全国の作付面積は．前年に比べ 400ha(1%) 減少

した 3万 5600ha. 生産畳は前年に比べ 5万 3600トン

減少した 80万 7100トンである！）。サツマイモの主な

用途としては市場販売用，でん粉原料用，焼酎原料

用．加工食品用があるが．平成 27年においては生産

量全体の 25%. 約 20万トンのサツマイモが焼酎原料

として消費されている 2)。また，焼酎メーカーが多く

所在する宮崎県および鹿児島県では．焼酎原料用途の

消費比率が高く，宮崎県産および鹿児島県産サツマイ

モのそれぞれ 66%(5.6万トン）， 48% (14.3万トン）

が焼酎原料として使われており，南九州における焼酎

原料用サツマイモは農業生産においても．また地域

経済においても重要な品目となっている。国立研究開

発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農

業研究センター都城研究拠点サツマイモ育種グループ

（所在地 宮崎県都城市）では，これまでに様々なサ

ツマイモの品種開発を行ってきたが，ここでは，焼酎

原料用サツマイモを中心に．品種開発の変遷と今後の

展望について紹介する。

小 林 晃

2. 日本におけるサツマイモの普及

日本でサツマイモが作られるようになったのは，今

から約 400年前の 1605年，琉球国の野国総官が中国

からサツマイモを鉢植えにして持ち帰ったのが始まり

である 4)5)6)。九州への伝来については諸説あるが，

1611年に薩摩の将兵が鹿児島に， 1615年に長崎の平

戸にあるイギリス商館員ウイリアム・アダムスが長崎

に伝えたとされている。鹿児島に伝来したサツマイモ

が栽培されたという記録は残っていないが，長崎に伝

来したサツマイモは畑で栽培され，本士初の栽培とさ

れている。 1633年には奄美大島， 1698年には種子島

にも伝わり，サツマイモの栽培は定着していった。そ

の後，四国，山陰地方にも広がりを見せ，享保の大飢

饉 (1732年）では救荒作物として人々を助けた。こ

の頃かねてから救荒作物としてのサツマイモに着目

していた儒学者・青木昆陽は，「蕃藷考」（サツマイモ

の効能，作り方食べ方を記述）を書き，享保の大飢

饉への対応に苦慮していた 8代将軍徳川吉宗に献上し

た。これを契機にサツマイモの関東地方への普及が進

み，後の天明の大飢饉 (1782-1788年）をはじめとす

る飢饉で，多くの命を救うこととなった。サッマイモ

Sweetpotato for Raw Materials of Imo-shochu -History and Future Prospects of Sweetpotato Breeding -
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はその後も徐々に北上し，明治の始め 1870年頃には

岩手県まで広がり，今では北海道から九州・I.沖縄まで

幅広く栽培されている。明治 11年 (1878年）には日

本全国のサッマイモ作付面積は 15万 ha,生産量 83

万 トンであったが食用としての利用だけでなく，で

ん粉アルコール原料としても利用されるようになり，

サツマイモの栽培は増えていった（第 1図）。戦中 ・

戦後の食糧難の折にはサツマイモは代替主食として

人々の飢えを救う こととなる。昭和 17年 (1942年）

の「食糧管理法」によって，サッマイモは食料として

供出，配給される制度の中に組み込まれ，国家の強力

な統制下に置かれた。戦後は家庭菜園，学校の校庭に

までサツマイモが植えられ，昭和 24年の作付面積は

過去最大の 44万 haを記録し，生産量は 590万 トン

に達した。しかし，この頃から食糧事情は好転し，サ

ツマイモの統制撤廃に伴う供出制度がなくなると，サ

ツマイモの食糧需要は激減した。一方で， 昭和 25年

に始まった朝鮮戦争特需により国内景気は好況に転

じ，水飴などの需要が生まれたことからでん粉産業は

活気を帯びた。政府は，昭和 28年に「農産物価格安

定法」を制定し， サツマイモでん粉の政府買い上げを

通じて，でん粉原料用サッマイモの生産を奨励しサッ

マイモの需要を支えるとともに農家の経営安定化を固

った。甘味資源の需要拡大に支えられ，作付面積 30

万 haを越えるサツマイモの生産が 10年余り続いた

が，昭和 38年，祖糖輸入の自由化が閣議決定され，

外国産でん粉の輸入や輸入トウモロコシを原料とする

コーンスターチの製造が急増すると，サッマイモでん

粉の需要は急速に低下し，作付面積も激減した。でん

粉用から他用途への転換も図られたが，サッマイモ需

要は回復できず，作付面積は年々減少し現在に至って

いる。
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日本における品種改良の変遷

サツマイモが日本に伝来した後全国各地に広がり，

主食あるいは副食として定着すると，サツマイモの畑

作物としての価値は高まってい った。それに伴い，サ

ツマイモの品種に対しての関心も高まり，明治時代に

はサッマイモの栽培に熱心な篤農家による ，芽条変異

（枝変わり）と自然実生苗を利用した品種改良が行わ

れるようになった 6)。サツマイモは，栽培していると

元々の品種とイモの皮や肉の色，葉の形などが異なる

個体が出現する芽条変異が起こりやすい作物である。

この突然変異個体のもつ特性が元の品種よりも優れて
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第 1図 明治時代からのサッマイモの作付面積の推移と品種改良の変遷
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いればその個体は新しい品種となりうる。一方の，自

然実生苗の利用とはサツマイモの自然結果種子から出

た苗を利用するものである。温暖な本外Iや九州では自

然条件下でサツマイモが花を咲かせることは珍しく，

種子をつけることは稀であるが，亜熱帯地方の沖縄で

はよく開花し，自然結実するものも見られる。サツマ

イモは栄養繁殖性で染色体数が 90本の同質 6倍体で

あり，遺伝的にヘテロな作物であるため，結実した種

子は一粒一粒が遺伝的に異なる性質をもっている。そ

こで，実生苗から望ましい特性をもった個体を選抜す

ると品種にすることができる。海外からも品種が導入

された。広島県の久保田勇次郎はオーストラリアに契

約移民として滞在，明治 28年 (1855年）の帰国時に

サツマイモを持ち帰った。はじめは「三徳イモ」と呼

ばれていたが，草勢が強いことから「元気」，それが

なまって「げんち」，「源氏」など，様々な名前で呼ば

れて全国に普及した。

大正時代に入ると農事試験場の専門家による品種改

良が行われるようになった 6)。明治末には 300くらい

の品種があったと推定されているが，埼玉，愛媛，沖

縄などでは各地から同一品種名の在来品種を集めて，

それらの小さな形質の違いや適応性を評価し，その中

から最も優れた系統を選び出すという分系育種法が行

われた。大正 3年 (1914年）には沖縄県糖業農事試

験場で人工交配によるサツマイモの品種改良が始まっ

た。イネでは人工交配の技術が明治 31年 (1898年）

に成功し，明治 37年からは人工交配による品種改良

が進められるようになっていたが，それに遅れること

10年生殖生理や遺伝に関する知見が乏しいサツマ

イモでの交雑育種への取り組みは，世界初の画期的な

試みであった。大正 8年 (1919年）からは沖縄県へ

の国の委託事業としてサツマイモの品種改良試験が行

われるようになった。大正時代の末には，サツマイモ

はイネ，ムギ類，バレイショと並んで，国民の重要な

食糧に位置づけられ，昭和 2年 (1927年）からは全

国規模での組織的な育種体制が構築され，沖縄交配に

より作出された交配種子や実生イモ，実生苗などが岩

手千葉，三重，高知など内地の指定された府県の農

事試験場に配布されることとなった。沖縄交配から生

まれた有名な品種としては，戦中戦後の食糧難時代に

活躍した「沖縄 100号」，「護国藷」，現在も食用・加

工用品種として活躍する「高系 14号」，食味が良く戦

第 114巻 第 2号

後の食用・でん粉用として関東から近畿まで広く普及

し，最盛期には 10万ha栽培された「農林 1号」，で

ん粉や焼酎原料として利用され，九州を中心に 9万

ha栽培された「農林 2号」などが挙げられる。

人工交配による品種開発は，交配不和合群の発見と

いう画期的な成果も残した。人工交配をすすめている

うちに，サツマイモには自家不和合性のメカニズムが

働いていることがわかった。さらに，他家受粉であっ

ても，ある特定の品種間では不稔となる，交配不和合

性という現象が見いだされ，サツマイモには少なくと

も3つの交配不和合群 (A, B, C) があり，同じグ

ループに属する品種間の交配では不稔になることが，

昭和 9年 (1934年），農事試験場の寺尾博によって報

告された 5)。現在では A~P までの 16 群が確認され

ているが，交配不和合性の現象が明らかになってから

は，交配に用いる班本の交配不和合群をあらかじめ調

ベ，結実可能な母本間のみで交配を行っている。

組織的な育種が始まった昭和の初期は食用，でん粉

原料用の品種開発が行われていたが，昭和 12年(1937

年）の日華事変を前に，国産燃料確保のため，政府は

酒精（アルコール）原料用サツマイモの増産を国策と

し，それに応える形で品種開発も酒精用に重点が置か

れるようになった。戦後は，でん粉産業の発展とあい

まって，高でん粉・多収を目標とするでん粉原料用品

種の開発に精力をつぎ込み，昭和 41年には「コガネ

センガン」が誕生した 6)。「コガネセンガン」は今で

こそ焼酎原料用の最適品種として位置づけられている

が，当時はでん粉原料用として開発された品種であっ

た。

「コガネセンガン」の誕生には，九朴l沖縄農業試験

場の坂井健吉らの並々ならぬ努力があった匹交雑育

種が始められた当初は，雑種強勢の効果が強く発現し，

前出の「沖縄 100号」，「護国藷」，「高系 14号」，「農

林 1号」，「農林 2号」など大物品種が多数開発された。

しかし，その後開発された品種は，収量性やでん粉含

呈の点で初期の大物品種をなかなか上回ることができ

なかった。その原因は，「七福」，「潮州」，「元気」，

「吉田」，「紅皮」の 5品種を遺伝子源とする，限られ

た在来品種を母本にして育種を開始したため，交配を

繰り返すことで交配親の近交度が増し次第に雑種強勢

の効果が薄れていったことによるものと考えられた。

そこで，坂井らは，他殖性のトウモロコシや多くの野
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一0年目 I 交配採種 約5万粒採種

1個体1株 • 1年目 I実生個体選抜試験約2,000個体選抜

2年目：二傭試験 約200系統選抜

3年目 1系統選抜試験 約50系統選抜

• 4年目 I生産力検定予傭試験 約10系統選抜

5年目
以降

1系統144株
I 
生産力検定試験

九系00と命名

約5系統選抜

九州00号と命名

公立農業試験場

5年目 九系00について

系統適応性検定試験
（鹿児島宮崎茨城

徳島沖縄 ）

特性検定試験
立枯病抵抗性 （徳島）
黒斑病抵抗性 （長崎）

6年目以降 • 品阿評価研究会（焼酎適性）

九州00号について

奨励品種決定試験

品阿評価研究会（加工適性）• 
品種登録（農水省）

---
新品種の普及

第 2図 サッマイモの品種開発の流れ

菜類な どで行われていた雑種強勢育種法をサツマイモ

に適用できないかと考え，サッマイモの自殖に関する

研究を 開始した。サツマイ モは一般的には自家不和合

性のため自殖できないが，なかには自殖可能な品種も

ある。坂井らは自殖系統を養成し，その後代の塊根収

量やでん粉含是を調査し，塊根収批には遺伝子の非相

加的効果，すなわち雑種強勢の効果が強く寄与し，一

方でん粉含量は相加的効果が大きいことを明らかに

した。こうした結論に基づき， まず相加的効果の高い

でん粉含量に関する追伝子を集積した母本を養成する。

次に，それら母本同士をかけあわせ，母本の中から組

合せ能力の高いもの，すなわち，雑種強勢の効果が現

れやすく塊根収量が多い後代を生み出す母本を選抜す

るとともに優良交配組合せを決定する。 しかる後に，

実用品種育成のための交配種子を大最に得て，効率的

に育種・選抜を進める， という理論的な育種法を提案

した。坂井らは，母本の養成にあた っては国内在来

種のみならず，広く外国種，近縁野生種を利用し， 自

殖や兄弟交配，戻し交配などにより，有用追伝子の集

積を固った。こうした懸命な取り組みを実践する 中で，

「農林 2号」を上回る画期 的な品種「コガネセンガ

74 

ン」が誕生した。

「コガネセンガン」は南九朴lのでん粉産業を支える

ことになったが，コーンス ターチの登場によるサツマ

イモでん粉の需要減退の流れは止めることができず，

昭和 45年 (1970年）頃には， 他用途への転換を図る

ため， 青果用品種の開発が始まり， 昭和 60年頃には

蒸し切干や，紫色素などの加工用の品種，平成が始ま

る頃からは焼酎原料用の品種開発が始まり， 現在に至

っている。品種開発の進め方も確立された。 サツマイ

モの品種開発は一粒の種子からスタートする（第 2固）。

毎年約 5万粒の交配種子を採種するが，それらの種子

を温室で播種し，圃場に移植するための苗を作る。品

種開発の初期世代にあたる実生個体選抜試験では，圃

場に移植した個体 の中から有望 と思われる 個体約

2000個体を選抜する。翌年の系統選抜予備試験では，

1系統 8株植えの試験を実施し 200系統に絞り 込む。

系統選抜試験，生産力検定予備試験，生産力検定試験

と進むにつれ，試験規模は大きくなり， 5年目の生産

力検定試験では 1系統につき 144株栽培して生産力を

評価する。また， 新品種候補として有望と評価 した系

統については系統適応性試験ならびに特性検定試験に

醸協 (2019)



供試して，育成地以外での栽培適性の評価や病虫害抵

抗性検定を行うとともに，品質評価研究会において焼

酎をはじめとした加工適性の評価を行っている。続く

奨励品種決定試験において，普及見込み地帯での優秀

性が認められれば新品種の誕生である。

4. 焼酎原料用サツマイモの消費動向

日本にサツマイモが伝来して以来，サツマイモは食

糧不足を補う貴重な主食として利用されていた。サッ

マイモの消費動向を見ると，昭和 58年 (1983年）に

は市場販売用とでん粉原料用がそれぞれ40万トン程

消費されており，両用途合わせて全体の約 60%を占

めていたがここ 30数余年の間に市場販売用は漸減

傾向を示し，でん粉原料用は 1/3以下に激減，加工食

品用は年間 8-10万トンとほぼ横ばいの安定した消

費動向を示している（第 3図）。それに対して，焼酎

原料用については，焼酎の市場拡大とともに消費を伸

ばしている。焼酎市場ではこれまでに 3度のブームが

巻き起こっている。焼酎は，昭和 24年に設定された

酒税法上の区分として，連続式蒸留器で蒸留したもの

を焼酎甲類，単式蒸留器で蒸留したものを焼酎乙類と

呼んでいたが，昭和 46年の酒税法改正により焼酎乙

類を本格焼酎と呼称・表記することが可能となった。

ちょうどその頃「さつま白波」（薩摩酒造）が火付け

役となった第 1次本格焼酎ブームが起こり，従来，産

地で生産・消費されていた本格焼酎が市場を九州全体

（万t)

60 

へ拡大した 8)。昭和 60年頃には第 2次本格焼酎ブー

ムが起こり，市場が九州から全国へと広がった。焼酎

甲類を炭酸で割った酎ハイがヒットし，麦焼酎の「い

いちこ」（三和酒類）や「二階堂」（二階棠酒造）によ

る麦焼酎ブームも到来した。平成 15年頃からは第 3

次本格焼酎ブームが起こり，「黒霧島」（霧島酒造）が

ブームの牽引役となった。入手困難な幻の焼酎として

プレミア付き焼酎も話題となった。空前の本格焼酎ブ

ームにより，原料となる「コガネセンガン」の増産が

行われ，平成 17年に焼酎原料用サツマイモの消費量

がでん粉原料用サツマイモを初めて上回った。しかし，

ブームの落ち着きとともに，消費量は頭打ちとなり，

今は年間消費墓 20-25万トン（平成 27年）程度で

推移している。

5. 焼酎原料用品種の育成

焼酎原料として，これまでに様々な品種が使われて

きた（第 1表）。明治・大正の頃は，でん粉含量が比

較的高い在来品種の「源氏」を中心に，「カラト」，

「ムラサキ」，「ボケ」，「赤藷」，「屋久島」，「白四十日」，

「赤四十日」，「川越」，「焼酎」，「潮1+1」, 「琉球」など

が使われていた。昭和 20年 (1945年）頃からは「源

氏」に加え，品種開発により誕生した「農林 2号」を

主体とした農林系が使われるようになった。昭和 40

年代からはでん粉原料用として開発された「コガネセ

ンガン」が使用され始め，昭和 60年代には，コガネ

ーーー市場販売用……でん粉用一アルコール用ー・ー加工食品用•. -. ,.-、.
50 ．．．．ヽ ‘‘‘‘‘、i,,_・:..'、、‘‘、、¥,'', , .. 

・ヽ 曾● ----、、.. __ ヽ
・ヽ‘

, __ 

麟 40 
翻

咀’’r‘ 
要 30

娘
旺 20

10 

゜

,. ・.. ・ヽ ヽ
:.,-: _ _.-・.. .•··. ヽ

・・・・・ 
.. ・. -ヽ--`  

- .. . .. ..', 
------¥ , .. ____ _ 

··• ... ¥/・・;・・・・・・’・.. _ .... ....-'¥ ..... . .. ．． ... 
.. ···•...... ,,. ...... . 

‘‘ ” 
ヽ

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・-.......... . .. 
．` . , . ヽ・,.

ヽ. -. 

1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 

第3図 サツマイモの用途別消費量の推移
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第 1表焼酎用品種の変遷

年代 焼酎用品種など

開終わり頃 源氏（ゲンチ種）が中心。カラト，ムラサ

大
キ，ボケ，赤藷屋久島，白四十日，赤

正
四十日，川越，焼酎，潮州，琉球など

20年～ 農林 2号を主体とした農林系へ移行

その他，源氏，中紫，寿，岐阜 1号護国
藷，ナカムラサキなど

41年～ でん粉原料用のコガネセンガン，農林 2号

ミナミュタカ，岐阜 1号

開
60年～ コガネセンガンが主流，その他，シロユタ

カ，シロサツマなども利用

コガネセンガンのブランド化が進む

栽培技術の向上，ウイルスフリー苗利用な

ど原料いもの高品質化

6年～ ジョイホワイトの利用

13年～ 第 3次焼酎プーム ムラサキマサリ，ダイ

チノユメ，コナホマレ，ジェイレッドなど

I の利用（特に宮崎県）

19年～ ときまさり．タマアカネ．サツママサリ，

コガネマサリ，スズコガネ

原料・香味の多様化

センガン焼酎のイモの風味や独特の甘味といった酒質

が評価され，「コガネセンガン」は芋焼酎のブランド

化に最適な品種と位置づけられた。

平成に入ると，芋焼酎の香味に関する研究が進めら

れ，品種による香味の違いが注目されるようになった。

酒質の多様化の始まりである。平成以前は焼酎の酒質

とサツマイモの品種との関係について検討されること

はほとんどなく，焼酎原料用の品種開発は全く行われ

ていなかったが，平成 2年-11年の間，九州農業試

験場（現九州沖縄農業研究センター），鹿児島県工業

技術センター，焼酎メーカー 5社（大口酒造，小正醸

造薩摩酒造演田酒造本坊酒造）が連携して香味

の優れた芋焼酎のための品種開発に取り組んだ。当初

はどのようなサツマイモの特性について選抜すれば

香りのよい焼酎ができるか明らかでなかったため，蒸

しイモの香りや味肉色に重点を置いて選抜を行い，

その後絞り込まれた系統について，小仕込試験をし

て，焼酎の官能評価を行った。こうした取り組みの成

76 

果として，平成 6年に，酒質が爽やかで柑橘香を持つ

焼酎原料用品種「ジョイホワイト」が開発された 9)10)0 

芋焼酎の特徴香にはモノテルペンアルコール類が関与

していることが知られているが，その一種，柑橘系・

花様の芳香をもつリナロールが，ジョイホワイト焼酎

にはコガネセンガン焼酎の 5倍以上含まれており，ジ

ョイホワイト焼酎の特徴香はリナロールにより形成さ

れていると推察された 10)。醸造メーカーによる醸造

試験への協力を受け，平成 19年には「ときまさり」

が開発された 11)。ときまさり焼酎は華やかなイモの

香りが強く，甘味とコクがあり，コガネセンガン焼酎

よりもモノテルペンアルコール濃度，特にリナロール

とゲラニオールの濃度が高いことを特徴とする，コガ

ネセンガン焼酎とはひと味違った酒質を示す。

第3次本格焼酎ブームでは，「コガネセンガン」の

原料不足が深刻になり，でん粉用との原料の競合が問

題になった。「コガネセンガン」は，その焼酎の香味

が高く評価されているが，イモの貯蔵性や形状が悪く

線虫にも弱いため，原料の安定供給という面から問題

が指摘された。そこで，平成 18年から九州沖縄農業

研究センター，鹿児島県工業技術センター，演田酒造

昧が連携して，酒質が「コガネセンガン」と類似し，

イモの形状，イモの収量，でん粉歩留が「コガネセン

ガン」より優れている品種の開発に取り組んだ。その

成果として，平成 22年に「サツママサリ」を聞発し

た 12)。「サッママサリ」はイモの形状や貯蔵性が優れ，

線虫にも強く，でん粉歩留が向上したことで醸造時の

アルコール収量も「コガネセンガン」より高い。「サ

ツママサリ」で造った焼酎は，「コガネセンガン」の

焼酎と比べて， リナロールと {J-ダマセノンを多く含

有し，甘くフルーティーな香りとすっきりとした味を

特徴とする。

平成 24年には「サツママサリ」よりもさらに外観

品質とでん粉歩留が優れ，すっきりとしたイモの香り

と甘味丸味の調和を特徴とする酒質を有する「コガ

ネマサリ」が開発された。「コガネセンガン」の持つ

欠点を改良した「サツママサリ」と「コガネマサリ」

はその酒質が「コガネセンガン」に比較的近いこと

から，それぞれ鹿児島県，宮崎県でレギュラー酒向け

の品種として普及し始めている。

サツマイモの肉色には，一般的な白色～黄色の他に

も，アントシアニンを含んだ紫色， {J-カロテンを含
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んだ橙色などがあるが，神渡らは品種や肉色の違いに

よる焼酎の香味の特徴について報告した 13)。芋焼酎

独特の甘い香りには微量香気成分の (J-ダマセノンが

関与し，「アヤムラサキ」，「ムラサキマサリ」など高

アントシアニン品種を原料とする焼酎は， ヨーグルト

様の香りや赤ワインの香りがするが，それには一般香

気成分のジアセチルが関与していることを明らかにし

た。高アントシアニン品種を原料とする焼酎は従来の

焼酎との差別化商品として市場を賑わせている。一方

で，「ベニハヤト」，「ジェイレッド」などカロテンを

含有する品種を原料とする焼酎は (J-イオノンに起因

する，加熱処理したかぼちゃやニンジンの香りを持つ，

従来の焼酎とは全く異なる個性的な酒質を示すことも

明らかとなった 13)。カロテン含量を高めるための品

種開発を進めた成果として，平成 21年には焼酎原料

用品種「タマアカネ」が開発された。焼酎原料用とし

ては，でん粉含量が低いため他の焼酎原料用品種より

製品歩留は劣るものの，芋焼酎独特の風味にカロテン

品種特有の特徴的な香気成分が加わることで，フルー

ティーな熱帯果実的な香りが付加され，まろやかでコ

クのある個性的な焼酎として人気を博している。

従来の焼酎との香味の違いを強調し，差別化を謳っ

た製品は他にも多数登場している。「ダイチノユメ」

は平成 15年にでん粉原料用として開発された品種で

あるが，「ダイチノユメ」を原料とする焼酎にはモノ

テルペンアルコール類が多く含まれ，その量は「とき

まさり」よりも多い。「ジョイホワイト」に似た柑橘

系の香りが強く淡麗な魅力的な酒質を示すこと，さら

に栽培特性が優れ，アルコール収得量も高いことから

焼酎原料として「ダイチノユメ」が利用されている。

蒸し切干用として平成 16年に開発された高カロテン

品種「ハマコマチ」を原料とした焼酎には (J-イオノ

ンに加え (J-ダマセノンとリナロールが多く含まれ，

トロピカルフルーツの香りを感じる魅力的な酒質を示

すことがわかり，「ハマコマチ」の焼酎原料としての

利用も進んでいる。

原料コストの低減のため，栽培の省力化も求められ

ている。サツマイモ栽培においては，種イモを苗床に

伏せ込み，萌芽した苗を採苗し圃場に挿苗するのが一

般的な栽培法であるが，伏せ込み，採苗，挿苗のいず

れにおいても機械化がほとんど進んでいない。これま

サツマイモ生産における労働時間短縮を目指したで，

第 2表

品種名

平成以降の育成品種と焼酎への利用

育成

年次

1994 

1995 

1997 

1998 

2000 

2001 

2001 

2001 

2002 

2003 

2003 

2003 

2004 

2005 

2007 

2007 

2009 

2010 

2010 

2012 

2016 

2016 

2017 

2017 

ジョイホワイト

アヤムラサキ

ジェイレッド

サニーレッド

コナホマレ

タマオトメ

ムラサキマサリ

べにまさり

すいおう

ハマコマチ

ダイチノユメ

アヤコマチ

オキコガネ

アケムラサキ

ときまさり

べにはるか

タマアカネ

こなみずき

サツママサリ

コガネマサリ

すずほっくり

スズコガネ

ふくむらさき

むらさきほまれ

主用途

焼酎

色素

ジュース

パウダ

でん粉

加工

色素・加工

青果

茎葉利用

加工

でん粉

総菜など

総菜など

色素

焼酎

青果

焼酎

でん粉

焼酎

焼酎

青果

焼酎

青果

加工

焼酎利用

実績

゜゚
゜
0゚

0

 0

0

0

0

 
0

0

 0
0
0
0
0
 

第 114巻 第 2号

育種面での取組として塊根を直接圃場に植え付ける直

播栽培に適する品種の開発を進めてきた。「ムラサキ

マサリ」と「タマアカネ」は直播栽培適性を有してい

るが「ムラサキマサリ」は肉色が紫，「タマアカネ」

は橙であることから，新タイプの芋焼酎の原料である。

そこで，霧島酒造（樹とともにレギュラータイプの焼酎

原料に向く直播品種の開発に取り組み，平成 28年に

「スズコガネ」を開発した。「コガネセンガン」を母，

直播栽培適性に優れる「中国 25号」を父とする「ス

ズコガネ」は，直播栽培が可能でレギュラータイプの

芋焼酎醸造に向き，純アルコール取得量は「コガネセ

ンガン」をやや上回り，官能評価は「コガネセンガ

ン」より優れる。直播き品種の本格的な普及には，栽

培技術の確立や植付機の開発など解決すべき課題があ

るため，現在，栽培，機械分野の研究者と連携して普

及のための取り組みを進めているところである

芋焼酎の酒質は，麹の種類，醸造条件や蒸留方式等

でも変化するが，サツマイモの品種や品質の影響を強

く受ける。九州沖縄農業研究センターでは平成以降，
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焼酎原料用として 6品種，全ての用途を入れると 24

の品種を開発しているが， 24のうち 17品種で焼酎原

料としての利用実績がある（第 2表）。このことは焼

酎の多様化差別化を象徴している。

6. おわりに

焼酎ブームの終焉と共に焼酎の売り上げは減少基調

にあり，原料コストの低減と焼酎需要の確保と拡大が

課題となっている。「コガネセンガン」の弱点を克服

し， よりアルコール収得量が高く，「コガネセンガ

ン」と酒質の類似した品種開発を進めると共に，酒質

のより一層の多様化を目指して品種開発に取り組んで

いる。交配をして．選抜を繰り返し，新品種が誕生す

るまでには約 10年かかる。ニーズを的確に読み取り，

実需者と連携をしてサツマイモの生産振興と焼酎産業

の発展に貢献できる品種を開発したいと考えている。
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種を開発したい。＜趣味＞テニス，読書

七代目新城猪之吉<Inokichi SHINJO > 
昭和 25年 7月9日生まれ＜勤務先と所在地＞末廣酒

造株式会社 〒965-0861福島県会津若松市日新町

12-38く略歴＞昭和 49年慶應義塾大学法学部政治学

科卒，昭和 53年協和発酵入社酒類部，昭和 54年末

廣酒造入社，平成 16-20年日本吟醸酒協会理事長，

平成 22-30年福島県酒造組合会長，平成 24-30年

日本酒造組合中央会理事・東北支部長く抱負＞日本酒

を美味しいと飲んでくれるお客様の笑顔がみたい。

＜趣味＞料理読書，旅

醸協 (2019)
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