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酸味を活かした清酒の製造
近年，食の多様化や曙好の変化に伴い洋食に合うワインなどの消費が増加している反霞，清酒の売り上げ

が伸び暗んでいる。清酒の復権のーっとして，清酒を敬遠しがちな若者や女性をターゲットに，酵母の造る

有機酸特にリンゴ酸生成に着毘し， リンゴ、酸生成に特徴を有する酵母の開発と，その育種酵母を用いたアル

コール濃度の低い低アルコール清酒(ソフト清酒)の商品化に成功した例を著者に解説いただいた。新しい

商品の開発に携わる人には参考となり，是非一読を勧める次第である。

宏孝場大

1. はじめに

清酒はワインと同様，原料を群母によりアルコール

発酵させてそのままの状態で飲まれる陵造酒であり，

味の構成要素は，エタノール，各種の有機酸，糖，グ

リセリン，アミノ酸などである。 j青酒やワインにはさ

まざまな有機酸が含まれており，味に関係する重要な

要素である。 j箆石酸はワインにのみ多く含まれるが，

コハク酸， リンゴ酸，乳酸，クエン酸，酢酸などは清

酒とワインに共通して含まれている。しかしそれら

の由来は大きく異なる。ワイン中の有機酸濃度は一般

的に 0.5~ 0.7%であるが，そのうちの酒石酸，リンゴ

酸は原料のぶどうに由来し乳酸，コハク酸，酢酸な

どは酵母や乳酸菌によって作られる])。それに対して

清泊中の有機酸濃度は一般的に 0.2%程度であり，主

にi街頭酵母により作られる。乳酸の半分以上とリンゴ

酸，コハク酸の大部分が発酵期間中に作られ，これら

3種類で会有機酸の約 80%を占める 2)。

リンゴ酸は爽やかで、はあるが強い酸味を持つ。甘み

が少ない赤ワインの製造において，乳君主菌によるマロ

ラクティック発酵という工程をとることがあるが，そ

の目的のひとつは，ぶどう由来のリンゴ酸を乳酸とニ

薮化炭素へ分解することである。強い酸味を示すリン

ゴ酸を減らし，穏やかな酸味を示す乳酸を増やすこと

により，ワインの酸度が減少するとともに，微量芳香

成分も付与される。このように，ワインではどちらか

というと厄介者のようなリンゴ酸であるが，最近では，

消費者の格好の変化に伴い清酒の味の多様化が求めら

れており，その解決方法のーっとして爽やかな酸味を

示すリンゴ酸に注目した有機酸組成の呉なる新しいタ

イプの清酒を提供する試みが行われている。

発酵期間中に清酒中のリンゴ酸，コハク酸，乳酸が

作られるため，有機酸の生産性が向上した酵母を育種

することで，清酒の味の多様化が図られている。例え

ば，相JIIらが有機酸を合成するトリカルボン酸回路

(TCA回路)の中の酵素であるコハク酸デヒドロゲナ

ーゼの阻害剤(ジメチルコハク酸)に感受性のある株

を取得するとリンゴ酸のみ高生産され，この酵母を用

いて清濁を製造すると，リンゴ毅が3倍増加すること

を報告している :1)。また，吉田らは真核生物のリボソ

ームに作用してタンパク質合成を阻害するシクロヘキ

シミド耐性株を取得することで，親株よりリンゴ酸を

5倍多く生産する酵母が得られることを報告しているヘ

さらに，浅野らがマルトース低資化性株からリンゴ自主

を親株の約 7倍生産する株 5)を分離したこと， リンゴ

酸に加えてコハク酸も多く生産する変異株を日ーケト

グルタル酸耐性株から取得したことを報告している 6)。

複数の有機酸を高生産する例としては，栗田らの非乳

酸資化性リンゴ酸デヒドロゲナーゼ低生産性を指標と

したリンゴ酸と乳酸高生産株の育穫もあげられる 7)。

以上の例は変異処理を用いているため，醸造特性を

損失する危慌がある。それを回避する方法として， 1者

j箆もろみからのリンゴ酸高生産酵母の分離も検討され

ている。宮間らが，仕込水に清酒を使った濃厚芳醇な
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新しいタイプの沼である資醸沼の製造を目的として，

有機酸生産能力の増大した多酸性酵母を清酒もろみか

ら分離したところ，そのほとんどが清酒酵母協会 9号

(K9) よりアルコール樹性に優れかつリンゴ酸生産性

が高かったことを報告している 8)。また，水野らは 2-

デオキシグルコース耐性株よりリンゴ酸高生産酵母の

分離を報告している 9)。さらに，松田らは自然誘発し

たシクロヘキシミド耐性株や清酒もろみからのリンゴ

薮高生産酵母の分離を報告している 10)。

最近習財間法人日本醸造協会も多酸性酵母のニーズ

に応えて， リンゴ酸とコハク殺を多く生産する清酒酵

母 KT901を育種し，頒布を始めている]])。

2.福岡オリジナルソフト溝濯の開発 12)

ここで，我々が最初に取り組んだリンゴ酸に注目し

た酵母開発と商品化について紹介させていただく。福

岡県には昭和 48年頃の最盛期に約 120の蔵元があり，

兵庫，京都に次ぐ清酒生産量ーを誇り，灘や伏見と屑を

並べる三大滋どころであった。現在でも約 70の蔵元

がある。しかし消費者ニーズの多様化や清酒消費者

の高齢化等の要因から全国的な傾向と向様に福岡県の

清酒製造数量も年々減少しており，新たな清酒需要の

創出が課題である。さらに，現在の福岡県での県藤酒

シェアは 20%程度であり，地元福岡県での県藤酒の

知名度を上げる必要があった。さまぎまな清j酉の復権

への展望が提案されているが，その一つの提案では，

既存の清酒と多様化清酒の棲み分けが必要であり，多

様化清酒では今までになかった全く新しい味わいが必

要であるとしそれを低アルコール清酒に求めている。

そこで我々は，この状況を打開するために，清酒を敬

遠しがちな若者や女性にターゲットを絞り，アルコー

ル度数の低い低アルコール清酒を開発し，一紋消費者

に福同県は酒どころであることをアピールし，従来の

清j援の消費拡大につなげることを考えた。産学官のメ

ンバーで研究開発に取り組んだが，担当した低アルコ

ール清溜に適した群母の開発では，低アルコール清溜

で問題となる味の簿さを，爽やかな酸味であるリンゴ

酸でカバーするため，リンゴ酸高生産酵母を取得する

こととした。福岡県内酒蔵の清酒もろみから取得した

314株の中からリンコ閣を高生産する株として 12BY24-2

株が分離された。この株は熊本 H子酵母 (KA-l)の

自社保存株 K1-Sを使用したもろみから分離された。

12BY24-2株は K1-S株に比べてリンゴ酸を 2倍多く

生産し，酢酸を半分しか生産ない。アルコール，香気

成分，コハク酸・乳酸などの有機酸の生産量は同等で

ある。この株は「ふくおか夢酵母J(のちにふくおか

夢酵母 l号)と名付けられ，福岡オリジナルソフト清

溜製造に用いられた。

低アルコール清酒製造では，通常の三段仕込みで造

ると，アルコール度数を下げるために，どうしても製

品を和水して造ることになる。これでは香味のバラン

スがくずれがちになるため和水せず，搾った製品その

ものがアルコール 10%J-J、下となるよう仕込み方法を

検討し第 1国のような中混迷穣酒母仕込みを応用し

た二段による仕込みを考案した。総米 300kgでの実

地醸造試験を行った結果 アルコールは 10%以下で

かつピルビン酸は 150ppm以下となり，ジアセチル桑

の発生の可能性がかなり低い仕込み方法であることが

分かつ t:.o

福岡県農業総合試験場が開発した，倒伏に強く多収

令くおカ夢酵母1寺

~I 発酵|ゑ iゐ i桝ソ川書
出18Ei約2翻

① ①  
第 1額 二段仕込みによるソフト清酒製造方法
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で酒造i盗殺に後れる酒米「夢一献」と爽やかな酸味を

有するリンゴ酸の高生産酵母「ふくおか夢酵母J，そ

して香味のバランスを調和させアルコール 10%以下

とする「二段仕込」で製造方法が出来上がった。低ア

ルコール清酒の製品化に移る段階で，我々は刊誌アル

コールJという言葉は消費者にマイナスのイメージを

与えるとして「ソフト清滋Jと呼ぶこととしたo r夢
一献上「ふくおか夢酵母J. r二段仕込Jという醸造条

件での「福岡オリジナルソフト清酒j製造を県内の蔵

元に呼びかけたところ， 10の蔵元から趣旨に賛悶を

いただいた。王子成 17年の年明けから各蔵の独自性が

発揮された「福岡オリジナルソフト清酒」製造が行わ

れた。「爽快感があり，上品な味Jの微発泡性ソフト

清沼と「後味のサッパリした清j箆らしさ」がある普通

タイプのソフト清酒の大きく分けて 2通りが完成した

(第 l表)。円高向オリジナルソフト清溜jであること

を示す統一タグをピンにかけることで福間の統一ブラ

ンドであることを示し，平成 17年 2月に販売された。

3. 多駿性清酒酵母の開発 13)

引き続き我々は，第 2章「福岡オリジナルソフト清

酒の開発jで述べたリンゴ酸高生産酵母の分隊と同様

第 1表 10社の f福岡オリジナルソフト清酒Jの成分

アルコ一

日本酒N:

酸度

-49 --84 

3.6 -7.4 

アミノ酸度 0.3 -2.1 

+3.7 
1.5 

の手法を用い，清酒もろみからコハク酸， リンゴ酸，

乳酸等の有機酸の生産が変化した自然突然変異した多

酸性酵母の分離に取り組んだ。 5i箆造年度にわたり清

酒もろみからの有機酸の生産性に特徴のある酵母の分

離を行った。第 2図にj新聞もろみからのリンゴ霊堂高生

産酵母の分離の流れを示す。まず，清酒もろみを寒天

培地に接種し生育してきたコロニーを取得した。その

際に翼手母とそれ以外の微生物は形態で区別した。 1種

類のもろみから 10株をめどに酵母菌株の取得を行っ

た。なお，取得した菌株が麹汁での発酵試験において

生育が極めて悪い場合は酵母ではない可能性が高いた

め，取得滋株から削除したo K7系酵母を使用した 30

種類の清酒もろみから合計 240株の酵母を取得しそ

れらを用いて麹汁による発酵試験を行った結果，親株

のK7酵母に対してリンゴ酸の高生産性を示す 17株

が得られたが，清酒の小仕込試験を行った結果，親株

の K7酵母に対してリンゴ費支あるいはコハク酸，乳酸

の高生産性を示す株は得られなかった。一方， K9系

酵母を使用した 75種類のj街頭もろみから合計 523株

の酵母を取得しそれらを用いて麹汁による発酵試験

を行った結果，親株の K9系酵母に対してリンゴ酸の

高生産性を示す 39株が得られた。 39株について清酒

の小仕込試験を行った結果，毅株の K9系酵母に対し

て1.5から 2倍のリンゴ畿の高生産性を示す株が7株，

2倍以上のリンゴ酸の高生産性を示す株が 13株得ら

れた。

第2表に各酒造年度の処理もろみ数と得られたリン

ゴ酸高生産株の頻度をまとめた。 5酒造年度の隠に

揺間県内の酒造メーカーから溝酒もろみを採取

多酸性酵母
(綴株!こ対して2倍以上の生産整)

第2毘 清酒もろみからの多酸性酵母の分離の流れ
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ロヘキシミドへの耐性及びジメチルコハク酸への耐性

は毅株と問じであり，シクロヘキシミドへの耐性株あ

るいはジメチルコハク酸感受性株とは異なったメカニ

ズムでリンゴ酸高生産性を獲得したと考えられる。

次に， K1-S株を使用した清酒もろみから分離され

たリンゴ酸生成の高い 12BY24-2株に注目して，

YM-10培地 (0.3% yeast extract， 0.5 % ma!t extract， 

1 % po!ypeptone， 10%グルコース)で培養を行い，

経待的に発群特性を調べた。 12BY24-2株と親株であ

るK1-S株を 30m!の YM-10培地に一白金耳接稜し

20"Cで 3日間静置して前培養を行った。次に，酵母密

度が 1X 105 cells/m!になるように 100m!の YM-10

培地に植菌を行ったものを 6本準備し 20"Cで静置培

養を行った。 12，24， 36， 48， 60， 72時間経過後 1

本ずつサンプリングを行い，素早く 4"Cで遠心分離し

上清を有機酸及びグルコース，エタノール分析に供し

た。培養上清中の有機被分析は，高速液体クロマトグ

ラフイー(島津有機酸分析システム，使用カラム-

Shim-pack SCR-102H)で行つ t:.o エタノール及びグ

ルコースの分析は，高速液体クロマトグラフイー

(TOSOH 8010，使用カラム:Aminex HPX-87C，主食

出器:RI)で'1l'った。

第 3図に生育曲線を示す。 2つの株ともほぼ同様の

速度で生育し，培養 48時間で定常期に入ることがわ

かった。

サンプリングした時間において培養液上清の成分分

各酒造年度の処理もろみ数と得られたリン

ゴ酸高生産株の頻度

Q
U

一
L
一4
5

3

6

K
 

KA・1

5 

2 
0 

3 

回一

7

3

0

3

第2表

j霞造年度

12BY 

13BY 
14BY 

15BY 

a頻度=リンゴ薮高生産株が得られたもろみ数/会もろみ数

K9使用のもろみの 16種類， KA-1使用のもろみの 12

種類から分離を行ったが， リンゴ酸高生産株は得られ

なかった。 KA-1自社保存株 K1-Sからは 28もろみの

うち 2もろみからリンゴ重量高生産株が得られている O

K9011吏用のもろみからは， 7もろみのうち 3もろみ

から得られていでかなり高頻度といえる。泡あり酵母

である K9及びKA-lから得られていない点，泡あり

酵母である KA-l自社保存株からの分離頻度は K901

からのそれより jg;い点を考えると， K901のi包なし'生

がリンゴ酸高生産性獲得に影響しているのかもしれな

清酒もろみから分離したリンゴ駿高生産株の特性を

明らかにするために，まず， リンゴ酸高生産株の分離

の表現型として用いられているシクロヘキシミドへの

耐性及びジメチルコハク酸への感受性を調べた。シク

リンゴ酸高生産清酒欝母の特性4. 

しミ。

10 

0.1 

ロロ申。。

80 60 40 

培養時間(h)

20 

0.01 

O 

265 

生育曲線第 3諮

第 5号第 106巻



めた 36及び 48，60時間で、行った(第 6図)0酵母密度

が 1X 105 cells/mlになるように植菌を行ったものを

4本準備し 20"(;で、静霞培養を行った。 30，36，48，60時間

経過後 l本ずつサンプリングを行い，素早く 4"(;で遠

心分離し集蕗した。集菌した菌体からそれぞれ

mRNAを銅製し， Kl-S株から調製した mRNAを

Cy5で， 12BY24-2株から調製した mRNAをCy3で

蛍光ラベルした。さらに 約 6000個の出芽酵母の遺

伝子が回定化されたカスタムメイドチップに対してパ

イブリダイゼーションを1Tい，マイクロアレイスキャ

ナーを用い，発現プロファイルデータを収集した。収

集した発現プロファイルデータに対して， MIDAS: 

Microarray Data Analysis System (http://www.tm4 

org/midas.htmJ)を用いて LOWESS正規化を行い，

析を行った。その結果，第 4闘に示すように

12BY24-2株は Kl-S株に比べてグルコースの消費速

度が少し遅く，エタノールの生産量が少なかった。第

5図に示すように， 36時間以降でリンゴ酸の生産が始

まり， 12BY24-2株の方がリンゴ酸を多く生産してい

ることがわかった。

リンゴ酸高生産清濃酵母のリンゴ酸高生産メ

カニズムの推定

5. 

更なる特性解明とリンゴ酸高生産メカニズムの推定

を行うために 12BY24-2株について， DNAマイクロ

アレイによる遺伝子発現解析を行った。培養条件は先

に記述した方法と向様で，サンプリングは， リンゴ酸

が生産され始める直前と考えられる 30時間，され始

ー___G¥ucQse 12BY24-2 

-O-Glucose Kl-S 

一揖i-Ethanol 12日Y24-2

--cトEthanolKlωS 

12 

4 

2 

10 

8 

6 

(
訳
)
倒
刷
機

40 60 

培養時間(h)

グルコースと消費最とエタノールの生産量の経時変化

80 20 

第 4罰
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主 60
且

議50

R40 旬、
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繍 20
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80 40 

t憲懇時間(h)
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第 6密 DNAマイクロアレイ解析のサンプリングポイント

発現量の変化した遺伝子の抽出は MIDASの slice

analysis機能を用いて z-scoreの絶対僚が2以上の遺

伝子を発現最の変化した遺伝子として抽出した。

DNAマイクロアレイ法では，数千から数万にも及

ぶ遺伝子を解析対象とするため，一度の実験で遺伝子

発現の変化している遺伝子数は，数十から数寄に及ぶ。

そのため，発現の変化した遺伝子群は， どのような機

能をもっ遺伝子若手で構成されているかを知ることは発

現プロファイル解析の第一歩であり，その際に GO

termが大きな威力を発援する。本研究では，その機

能遺伝子群の構成を統計的に計算するために SGDGO 

term finderを用いた。 SGDは， Saccharomyces Ge 

nome Databaseの絡で，出芽酵母の全ゲノム遺伝子

情報データベース (http://www.yeastgenome.org/)

である。この webページよで GOterm finderが利用

可能である。

ここで， SGD GO Term Finderについて説明する。

まず¥遺伝子リストを入力し， molecular function， 

biological process， cellular componentの3つのカテ

ゴリーのうち 1つを選択する。次に，入力された遺伝

子リスト中に有意に存在している特徴的な GOterm 

を決定するため， SGD GO Term Finderは二項分布

を用いて p-valueを計算する。計算された p-valueは，

低いほど偶然により選抜される確率が低いため，遺伝

子群に特徴的な GOtermであると判断できる。最後

に， p-valueを指標として得られた GOtermの関係を

階層的に整理した留が作成され，出力される。ここで

は，各時間で発現量の変化した遺伝子をそれぞれ

第 106巻第 5号

SGD GO T巴rmFinderにカ冶けた後:に， biological pro-

cessのカテゴリーの内で p-valueが低く，特徴的な

GO Termを抽出した。

発現プロファイルデータを正規化後，各時間におい

て発現量の変化した遺伝子を抽出した。各時間で抽出

された遺伝子数は. 30時間で 249倒， 36時間で 232

倒， 48時間で 268個， 60 時間で 280偲であった。各

時間で発現量の変化した遺伝子若手の特徴を調べるため

に， SGD GO Term Finderを用いて p-valueが 0.01

よりィ、さい biologicalprocessの GOtermをf由出し，

その結果を第 3表にまとめた。

培養 30時間と 48時間でチアミン生合成酵素群の遺

伝子が属する Thiaminbiosynthesisが抽出され，有

意に発現最が変化していた全ての遺伝子発現量が親株

に比べて低下していた。チアミンはチアミンニリン酸

(TPP)の形でピルビン酸デヒドロゲナーゼ (PDH)

及びピルビン酸デカルボ、キシラーゼ (PDC)の補酵

素として作用し， ミトコンドリアで起こる TCAサイ

クルの入り口にあるピルビン酸デヒドロゲナーゼが触

媒するピルビン酸からアセチル同CoAの反応に関与す

るとともに，細胞質で起こるピルピン駿デカルボキシ

ラーゼが触媒するピルビン酸からアセトアルデヒドの

反応、に関与する(第 7図)。チアミンとリンゴ駿の生

産性については既に報告があり， もろみ中にチアミン

または TPPを添加するとピルビン酸が減少しリンゴ

裁の生成が抑制される1-1)。リンゴ酸高生産株

12BY24-2株ではチアミン生合成酵素群の遺伝子発現

蚤が低下しているため，菌体内のチアミン量が少ない
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と考えられる。したがって， 12BY24-2株ではチアミ

ンを添加した場合と逆のことが起きているのではない

かと捻祭している。すなわち， 12BY24-2株では菌体

内チアミン最低下のためどルどン酸デヒドロゲナーゼ

とピルビン酸デカルボキシラーゼ活性が低くなり，そ

のため萄体内ピルピン酸が蓄積し， ピルビン酸からオ

ギザロ酢酸を経てリンゴ酸が作られる経路が活性化さ

れることでより多くリンゴ酸が生成されることがリン

ゴ酸高生産性の原因ではないかと考えている。

6. ふくおか夢醇母 1号及び3号を用いた新タイ

プの溝i茜

ここで最近のふくおか夢酵母 1号 (12BY24-2株)

及びふくおか夢酵母 3号を用いた新タイプの清漉の商

品化事例を紹介する(第4表)。ふくおか夢酵母 l号

については，第 2章「福岡オリジナルソフト清酒の開

発Jを参照されたい。ふくおか夢酵母 3号は，第 3章

で述べた「多酸性清酒酵母開発Jの際に， リンゴ酸の

第3表発現量の変化した遺伝子群における特徴的な GOTerm 

Cutivation tim巴 (h) C在tεgones Regulation p-value 

30 Ty element transposition down 4.40 X 10-4 

glycolytic fermentation up 1.16 X 10-3 

thiamine biosynthesis down 2.79 X 10-:< 

steroid biosynthesis up 7.87 X 10-3 

regulation of glycogen catabolism up 8.26 x 10サ

36 glucose transport down 4.24 x 10-:; 

48 thiamine biosynthesis down 4.49 X 10-5 

sulfate assimilation down 5.40 x 10-" 

methionine metabolism down 1.70 x 10-:3 

acetyl-CoA biosynthesis from pyruvate up 2.53 x 10ω3 

malate metabolism up 5.57 X 10-3 

water transport down 5.57 x 10サ

60 amino acid transport down 1.00 X 10-4 

hexose transport up 6.26 x 10ω3 

response to drug up 6.98 X 10-3 
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第4表ふくおか 夢酵 母 l号及びふくおか夢酵母 3 評を博し商品として定着している。最後に E社が平

号を用いた商品 成 20年に商品化したスパークリング清酒を紹介する。

蔵元名ふくおか夢酵母 '一 ふくおか夢酵母 1号と福岡県産米を使用し，アルコー11草案目 1泉キ十*

l号 どぶろく 山悶錦

At土 3号 純米吟醸酒 山回錦

3号 純米i医 夢一獄

3号 スパークリングi青i函 夢一献

B干上 3号 純米吟醸酒 山図録

C社 3号 純米i酉 喜喜一獄

D社 3号 純米自今醸酒 山田錦

E社 l号 スパークリング清酒福岡県産米

生産量は1.5倍程度しかなかったがカプロン駿エチル

の生産量が2倍程度ある菌株， 15BY16町9株として分

離された 15)0 15BY16-9株で製造した清酒は K9を使

用した清酒とは異なり，特徴がある香味を示した。平

成 18年から県内の湾造メーカーに PRし，現在4社

に使用していただいている。以下，蔵元別にふくおか

夢酵母 1号及びふくおか夢酵母 3号を用いた商品化事

例を紹介する。

A社は f福岡オリジナルソフト清滋j も商品化さ

れたが，その時のノウハウを活かし， 3年前からふく

おか夢醇母 1号を用いたどぶろくも商品化されている

(アルコール約 6%，日本j笥度約ー60，酸度約 4)。また，

ふくおか夢酵母 3号と福岡県産山田錦及び夢一献を用

いた，純米吟穣j酉，純米酒，スパークリング清潔を臨

品化されている。純米吟醸酒，純米酒， どぶろくも好

評で商品として定着している。 l年前から新たな試み

として，純米吟醸酒を瓶内二次発酵させたシャンパン

風の清濁の商品化に取り組み販売したところ，とても

好評で今年から本格的に販売する予定である。 B社は，

平成 18年酒造年度から他社に先駆けてふくおか夢酵

母 3号を用いた清酒の商品化に取り組まれ，ふくおか

夢酵母 3号と福岡県産山田錦を用いた純米吟醸酒を磁

品化された。この純米自今燦j酉は，福岡県内の特定の地

酒酒販)苫にだけ出荷し若い女性を中心に好評で，現

在発売から約 3倍の製造数量である。 C社の製品は，

福岡県藤夢一献を用いた純米酒であり，平成 20年の

発売から好評で，商品として定着している。昨年新た

な試みとして，アルコール 15%で「夏吟穣」と称し

て東京で販売したところ，数日で完売するほどの好評

を博した。 D:t土もふくおか夢酵母3号と祷岡県産山田

録用いた純米吟穣j践を商品化された。王子成 21年の発

売から好評で，昨年香港への輸出を試み，香港でも好

第 106巻第 5号

ル分 7%，爽やかな甘酸つばさが特徴で，これまで日

本溜になじみのなかった方や女性に大好評である。

7. おわりに

かつては日本三大滴どころの一つを言われていた福

間県であるが，製造数量はかなり落ち込んでいる。ま

た福岡県の県産酒シェアは 20%前半という状況であ

る。このような状況を打開するために，福岡県酒造組

合と連携しさまざまな取り組みを行っているが，今回

紹介した“酸味を活かした"福岡オリジナル酵母の関

発が福岡操溜造業界の知名度向上と活性化につながり，

門高凋の溺の復権jに貢献できればと考えている。
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