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時は、1950年代。 
鹿児島県の焼酎業界は、零細蔵元が群雄割拠する時代だった。 

しかし1960年代に入ると 
国の法律「中小企業近代化促進法」が施行されたことで 

蔵元の集約化による企業規模の拡大、経営の安定などが図られた。 

いわゆる「協業化」である。 

1970年７月、鹿児島県国分市および姶良郡の蔵元10社が、 
「加治木酒造協業組合」を設立。 

それが現在の国分酒造株式会社の原点となった。
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笹⼭＆安⽥ コンビ結成前夜
国分酒造株式会社・前史

Prologue
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1970年に発⾜した加治⽊酒造協業組合は、 
多額の借⾦を抱えて経営危機に陥る。 

1986年、製造免許の⼀本化に賛同した６社により 
「国分酒造協業組合」として再出発へ。

笹⼭＆安⽥コンビ・笹⼭ 護の⽗、笹⼭健⼀郎は、京都⼤学への進学を諦めて
⾼校卒業と同時に家業の蔵「関の露酒造」に⼊った。そして若⼲22歳で社⻑
となる。 

1970年、「関の露酒造」も含めた地場中⼩の10社でスタートした加治⽊酒
造協業組合だったが、その後経営難へと陥り、多額の借⾦を抱えて離脱者も
出る状態となった。 

しかし健⼀郎は、焼酎造りの道でしか⾃分は⽣きていけないと、組合再建の
ために奔⾛する。 

ついに、酒造免許の⼀本化で合意した組合員によって「国分酒造協業組合」
として再出発し、健⼀郎はその初代理事⻑に就任した。 

1986年10⽉18⽇、新⽣なった国分酒造協業組合から、今も残る定番『さつ
ま国分』が発売されたのだった。
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安⽥さんの 
蔵⼈時代のお写真

1986年の「国分酒造協業組合」の発⾜とともに、 
安⽥宣久(やすだ のぶひさ）が蔵⼈として⼊社。 
1992年には杜⽒(酒造りの最⾼責任者）となる。

国分酒造協業組合の発⾜と同時に、ひとりの若者が職員として参加してき
た。それ以降の国分酒造の発展を⽀えた、杜⽒・安⽥宣久である。 

その経緯を安⽥⾃⾝に語ってもらった。 

『地元の⼤学を卒業後、県内の薬品卸会社に就職したが、”もの造り”への思
いがどうしても絶ち難く、その会社を辞め、新しい仕事を探していた。 

ちょうどその頃、おじ(国分酒造の組合員)が新しく焼酎会社を皆で⽴ち上げ
るので、⼀緒に働かないかと誘われた。 

ちょっと迷ったが、⺟の実家が⼩さな芋焼酎蔵だったことや、⼦供の時分に
昔ながらの杜⽒と蔵⼦の芋焼酎造りを⾒ながら育った思い出があったことも
あり、働くことに決めた。 

しかし、跡取りでもないのに、⾃分がまさか焼酎造りの世界に携わることに
なるとは、思いもよらなかったことだと思う・・・』 

（次⾴に続く）

1998年
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『その当時、60歳で他の蔵から移ってきた、渡り職⼈の阿多杜⽒の下で、5
年間⼀緒に働き、65歳で定年退職した先代を引き継ぎ、杜⽒を任された。 

芋焼酎、⻨焼酎、⽶焼酎造りの基本は、先代から教わった。 

焼酎造りは、⾃分にとって⾼いハードルの連続だったが、世の中にこんなに
楽しい仕事があるなどということは、当時は考えてもみないことだった。 

その頃、蔵を悩ませていたのが、⽔の問題だった。 

⽔質は驚くほど良かったのだが、時折、何千年も前の⽕⼭灰様の細い砂が混
じることがあって、機械故障の原因になることがあった。解決するのに時間
がかかったが、それは南に桜島、北に霧島⼭があり、その中間に位置する蔵
の宿命だと⾔える。 

その問題を解決するために、⽔道配管、電気⼯事などの現場の業者と共に修
理しながら、共に勉強したことが、後に、麹製造装置、芋蒸し機、蒸留器の
改造に⼤いに役⽴ったと思う。』 

安⽥が杜⽒に就任して、2022年には30周年を迎える。

2018年
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1998年、笹⼭ 護(ささやま まもる）、東京から帰郷。 
理事⻑の⺟の元、総務部⻑に就任する。

「国分酒造協業組合」は、当初4億数千万円の銀⾏借り⼊れを抱えてのス
タートだったが、発⾜2年後の1988年には⿊字に転換する。 

組合の経営も波に乗り始めたその頃、笹⼭ 護は、1989年に東京の⼤学を卒
業して⼤⼿都銀に就職、銀⾏マンとして活躍していた。 
とはいえ、⺟・千枝⼦からは「いつかは蔵を継いでくれ」と⾔われるように
なって、笹⼭も漠然と帰郷を考えてはいたのである。 

事態が急変したのは、蔵の経営も安定を⾒せた1997年。⽗・健⼀郎が⼤腸
ガンに冒されたのだ。 

「業界、組合が将来⾶躍するには、県外で売れる体制を作らねば」。 

1997年の⼤晦⽇、⽗のそんな⾔葉を思い返しながら、笹⼭護は⾃動⾞で東
京を出発。年が明けた1998年１⽉１⽇、故郷に戻ってきた。 

そして2001年２⽉、健⼀郎逝去。⺟・千枝⼦が理事⻑となった新体制のも
と、笹⼭ 護は総務部⻑として活発に動き始める。
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1980年代、大分県産の麦焼酎が全国を席巻する。 
ライトで軽快な味わいが、今まで甲類焼酎を飲んでいた全国のユーザーに広まった。 

麦100％麦焼酎が全盛を極める中、 
「臭い」というイメージをもたれていた芋焼酎は苦戦を強いられた。 

芋焼酎は製造期間が限られることから、鹿児島県の中小蔵元は、 
麦焼酎メーカーへの未納税移出で年間の経営安定を図った。 
また「臭い芋焼酎」からの脱却を目指し、 
洗練度を高める努力も続けられたのである。 

しかし、その状態から独自の道を模索する蔵も現れ始めた。 
さらに芋焼酎そのものにも大きな波が、目前に迫っていた。 

そんな時代の転換点に、笹山＆安田コンビはスタートを切った。
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Combination of The 2

国分酒造株式会社 代表取締役社⻑ 笹⼭ 護(ささやま まもる) 

東京で⼤⼿の銀⾏マンとして活躍していたが、 
1998年、理事⻑の⽗健⼀郎のガン発病により、急ぎ帰郷して組合に参加。 
翌99年、全国の取扱店を⾏脚、販売サイドとの良好な関係づくりを⾏い、 
以後繰り広げられる安⽥とのチャレンジの⼟台を固めた。 

1966年：⿅児島県国分市(現 霧島市)に⽣まれる。 
1989年：東京理科⼤学⼯学部卒業後、株式会社住友銀⾏(現 三井住友銀⾏)⼊⾏。 
1998年：国分酒造協業組合 ⼊社 
2011年：国分酒造協業組合 代表理事に就任 
2015年：株式会社化に伴い、代表取締役に就任 
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現代の名⼯ 安⽥宣久(やすだ のぶひさ) 

国分酒造のイノベーションを⽀えるキーマン。 
2017年に⿅児島県の杜⽒では３⼈⽬となる「現代の名⼯」として、 
厚⽣労働省より表彰される。 

1951年：⼤阪府吹⽥市⽣まれ。⿅児島⼤学農学部卒業後、地元企業に就職。 
1986年：国分酒造協業組合(現:国分酒造株式会社)に⼊社。 
    当時の今城杜⽒(阿多杜⽒)のもとで焼酎造りを学ぶ。 
1992年：国分酒造の杜⽒となる。 
1997年：芋麹造りに取り組み、焼酎業界初の芋100%焼酎『いも麹芋』を開発。 
    以来『蔓無源⽒』『安⽥』『維新ノ⼀滴』『フラミンゴオレンジ』 
   『クールミントグリーン』など、業界の話題作、画期となる商品を送り出す。 

2015年：⿅児島県より県優秀技能者知事表彰 
2017年：⿅児島県の杜⽒として3⼈⽬となる『現代の名⼯』として厚⽣労働省より表彰。 
2019年：内閣府より⻩綬褒章を受章。

Combination of The 2
［「現代の名⼯」技能功績の概要］芋焼酎製造に⻑年従事し培った技能を有し、特に製麹技能に卓越し
ている。蒸した芋に直接種麹を付けて発酵させる固体発酵技術による芋麹の製法を確⽴し、芋麹による
芋100%焼酎を開発したほか、製麹に三昼夜かける｢⽼麹(ひねこうじ)｣と⼆次醪の⻑期発酵という⼤正
時代の⼿法を再現した芋焼酎の開発等、常に新たな芋焼酎の開発に取り組んでいる。また、研究会等で
芋麹に関する技術を提供するなど、後進の指導・育成に貢献している。 
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現在、経営者である蔵元が杜氏を兼ねる酒造会社は多い。 

しかし、かつては蔵元は杜氏を雇うものであり、 
また蔵元は杜氏の造りに口を出さないという不文律もあった。 

笹山が蔵に戻って、２年目の2000年、 

「自分の思い通りの焼酎を造らせてほしい」 

と、安田は笹山に申し出た。 

以来、笹山は安田に造りの全てを任せている。 

その信頼関係が生んだ作品の系譜を辿ってみたい。

Combination of The 2
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国分酒造パースペクティブ
笹⼭＆安⽥コンビ、その焼酎づくり30年の道程を俯瞰する

Chapter 1
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銘柄 国分 ⿊⽯岳 ⻩麹蔵 いも麹芋 純芋 ⼤正の⼀滴
蔓無源⽒ 

原酒
蔓無源⽒ 

26度 安⽥ 維新の⼀滴 グラナート
フラミンゴ 
オレンジ

クールミント
グリーン

発売年⽉ 1986/10 1994 1996 98/PB 99/全国 2001/5 2001/秋 2006/10 2009/10 2013/10 2013/10 2016/10 2018/6 2020/8

ラベル

種麹 ⽩麹 ⿊麹 ⻩麹  芋麹専⽤⽩麹 ⻩麹 ⿊麹 ⿊麹 ⿊麹 ⿊麹 ⻩麹 ⽩麹＆⿊麹 ⽩麹 ⽩麹

麹原料 国産⽶ 国産⽶ 国産⽶ サツママサリ サツママサリ＆ 
紅はるか

夢⼗⾊＆タイ⽶ 霧島産 
「夢⼗⾊」

霧島産 
「夢⼗⾊」

蔓無源⽒ 国産⽶ 国産⽶ サツママサリ 国産⽶

酵⺟ ⿅児島２号 宮崎酵⺟ ⿅児島４号 ⿅児島２号＆⿅児
島⾹り酵⺟１号 ⿅児島５号 c-14酵⺟ c-14酵⺟ c-14酵⺟ i-33酵⺟ 蔵付酵⺟ 宮崎酵⺟＆ 

i-33酵⺟
⿅児島⾹り酵⺟

１号
⿅児島⾹り酵⺟

１号

芋品種 サツママサリ サツママサリ サツママサリ サツママサリ
サツママサリ＆ 

紅ハルカ
サツママサリ＆ 
コガネセンガン 蔓無源⽒ 蔓無源⽒ 蔓無源⽒

製造年によって
変わる

サツママサリ＆ 
隼⼈芋 サツママサリ サツママサリ

度数 25 25 25 26 35 25 34前後 26 26 27 25 26 26

製法の 
特徴

国分酒造の焼酎の
ベースとなる造り

濾過器使わず 
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を使⽤

業界初 
芋麹を使った 
芋100％焼酎

「いも麹芋」の⻩
麹版

⼤正時代に⾏われ
た⽼麹づくりを 

再現

100年前に県下で
栽培されていた 

品種を復活

100年前に県下で
栽培されていた 

品種を復活

100年前の芋で 
仕込んだ 

芋100％焼酎

明治期の⽣もと造
り。乳酸発酵。ツ
ブロ蒸留器使⽤。

カロチン系の芋で
仕込んだ焼酎と 
⿊麹の芋焼酎の 

ブレンド

「いも麹芋」の減
圧版。モノテルペ
ンアルコール増。

⽶麹・芋・酵⺟を
どんぶり仕込み。
酢酸イソアミル

増。

味わい ⽢⼝、スッキリ ⼒強く男性的 芋焼酎とは思え
ない華やかさ

スッキリとした
切れ味

華やかさと 
切れ味

濃い味わい ⽢味・濃い味 ⽢味・濃い味 ライチにも似た 
果実系の⾹り

昔懐かしい 
ような⾵味

華やかな⾹りの
中に深い味わい

果実・柑橘の⾹
り引き⽴つ

ミント系の爽や
かな⾹り

飲み⽅ お湯割り
お湯割り 
ロック

ロック 
⽔割り

ロック 
お湯割り ロック お湯割り・燗 お湯割り・前割 お湯割り・前割

ロック 
炭酸割り

ストレート 
お湯割り

お湯割り 
ロック

ロック 
炭酸割り

ロック 
炭酸割り

国分酒造アイテムのスペック⼀覧

新たな技術開発、消滅の危機に瀕した原料芋の復活、仕込み⽅法の再⽣など、新旧取り混ぜた挑戦の数々。
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「⾹り焼酎」ジャンル創出につながった３つのKey、「原料芋」「酵⺟」「熟成芋」。

②「⿅児島⾹り酵⺟１号」
⿅児島⾹り酵⺟1号(ko－CR－37)は、⿅児島県⼯業技術センター
で開発された芋焼酎⽤の⾹り酵⺟で、⼀般的にはバナナのような⾹
りが⾼くなる酵⺟である。 

2017年秋、この酵⺟が解禁された。すぐに取り寄せた安⽥は『フ
ラミンゴオレンジ』の仕込みで使⽤してみた。 

それはもろみの段階ですでに、とても⼼地良い果実系の⾹りが⽴
ち、前年に⿅児島2号酵⺟で仕込んだ時と⾹りが全く違っていたの
である。安⽥でさえ、その芳⾹にとても驚いたほど。 

「この酵⺟との出会いがなかったら、『フラミンゴオレンジ』は⽣
まれてこなかった」と、安⽥は語る。

①原料芋「サツママサリ」
スペック⼀覧表をご覧になって気づかれただろうか。国分酒造では
仕込みに「コガネセンガン」を使っていない。 

2013年から「サツママサリ」による仕込みを開始し、2018年には
「コガネセンガン」の全量を「サツママサリ」に切り替えることが
できた。 

「サツママサリ」は「コガネセンガン」と⽐べて、いもの凹凸も少
なく貯蔵性が良く、原料当たりのアルコールの歩留まりも⾼い。さ
らに出来た焼酎は⽢い果実系の⾹りとさわやかな味が際⽴つ。 

⾹り焼酎の嚆⽮となった『フラミンゴオレンジ』の誕⽣は、「サツ
ママサリ」があってこそと考えている。

サツママサリ
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③熟成芋の活⽤。それは農家の気持ちに応えたい杜⽒の想いが発端だった。
芋は畑でしばらく置かれた間に傷んでいたが、⾕⼭⽒が傷んだ
箇所をわざわざ切って蔵に持参されたのだ。安⽥は、この⾕⼭
⽒の思いに応えるために、熟した芋を使って仕込んだ。しか
し、結果は⾮常に刺激臭の残る焼酎になってしまった。 

ところが、である。貯蔵していた翌年夏の頃から、この刺激臭
に変化が出てき始めた。刺激臭の中にも、少しずつ、果実系の
⾹りを感じ始めたのだ。 

2013年10⽉、芋焼酎『安⽥』と命名して、この焼酎を発売した。
不安いっぱいの中での発売だったが、これまでにない⾹りの焼
酎ということで、 
『安⽥』は、すぐ 
に完売となった 
のである。

「蔓無源⽒」の貯蔵熟成⾵景

｢⾹り焼酎｣誕⽣のきっかけとして、芋畑でしばらく置かれたた
めに熟成した芋の存在がある。 

2012年10⽉、「蔓無源⽒」の芋を使った芋100%焼酎に初めて
取り組み、上々の出来に仕上がった。 

初年度はこれで終わりの予定だったが、12⽉に⼊った頃、「蔓
無源⽒」農家である⾕⼭秀時⽒から連絡が⼊った。畑にまだ
「蔓無源⽒」の芋が残っているというのである。

「蔓無源⽒」
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国分酒造イノベーション相関フロー：３つの⼤きなベクトルが好循環することで、国分酒造の新機軸が⽣み出された。

１ 
技術⾰新

２ 
伝統回帰 
【原料】

3 
伝統回帰 
【製法】

⾰新×伝統

明治時代の 
製法の再現 
⽣もと造り

芋100％ 
＋ 

100年前の芋 
＋ 

熟成芋の使⽤

⿅児島⾹り 
酵⺟１号 

＋減圧蒸留

芋100％＋ 
新酵⺟＋ 
減圧蒸留 

で⾹り抽出

⿅児島⾹り 
酵⺟１号 

＋減圧蒸留

⾃家醸造時代 
の製法の再現 
どんぶり造り

どんぶり造り＋ 
新酵⺟＋ 
減圧蒸留 

で⾹り抽出

⾹味成分 
への着⽬

⾰新の契機 
価値の転換

【販売店の疑問】 
なぜ芋焼酎には 

芋100％が 
無いのか？

【杜⽒の疑問】 
⼤正時代に飲まれ
ていた焼酎は、今
よりももっと旨
かったのでは？

【杜⽒の疑問】 
明治維新の 

志⼠たちが飲んで
いた焼酎とは？

【杜⽒の疑問】 
明治・⼤正時代は 
使っていた芋が 

今とは違うのでは
ないか？

【評価軸の逆転】 
これまで芋焼酎づ
くりで除こうとし
ていた⾹味をポジ
ティブに捉える

100年前の 
原料芋の 

復活

⼤正時代の 
製法の再現 
⽼麹造り

芋麹の開発 
芋100％ 

焼酎

安⽥杜⽒20年の 
技術の集⼤成

『いも麹芋 丸造り』 
いも麹芋＋減圧蒸留

原料芋を 
サツママサリに変更

熟成芋

inspire

【常識を捨てる】 
農家が持参した、
本来なら捨てる熟
れすぎた芋を活か

せないか？
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⼀⾔でいうなら「温故創新」。  

「技術の⾰新」と「伝統への回帰」とが融合して、 
新たな次代のイノベーションを⽣み出した。 

業界初の芋100％焼酎『いも麹芋』を起点に、 
安⽥の酒造技術の集⼤成ともいうべき『安⽥』を結節点として 

発展形となった『フラミンゴオレンジ』『クールミントグリーン』により 
”⾹り焼酎”という新たな本格焼酎の沸点に到達した。
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2002年、全国的に本格焼酎ブームが勃発した。 

“芋焼酎らしくない芋焼酎"が話題を呼び、 
これまで「臭い」と忌避された事が嘘のように脚光を浴びた。 

街には、さまざまな銘柄を揃えた「焼酎バー」が林立、 
一部の店では高額なプレミア価格の「幻の焼酎」が棚を飾った。 
東へ北へ、全国へ、燎原の炎の如くブームは拡大したのである。 

しかし、その一大ブームのはるか以前、 
芋焼酎が業者や消費者から見向きもされなかった冬の時代。 

各地の蔵元を熱心に巡って、現場を知り実情に耳を傾け、 
本格焼酎の可能性に賭けた酒販店もあった。

2000年、初めて蔵を訪問した「酒のこばやし」店主と笹⼭
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銘柄インサイド・ストーリー
蔵元 vs 酒販店 製販それぞれの⽴場から銘柄の「裏話」を語る

Chapter ２
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酒のこばやし ⼩林昭⼆(こばやししょうじ) 

本格焼酎業界で「⼩林⽒を知らねばモグリ」と⾔われる程の有名店主。 
東京江⼾川区に店を構え、取引する焼酎蔵の数は国内でもトップクラス。 
焼酎が⼀般的でない時代に、関東で取組をはじめた酒販店の魁けの⼀⼈。 
著書に『こだわり店主がズバリ選んだ本格焼酎55』(⽇経ビジネス⼈⽂庫) 。 

1957年：東京・中央区新富町⽣まれの、⽣粋の江⼾っ⼦。 
1983年：家業である酒屋「⼩林⾷品店（酒のこばやし）」を継ぐ。 
1980年代後半：それまでの⼀般酒販店からの脱却を試みはじめた。 
    「⽇本の酒」として本格焼酎の可能性を確信し、蔵元直送の商品を販売開始。 
1990年代後半〜現在：新聞や雑誌などマスコミから、取材や銘柄紹介の依頼を多数受ける。 

2005年：⽇経ビジネス⼈⽂庫より『こだわり店主がズバリ選んだ本格焼酎55』を出版。

Combination of The 3
※以下、敬称略
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いも麹芋 
1998年10⽉ PB発売 
1999年12⽉ 全国発売

業界初の、芋麹を使った芋100％焼酎。 
杜⽒・安⽥宣久にとって「現代の名⼯」や「⻩綬褒章」 
など表彰の⼤きな理由となった作品。 

当初はアルコールがなかなか出ず、もろみの廃棄にまで追い込
まれそうになったが、研究の深化により”蒸した芋に直接種麹
を付けて発酵させる固体発酵による芋麹の製法”を確⽴した。 

⼀⼤焼酎ブームが到来する５年前の1997年に取り組みが開始
され、翌年に商品化が実現。1999年に全国発売が開始され
ブーム全盛時に国分酒造の存在感を⽰した。
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「なぜ芋には芋100％焼酎がないのか？」。1997年、地元酒販
店の問いに押されて、”いも麹”造りへのチャレンジが始まった。 

当時、芋焼酎造りに使われる麹は全て⽶麹であり、それが疑う
こと無き”常識”だったのだ。 

”いも麹を使った芋100%の焼酎造り”へ取り組むための最初のス
テップは、⾃⾝の内にある”芋焼酎=⽶麹”の固定概念を打ち破る
ことにあった。 

安⽥⾃⾝、この経験で芋焼酎造りの⾯⽩さや可能性をそれまで
以上に感じるようになり、安⽥の芋焼酎造りの転機が、”いも麹”
造りへのチャレンジによってもたらされた。 

国分酒造は1997年12⽉、⽇本で初めて”いも麹を使った芋
100%の焼酎造り”に踏み切ったのである。 

失敗を覚悟の上での取り組みは承知で、仕込みは他の芋焼酎の
作業が全て終わった、最後の最後に実⾏することにした。

芋麹

「なぜ芋には芋100％焼酎がないのか？」の疑問に応えるべく、はじまった挑戦。 
それは「芋焼酎＝⽶麹」という強固な呪縛をくつがえす作業だった。
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当初から予想されたことだったが、⽔分の多い芋からアルコー
ルを出すことは困難を極めた。 

もろみのアルコール度数が5%を超えないと蒸留ができないと⾔
われていたが、なかなかその⽔準まで上がってくれないのだ。 
｢あと1⽇か2⽇でアルコールが出なかったらもろみを捨てよう｣
と、正直なところ絶望の空気が蔵に充満したのである。 

しかし、その翌⽇からアルコールが上がり始め、最終的には
7.6%となり、蒸留することが叶ったのだった。この時ほどうれ
しかったことはない。 

蒸留直後のアルコール度数が27%、10カ⽉ほどタンクで熟成さ
せて26%となり、1998年10⽉、⽇本で初めての芋100%焼酎
『いも麹芋』は世に放たれた。 

アルコール26%の原酒、５合瓶で1,000本、初年度は地元酒販
店のみの販売。尚、この時の想いを忘れないため、現在でも
26%で発売している。

初年度での⼤変な苦労をバネに、2年⽬以降は安⽥が研究を重
ね、アルコール度数も徐々に上がり、次第に安定した造りが可
能となった。 

そして、芋に乾燥・細断などの特殊な加⼯をせず、蒸した丸芋
に直接種麹を付けて造る「固体発酵法」の考え⽅を取り⼊れ
た、安⽥は独⾃の”いも麹”の製法を造り上げていった。 

1999年秋に3年⽬の『いも麹芋』の仕込みが⾏われ、1999年12
⽉、ついに全国の特約店での発売がスタートした。 

◇◇◇◇◇ 

『いも麹芋』のチャレンジを開始した1997年から20年後の
2017年、「蒸した芋に直接種麹を付けて発酵させる固体発酵技
術による芋麹の製法を確⽴し、芋麹による芋100%焼酎を開発し
た」ことを業績の⼀つとして、安⽥は厚⽣労働省より『現代の
名⼯』という名誉を受けた。

「もろみのアルコール度数が上がらない！？」。蔵に漂う絶望感。 
しかし、もろみの廃棄が⽬前になった時、状況は⼀変した。
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1999年12⽉に『いも麹芋』の全国発売を開始しましたが、
国分酒造としては初めて、特約⼩売店さんのみの”限定流通
焼酎”として発売しました。 

国分酒造ではそれまで、できた焼酎を地元の卸問屋さん経
由で販売してきたんです。 

しかし『いも麹芋』は⾃らの⼿で地道に売っていきたいと
考えて、特約店販売制度のことも知りました。 

初めて、卸を経由せず、⼩売店さんに直接出荷する⽅法を
採⽤したのです。 

⼩林さんとも、そんな中で知り合うことができ、いろんな
ことを教えてもらいました。 

焼酎ブームが来る前で爆発的に売れたわけではないのです
が、それ以前の県外出荷がほぼゼロの状態から、着実に県
外での出荷数量が伸びてゆきました。↓

この焼酎が世に出た1998年頃から、市場では⿊麹仕込みの
どっしりとした飲みごたえのある焼酎を求める声が多かっ
たんです、そんな時代でね。 

そこへ100％さつま芋で造った芋焼酎が登場した。芋だけ
で造りながら、⽶麹を使った芋焼酎よりもソフトでね。新
たに芋焼酎を飲まれる⽅へお奨めしたんですよ。 

⼀杯⽬は旨いが段々飽きる酒より、⾷中酒としてくどく無
く飲み飽きしないと⾔う事は、⾮常に⼤事な要素です。 

当時私も若かったので飲みに出かけると午前３時４時が当
たり前でしてね、飽きずに飲める酒が好きでした。 

因みに私は数多の蔵元さんと飲みましたけど、笹⼭さんが
⼀番酒が⼤変強いね、賭けてもいい。 

いつだったか、取引先の飲⾷店で３名で飲んだ翌⽇、「昨
夜はいも麹芋を２升半飲んだ」と店主に⾔われてびっくり
しましたが、笹⼭さんが２升だったと思います(笑)。↓

『いも麹芋』よもやま話
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でも家では、奥様にお湯割り２杯までと決められているそ
うで、物⾜りないとバカでかいコップに代え「２杯は２杯
だ」とのたまうミクロな戦いをしているそうです(笑)。 

国分酒造のいも麹をまねた焼酎も沢⼭出てきましたが、他
社では「芋」のままで麹を造る技術が無く、乾燥芋のチッ
プで麹を造る為にセメダイン臭が邪魔した焼酎ばかりでし
たね。 

それでも当時、笹⼭さんも安⽥さんも少し不安は覚えたよ
うで、横浜で飲む機会があった晩「⼤丈夫ですよ。⼈真
似・パクリの商品はパイオニアを押し上げる効果はあって
もトップに成れず直ぐに消えます」と申し上げたんです。 

そして私は「芋麹の焼酎は国分さん以外は扱いません」
と、断⾔したのです。 

結果は、かつてドライ戦争と⾔われたビールの歴史が証明
していますね。今では芋麹と⾔えば国分酒造さんの代名詞
ですよ。

県外出荷が増えるのを楽しみにしていた⽗も、着実な⼿応
えを感じながらあの世に⾏ったと思います。 

私どもが『いも麹芋』を発売してから、芋100%焼酎に追
随する動きが出てきました。更に⼤⼿の参⼊もあり、少し
不安を覚えたのも事実です。 

しかし⼩林さんはじめ特約酒販店の皆さんが、芋100%焼
酎のパイオニアは国分酒造だと、常々⾔っていただいたお
かげで、今でも安定的に売れています。 

19年前、⼩林さんと有志が中⼼になり、”笹酔会”なるもの
を⽴ち上げて、みんなで⾯⽩おかしく飲んだことが、とて
も楽しい思い出として、今でもしっかり脳裏に焼き付いて
います。 

今はさすがに若い時のような量は飲めませんが、家での晩
酌はちゃんとやっています。ちなみに2杯ではなく3杯です
(笑)。

『いも麹芋』よもやま話２
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⼤正の⼀滴 
2001年秋 発売

「⼤正時代に飲まれていた芋焼酎は、 
今よりも、もっと旨かったのではないか？」 
という安⽥の着想から、当時の造りを再現した⼀本。 

現在の造りの基本である「2次仕込みと⿊麹使⽤」が浸透した
のは⼤正時代。しかし今と違って、菌の培養時間や仕込み後の
⽇数も時間をかけていた。 

安⽥は当時の焼酎の⽅が美味しかったのではないかと熟慮した
末、⽼麹（ひねこうじ）を使った⻑期醗酵による⼤正期の焼酎づ
くりにチャレンジした。それが『⼤正の⼀滴』である。
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安⽥が苦労して造り上げた、芋100%焼酎『いも麹芋』。 

芋100％焼酎だけに、より芋臭さのある焼酎になると想像し
ていたが、あにはからんやキレのあるスッキリとした焼酎に
仕上がって予想外の結果に。 

『いも麹芋』の後に定番の『さつま国分』を飲むと、⽶麹の
味わいがよく分かり、⽶麹の⼤切さを再認識する。 

安⽥は⽶麹のみで仕込む泡盛に何かヒントがあるのではない
かと考えた。当時少しだけ⾯識のあった那覇市の宮⾥酒造さ
んの許へ⼆⼈して⾶び、⽶麹造りの勉強をお願いしたのだ。 

安⽥が⼀番驚いたのは、宮⾥酒造さんの泡盛もろみの⾹りの
良さ。この⾹りを出すためには⽶麹造りが⾮常に重要で、宮
⾥さんの⽶麹はどうかと⾒れば、菌がしっかりと繁殖した⽼
麹だったのである。 

沖縄では独特の気候もあり、このような麹を造りやすい環境
にあるが、⿅児島の地ではなかなか難しい。

⽼麹による仕込み状況

 芋麹による芋100％焼酎を実現して、改めて気づいた⽶麹の⼤切さ。 
⽶麹の全麹仕込みである泡盛にヒントがあると、沖縄に⾶んだ笹⼭と安⽥。
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⿅児島に戻り、過去の⽂献を調べてみると、現在⼀般的な２
次仕込みが定着しはじめた⼤正時代では、⽶麹造りに4⽇か
ら1週間ほどかけるところもあったという。 

「もしかしたら、この頃の芋焼酎は今よりももっと旨かった
のではないか」、安⽥は確信に近い思いを抱いた。 

そして、⽶麹造りの時間を従来の⽇数から1⽇延ばして様⼦
を⾒たのである。 

すると、菌がしっかりと繁殖した⽼麹ができあがった。そし
てもろみから、宮⾥酒造さんのものと似た⾹りが漂ってきた
のだ。 

さらに⽂献に倣い、麹だけでなく⼆次もろみの⽇数も⻑く引
き伸ばして、じっくりと時間をかけて⾏った。 

このような試⾏錯誤の末、⼤正時代の芋焼酎の造りを再現し
た『⼤正の⼀滴』はついに完成をみた。

⽼麹による仕込み状況

かつてと同様、たっぷりと時間をかけた麹ともろみ、タンクから⽴ち昇る芳⾹。 
⼤正時代の造り再現の⼿応え、『⼤正の⼀滴』ついに完成す。
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『⼤正の⼀滴』にチャレンジする前に、安⽥杜⽒と⼆⼈で
沖縄の宮⾥酒造さんにお邪魔して、泡盛造りを学んだので
す。 

この経験が、⾮常に⼤きかったと思いますね。 

宮⾥さんは、⽶もほとんど洗わず、造りにおいてもあまり
⼿を掛けない。 

それなのに、素晴らしい⾹りのもろみを造り上げるんです
よ。安⽥も⼤きなショックを受けるほど、驚いていまし
た。 

宮⾥さんは、泡盛⽤の⿊麹造りにおいて右に出る者がない
ぐらい、素晴らしい麹をお造りになる。 

那覇市内で夜に⼀緒に飲んでいる時でも、ポイントで席を
外して蔵に戻っていかれた記憶があります。↓

『⼤正の⼀滴』よもやま話

この焼酎の⼀番の特徴は「⽼麹」。 

で、この⽼麹は沖縄の泡盛の麹造りに起因していますね。 

ふつう麹造りは、蒸した⽶に種麹を掛け40時間で出麹と聞
きますけど、「⽼麹」はさらに時間を⻑くし⽶の芯まで麹
菌をはぜ込ませる⼿法です。 

その始まりはどうして？と考えた時、味を追求して意識し
て時間を⻑くした、と⾔うよりも、沖縄の⽣活習慣に思い
⾄ったんですよ。 

ウチナータイムや沖縄タイムとも⾔われる、南国らしい時
間感覚で⽣活する⼈達と接してみて、私的な約束とかで
「時間を守らなくても、守れなくても認め合う」、⼤らか
な県⺠性からの⽣まれた副産物に違い無いと、酒屋の⽴場
で確信したね。↓

31



この沖縄の旅で、⼩林さんがおっしゃる”ウチナータイム”
を⼀番認識したのは、空港で待っている時ももちろんそう
でしたが、帰りもかなり⼤変でした(笑)。 

翌⽇も宮⾥さんに迎えに来ていただき、空港まで送ってい
ただいたのですが、⾶⾏機の出発時刻まで1時間を切ってい
るのに、なかなか空港に着く気配がない。 

空港に着いたのは出発時刻の10分前、ぎりぎりセーフでし
た(笑)。 

余談ですが、『⼤正の⼀滴』は、最初の2、3年ほどは、九
州内の酒販店でのみで販売していました。 

そのため、他の限定流通銘柄がアルコール度数26度である
のに対し、『⼤正の⼀滴』だけは25度だったり、また九州
価格と本州価格があるなど、他の焼酎と少し違う⾯があり
ます。

『⼤正の⼀滴』よもやま話２

そうそう！ 確か笹⼭さんと安⽥さんは、『春⾬』の宮⾥
酒造所へ宮⾥徹さんにお話しを伺い⾏ったことがあったで
しょ？ 

たしか宮⾥さんに「空港からタクシーで⾏きます」と⾔っ
たけど、ぜひ迎えに⾏くとおっしゃる。お⼿間取らせるの
も悪いのでお断りしても、「いえ、迎えに⾏きますか
ら！」と頑なに譲らずで。宮⾥さんも頑固なんだ。 

で、空港で待っていると、迎えに来たのはなんと約束の２
時間後だったとかね！(笑)。 

そんなウチナータイムが⽣んだ「⽼麹」と⾔う私の新説は
決して間違っていないと思う。 

清酒でも酒⺟に⽼麹、醪に若麹を使う蔵もある。味はこの
『⼤正の⼀滴』も⿊麹仕込みながらソフト。きっと国分酒
造さんの蔵癖なんでしょうね？
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蔓無源⽒ 
2006年10⽉ 原酒発売 
2009年10⽉ 26度発売

⼤正期に使われた芋を探し求め、 
⾒つかった100年前の品種「蔓無源⽒」を使⽤した 
『⼤正の⼀滴』の深化ヴァージョン。 

『⼤正の⼀滴』を世に出した後、安⽥は⼤正期の原料芋がいま
とは違っていたことに気づく。製法だけでなく、原料も当時使
われていたもので再現したいと、幻の芋を探し歩いた。 

そして、⿅児島県農業試験場で保存されていた「蔓無源⽒」の
苗を分けてもらい、霧島市の農家・⾕⼭秀時⽒に栽培を依頼。
紆余曲折ありながらも、2006年3⽉に完成を⾒た。

33



霧島産⻑粒⽶｢夢⼗⾊｣

蔓無源⽒ ⼤正時代の造りを再現した『⼤正の⼀滴』。ところが、当時
と現在のさつまいもは品種が違うことに、安⽥は気づいた。 

現在、芋焼酎造りに使われる最もポピュラーな芋”コガネセ
ンガン”は、昭和41年に品種登録されたもので、もちろん、
⼤正時代には存在していない。『⼤正の⼀滴』も、”コガネ
センガン”を使って仕込んでいる。 

⼤正時代の芋を使って『⼤正の⼀滴』を造りたいという想い
から、芋探しが始まったのだった。 

2003年7⽉、⿅児島県農業試験場(現：農業開発総合セン
ター)に⾜を運び、ほぼ絶滅状態にあって品種保存のための
種芋だけを栽培していた「蔓無源⽒」の芋の苗を、10本だけ
分けてもらうことができた。 

その⾜で、芋農家・⾕⼭秀時さんのところへ赴き、復活を託
した。⾕⼭さんの努⼒のおかげで、「蔓無源⽒」の芋は3年
がかりで復活。2005年秋、3.5トン収穫することができて、
早速仕込みに使った。

⼤正時代の造りは再現したが、芋が当時のものではないことに安⽥は気づく。 
その気づきが、ほぼ絶滅状態にあった芋「蔓無源⽒」を復活へと導いた。
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国分酒造では1本仕込むのに9トンの芋が必要になるため、不
⾜の5.5トンは”コガネセンガン”を使った。 

『⼤正の⼀滴』と同じ⼿法で仕込み、上々の出来に仕上がっ
た。 

しかし、初年度は「蔓無源⽒」以上の数量の”コガネセンガ
ン”を使っていることもあり、『⼤正の⼀滴』との味の違い
をあまり感じることが出来なかったのである。 

今後「蔓無源⽒」の芋を使って仕込みを続けるべきかどうか
迷った末、2006年3⽉、⾕⼭さんに今後の「蔓無源⽒」の芋
の栽培を断ってしまったのだ。 

栽培を断ってから間もなく、ある酒販店さんが国分酒造に来
て、この焼酎の試飲をしてもらうと、「これは絶対に続ける
べきだ」と諭された。 

すぐさま⾕⼭さんに連絡してお詫びに伺い、「蔓無源⽒」の
栽培を改めてお願いしたのである。

霧島産⻑粒⽶｢夢⼗⾊｣の栽培⾵景

造ってはみたものの、『⼤正の⼀滴』と差が出なかった初年度の仕込み。 
復活させた芋農家の⾕⼭⽒に栽培を断るが、ある酒販店の意⾒で⼀転再開に。
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「蔓無源⽒」農家として知られる⾕⼭秀時⽒

今から考えると、この頃は焼酎がまだまだ売れている時期
で、苦労して「蔓無源⽒」を復活させた⾕⼭さんの⼼情も顧
みず断ってしまい、⾃分⾃⾝驕りがあったと反省をしてい
る。 

このような紆余曲折があった末に、2006年10⽉、原酒での
発売にこぎ着けることができた。銘柄名は芋の名前と同じ
『蔓無源⽒』。 

さらに⾕⼭さんの努⼒のおかげで、「蔓無源⽒」の芋の収穫
量は年々増え、⽐率が⾼まるに伴い、『⼤正の⼀滴』との味
の違いも明確に出てくるようになった。 

そして、2008年以降の仕込みでは”コガネセンガン”をブレ
ンドすることなく⾏い、以降「蔓無源⽒」100%で仕込むこ
とがついに可能となったのである。

「蔓無源⽒」の⽣産量が増えれば増えるほど、深まる味の差。 
2008年以降は、全量「蔓無源⽒」での仕込みが実現。
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「蔓無源⽒」ってさ、安納芋の親に当る品種と聞いてね、
⾷べても美味しいだろうと想像したんだけど。焼き芋にす
ると、オレンジ⾊で僅かに柑橘系の⾹りがしたのをはっき
りと覚えている。 

深い⽢味とコクがあって、⼊荷すると毎⽇の様に焼いて⾷
べてんですよ。 

「きっと私ほど焼き芋にして⾷べている酒屋はいないだろ
う？」となんて⾃負してんだけどさ、焼き⽅も”こうした
ら？”と⼯夫を凝らして辿り着いたんだよね。 

それはね、焼き芋は”普通⽔分を⾶ばす事が肝⼼”と⾔う常
識にとらわれないで、綺麗に洗った後キッチンペーパーを
⽔で濡らし、芋を巻いて更にアルミホイルで包みゆっくり
焼くわけ。 

すると、ねっとりとした触感で繊維も切れ裏ごししたキン
トンの様になるのね。↓

2003年7⽉、⿅児島県農業試験場に⾜を運んで、「蔓無源
⽒」の苗を10本分けて頂きましたが、実はこの時、他に2
種類の芋の苗も頂戴したんです。「農林2号」と「隼⼈い
も」です。 

実はこの時、安⽥にとっての⼤本命の芋は「農林2号」だっ
たんですよ。安⽥が⼦供のころ、芋焼酎を造っていたおじ
さんの家で、まん丸とした「農林2号」をよく⽬にした記憶
があった、とのことでした。 

⾕⼭さんのコガネセンガン畑の⽚隅に植えられた、3種類の
芋のうち、何とか⽣き残ったのは「蔓無源⽒」だけでし
た。ただ、1本の苗からできた芋は1個だけ。10本の苗から
収穫できた芋は、たったの10個だったんです。 

⼀⽅、「農林2号」と「隼⼈いも」は全く育ちませんでした
ね。植え付け時期が遅いことや、コガネセンガンに成⻑を
遮られたことが影響したと考えてます。↓

『蔓無源⽒』よもやま話
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なぜ「蔓無源⽒」の焼き芋の話をしたかというと、焼酎と
なった『蔓無源⽒』がさらに『安⽥』へと進化したわけだ
けど、⾹り焼酎の原点となる素地があったんだなあ、と
思ったわけです。 

その芋から⽣まれた『蔓無源⽒』は焼酎として勿論うまい
わけで、この蔓無源⽒の原酒を好む⽅もいれば、26度を割
⽔し前割でお燗で飲まれるお客様も多いんだね。 

国分酒造の焼酎の中では、⼀番⼒強い作品と⾔って良いで
しょう。 

『⼤正の⼀滴』を発売した当初「将来は全量蔓無源⽒芋で
造りたい」と聞いた記憶があるけど、県の試験場から僅か
な数の苗を譲っていただき、毎年増やして約10年の歳⽉を
かけた⼒作ですよ。

結果的に「蔓無源⽒」の種芋が10個だけ残りました。 

その後、いろいろと調べてみると、「農林2号」は、昭和17
年に品種登録された芋で、⼤正時代には存在していなかっ
たことが分かりました。 

⼀⽅の「蔓無源⽒」は、明治40年（1907）に⿅児島県で発
⾒された在来品種で、⼤正から昭和初期にかけて盛んに栽
培されていた芋でした。 

結果的に「蔓無源⽒」だけが⽣き残ってくれたことに、感
謝です！ 

初年度は種芋が10個しかないため、⾕⼭さん⾃⾝も、⾷⽤
などで試すことができず、全て種芋に回しました。 

2年⽬は10個の種芋から出てきた苗を植え付け、数⼗キロ
程度の収穫があったようで、2年⽬に初めて⾷べてみたら、
ねっとりとした⽢さに、⾕⼭さんも驚いたようでした。

『蔓無源⽒』よもやま話２
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安 ⽥ 
2013年10⽉ 発売

安⽥杜⽒の造りの技術を集⼤成した⼀本。 
特徴的なライチの⾹りで専⾨家にも⾼い評価を得て、 
いわゆる「⾹り焼酎」の先駆となった。 

杜⽒⽣活20年⽬を迎えた安⽥は、これまで培った⾃⾝の酒造
技術のひとつの結節点として、「蔓無源⽒」による芋100％焼
酎の製造を思い⽴った。 

『いも麹芋』をベースに新たなチャレンジを融合させ、ライチ
などの果実系の⾹り⾼い作品を⽣んだ。それは「⾹り焼酎」と
いわれる新ジャンル創造の先駆となったのである。
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⽇本政策投資銀⾏・南九州⽀店が、2017年４⽉に『新しい焼酎
の時代 -⾹り⾼いプレミア焼酎と本格焼酎前線再北上の可能性
-』と題する調査研究レポートを発表した。 

このレポートは、「本格焼酎の新しい発展⽅向性がみえてき
た。⾹りの選択と集中による⾼付加価値化である」とし、「画
期となる可能性を秘めた焼酎が誕⽣した」との⾔葉で、弊社の
『安⽥』を詳しく紹介している。 

「清酒が味なら、本格焼酎は⾹りである。⾹りの研究を応⽤す
ることによって、⾹りに特徴を持たせることができるかも知れ
ない。そして、そのような⽅向性を⽰す商品が誕⽣しているの
である。ライチの⾹りを有する国分酒造の安⽥である」の⼀⽂
が⽬を惹く。 

芋焼酎の今後の⽅向性は「⾹り」であると喝破した、実に時代
を先取りしていたレポートと⾔わざるを得ない。

2017年４⽉、⽇本政策投資銀⾏が”⾹り焼酎”ジャンルの隆盛を予⾔。 
『安⽥』を研究レポートで取りあげ、「画期となる可能性を秘めた焼酎が誕⽣」と評価。
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４．個性化・高付加価値化のポイントとなる香り 
 個性化・高付加価値化には、香りがポイントとなるとみられる。なぜかといえば、高級
な蒸留酒（スコッチウィスキー等）は、芳醇な香りを有しているためである。 
そのような事情を反映してか、芋焼酎の香りに関する研究の目的は、もともとは香りを

減らすことであったが、最近は香りをコントロールすることに転じている。 
 芋焼酎の特徴香に原料サツマイモを起源とするMTA（モノテルペンアルコール）が関与
することを示したのは、醸造試験場の太田ら（1990）であった7。当時の問題意識としては
香りを制限するために発生源を特定しようとしたもので、その結果、MTAが多い皮や尻尾
を除いて芋焼酎を仕込むことが一般的となり、従前に比べれば、飲みやすい芋焼酎が生産
され、全国に広まる大きな要因となった。 
 しかし、それは一方でコモディティ化を招いたことから、個性化を探る研究が行われて
いる。例えば神渡ら（2011）8は、芋焼酎とマスカットワインの香りの比較を行っている（図
10）。同研究によれば含有成分の種類は共通しているが、マスカットワインがモノテルペン
アルコールの一種であるリナロールを特徴的に有しているのに対し、芋焼酎にはそのよう
な特徴がないことが示されている。同研究では、原料芋に香りが出やすい芋を選択するこ
とによって、香りに特徴を持たせられるのではないかと、整理がなされている。 
 特徴の有無は、かつての清酒とワインの比較に共通している。藤原ら（1997）9によれば、
清酒とワインは味わいを特徴づける有機酸の成分において共通しているが、白ワインは有
機酸中のリンゴ酸に、赤ワインは同乳酸に特徴を持つのに対し、清酒はいずれも同じよう
に含有し特徴に乏しい。しかも、その味はどちらかというと雑味とされ、アル添や精米に
よって排除しようとしてきた。これは、香りを除こうとしてきた芋焼酎の流れと共通する
ものがある。 
 ところが最近の清酒は、焼酎麹によるクエン酸を活用したり、発酵のコントロールによ
ってリンゴ酸、又は乳酸、何れかの特色をしっかりと出したり、酒米の選択によって特徴
的なアミノ酸を活用したりしており、味を減ずることから、味をつける方向に大きく転換
している。このような方向性は、高級清酒、特に純米吟醸酒の急成長や、海外の批評家に
よる高い評価につながっており、清酒の近年の成長を支えていると考えることができる。 
 清酒が味なら、本格焼酎は香りである。香りの研究を応用することによって、香りに特
徴を持たせることができるかも知れない。そして、そのような方向性を示す商品が誕生し
ているのである。ライチの香りを有する国分酒造の安田である（図 11）。 
  

                                                   
7 Ohta, T. et al.: Agric. Biol. Chem., 54, 1353 (1990). 
8 神渡巧,瀬戸口智子（2011）「芋焼酎の香りに及ぼすサツマイモ品種の影響」生命工学第
89巻，p.724 
9 藤原正雄，渡辺正澄（1997）「ワインの常識がガラリと変わる本」講談社α文庫，p.44,100 
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 4 年目（2015）は、貯蔵の割合を増やし、5 年目（2016）には専用の貯蔵庫をつくり、
2-3週間そこで原料芋を熟成させた。徐々に原料芋の多くを熟成させる環境が整ったのであ
る。また、国分酒造は芋麹にも特徴がある。ダイスではなく、芋をまるごと芋麹として利
用している。 
 要するに甘い芋（蔓無源氏）を熟成させ、丸ごとの芋麹で醸したら、ライチの香りとな
ったのである。これは、香り成分の元となるMTAをなるべく多くするようにして、最新の
洗練された技術で仕込んだら、ライチの香りとなったと考えることができる。 
 不思議なことに、原料等の条件は、昔に近い可能性がある。かつての芋焼酎は 2~3 月ま
で仕込むことも多かった。恐らく熟成が進み、糖度が増していたとみられる。また尻尾の
部分も活用していた。香り成分（MTA）が多い部分である。その結果として、豊富な香り
を有していただろう。しかし、その香りは、あまり整理がついていなかった可能性が高い。 
 雑味となる部分を丁寧に取り除きつつ、香り成分（MTA）が多くなるような工夫をすれ
ば、有用な香りだけを醸すことができる。「安田」が示しているのは、そのような方向性で
はないだろうか。 
 これは、神渡ら（2011）の研究が示唆した、マスカットワインのように、香りに特徴を
もたせる方向性を現実のものにしたと位置付けることができるだろう。原料芋の特徴を素
晴らしい香りとして表現できるまでに、焼酎の製造技術が進歩してきたことを示すもので
ある。新しいタイプの焼酎であるが、原料の特性を活かすという点では、欧州が得意とす
る食品ブランドの理念に適っており、薩摩よりも細かな地理的表示が有効となる可能性を
持つなど、伝統を活かす欧州型のブランド戦略に適するとみられる。例えば甘味が多い安
納芋などは香りが出やすいと想像される。このような各地の芋や、かつて各地に有った芋
の活用が進めば、細かな地理的表示の説得力が増すとみられる。 
なお「安田」は、1年間貯蔵し、特徴が穏やかになり、既存製品との差が目立たなくなっ

てから市販されている。焼酎通への配慮である。しかし、貯蔵前の個性も十分に魅力的で
あり、若い女性等「焼酎通以外」限定でヌーボー的に売り出すことも業界の活性化につな
がる可能性が高い。毎年恒例の新酒祝いに、その種の特徴ある香りのコンテストを伴うこ
とができれば面白いと考える。 
 

15 
 

図 11 国分酒造安田、芋焼酎、マスカットワインの香り成分比較 

 
（出所）神渡巧,瀬戸口智子（2011）「芋焼酎の香りに及ぼすサツマイモ品種の影響」生命工
学第 89巻，p.724，国分酒造資料 
 
 もっとも「安田」のような焼酎を生産するには、まずその香りをポジティブなものと認
識する必要がある。しかし、これまではその種の香りは専門家の間では「芋イタミ臭」と
して、排除すべきものと認識されてきた。これは、欠陥が少ないほど高評価としてきた評
価方法の影響とみられる。しかし、一定の品質レベル以上になれば、逆に消費者の嗜好に
沿った特徴が必要となる。「芋イタミ臭」はそのように感じるべくトレーニングを受けた人
間以外（一般消費者）には「ライチ」と感じる香りであり、特徴を出しやすい側面を有し
ている。 
 このように評価が分かれるのは、匂いを感ずるメカニズムに原因がある。鼻は優れたセ
ンサーであり、千種類ほどの違いを捉えることができる。それが幾つかの経路を経て、匂
いに対するイメージが作られ、匂いの認知にいたると考えられている。脳における嗅覚経
路は未解明な部分が多いが、匂いに対する快・不快は、経験等による個人差が大きいとさ
れ、匂いの認識は学習に依存する可能性が高いとみられる。 
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⽇本政策投資銀⾏のレポートが次代の芋焼酎のあり⽅とした『安⽥』
の⾵味は、どのようにして⽣まれたのか。 

芋焼酎には他の焼酎にはない、さつまいも特有の⾹りがある。
その⾹りはモノテルペンアルコールという成分に由来し、柑橘
⾹や果実⾹として開く。 

研究の結果、モノテルペンアルコールの値は、⽶麹焼酎よりも
芋麹焼酎が⾼く、⽩麹焼酎より⿊麹焼酎が⾼い傾向にあり、ま
た芋の品種によっても値が⼤きく異なることがわかった。 

『安⽥』は、その条件に合致した芋麹焼酎×⿊麹焼酎で、さらに
熟成された｢蔓無源⽒｣芋を使⽤するにより、独特の⾹りをま
とって誕⽣した。 

安⽥杜⽒が研鑽した焼酎造りの集⼤成作とする由縁である。

 芋麹 芋100％焼酎

いも麹芋 安⽥ 蔓無源⽒

 100年前の芋 
２週間熟成

「⾹り焼酎」の魁けとなった『安⽥』 
 安⽥宣久のCompilation of Techniques

さつまいも特有の⾹り成分、モノテルペンアルコールへの着⽬。 
それが安⽥杜⽒の酒造技術の集⼤成と重なって、「⾹り焼酎」の原点となる。
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『安⽥』のモノテルペンアルコール値
単位：㎍/L

リナロール ゲラニオール シトロネロール ネロール αﾃﾙﾋﾟﾈｵｰﾙ

安⽥ 1237 707 2311 930 674
さつま国分 161 216 233 174 107
⼤正の⼀滴 97 34 96 11 104
蔓無源⽒ 54 47 162 44 128
いも麹芋 125 201 96 66 132

芋焼酎と⽩ワイン、それぞれ共通する意外な関係。 
『安⽥』は他の国分酒造製品と⽐べて、モノテルペンアルコールの量が極めて豊富。

芋焼酎に含まれるモノテルペンアルコールには、リナロール、
ゲラニオール、シトロネロールなど5つの成分があり、『安⽥』
は、全ての成分が、かなり⾼い値を⽰しているが、中でも、シ
トロネロールが断然⾼い値を⽰している。 

モノテルペンアルコールは、使う芋の品種によっても値が⼤き
く異なる。⼀番の代表格で、さわやかな果実⾹と評される”リナ
ロール“は、コガネセンガンではあまり⾼い値は出ないが、ハマ
コマチ、ジョイホワイトなどでは⾼い値を⽰すことが明らかに
なっており、最近では、ハマコマチなどを使った芋焼酎も増え
ている。

⿅児島県⼯業技術センターで『安⽥』の分析を⾏い、ライチな
ど柑橘系の⾹りとなる｢シトロネロール｣の値が断然⾼い結果と
なった。 

まずモノテルペンアルコールだが、芋焼酎特有の果実⾹・柑橘
⾹につながる成分で、お酒の中では、⽩ワインやグラッパなど
にも含まれている。 

これは、さつまいもとぶどうが、同じ⾹りの成分を持っている
ためである。

42



特徴的なライチ⾹の由来は、モノテルペンアルコールの「シトロネロール」にあり。 
これまで「芋イタミ臭」と否定されていた⾹りに、価値の転換を⾒いだす。
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『安⽥』の最⼤の特徴⾹である“シトロネロール”は、果実⾹・柑
橘⾹と⾔われる反⾯、専⾨家からは芋イタミ臭とも⾔われて、
やや刺激のある果実⾹・柑橘⾹と⾔える。 

これは、「蔓無源⽒」の芋を貯蔵させることにより、⾮常に⾼
い値が出るようになった。芋を貯蔵するという考え⽅は、前に
も述べた通り、初年度(2012)の『安⽥』の仕込みで、傷んだ状
態の芋が⼊荷したという経験が⼤きかった。 

⼀⽅で、数値が⾼ければいいというものではない。 

3年ほど前発売した『安⽥』は、シトロネロールが現在の2倍以
上、また、ゲラニオール、ネロールについては5倍以上の値を⽰
した。さすがにこの時は、あまりにも刺激的な⾹りが強すぎ
て、お客様からもクレームをいただいたことがある。 

現在の『安⽥』は、芋の貯蔵⽅法を⼯夫し、2〜3週間ほどじっ
くりと貯蔵する中で、できるだけ芋が痛まないように、貯蔵庫
内の通気を良くするように⼯夫して熟成させている。 
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⽶麹は使わず、麹も掛け芋も全量100年前の品種「蔓無源
⽒」を使った芋100％焼酎ですね。 

芋焼酎は通常、収穫後フレッシュな内に仕込むのを良とさ
されるけど、この『安⽥』は熟成させて使う。 

芋焼酎造りは、仕込みの早い蔵ではお盆明けから始まり９
⽉には蒸留開始、12⽉までそれが繰り返される。ただ９⽉
に蒸留された焼酎よりも、後半に蒸留された焼酎の⽅が、
複雑味や⼒強さもあって、私はその時期の新酒を発注して
いたんです。 

なぜ味が違うのかと思うが「寒さかな？」としか思い浮ば
なかった。 

そんな疑問を抱えていた時、ある⽅が「芋の植え付けは始
めと終わりにそんなにタイムラグは無いが、収穫は１００
⽇も違う場合もある。早い時期に採れた芋より⻑く畑に
あった芋の⽅が⾝と⽪の間、つまりフグなら”とうとう
み”、動物なら脂肪の厚みが違う」とおっしゃった。↓

『安⽥』は、「蔓無源⽒」の芋を2週間から3週間ほど貯蔵
させて、11⽉中旬から12⽉下旬頃に仕込みます。 
5年⽬の『安⽥』の仕込みを⾏った2016年秋から、「蔓無
源⽒」の芋の貯蔵庫を作り、貯蔵への取り組みを本格的に
はじめました。 

農家では、収穫したいもを種芋⽤として数カ⽉貯蔵します
が、気温10℃〜15℃で湿度90%程度の場所が理想とされて
います。特に10℃以下の場所に置くと痛みが進むという話
を聞いていたので、10℃以下にならないように、冷え込む
12⽉は、断熱材⼊りの貯蔵庫のシャッターを閉めて、温度
が下がらないように気を付けました。 

ところが、2016年・2017年の仕込みでは、芋の貯蔵時は
できるだけシャッターを閉めていましたが、「蔓無源⽒」
は貯蔵中にかなりの⽔分を出し、芋の表⾯が濡れたせい
で、腐敗する芋も結構出たんです。 

結果的に、2016年・2017年仕込みの『安⽥』は、モノテ
ルペンアルコール値が⾮常に⾼くなりすぎて、キツすぎて
飲めないというご意⾒もいただきました。↓

『安⽥』よもやま話
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「そうか！芋焼酎造りでは天地の蔓を切り落とすが⽪は剥
かずに使うのでその部分が味に影響するのか！」と、疑問
がさっと晴れたのです。 

芋を熟成させると糖度が上がるのは分っていたけれども、
糖度だけなく⽪と⾝の間にも要因があるのかと思う。あの
⾹りを狙って造るというのは、中々出来るもんじゃない。 

ところで、「蔓無源⽒のいも麹芋」という商品名では、蔵
や酒屋は良いけども、飲⾷店さんだとお客さんや店の⼈が
それまでの『いも麹芋』と「蔓無源⽒のいも麹芋」の⼆つ
では混乱するかもしれないと思ったんです。 

⻑年かけて少しずつ収穫を増やして⾏かれた農家さんの努
⼒と安⽥杜⽒のチャレンジ精神の集⼤成の作品でもあるの
で、名前を『安⽥』と命名された。 

国分酒造の焼酎は26度と⾔う度数が多いのを疑問に思う⽅
もいるでしょうね？それは『いも麹芋』を初めて仕込んだ
時の原酒が26度だったので、それを記念して26と⾔う数字
にこだわっていると聞いてます。

2018年の仕込みから、気温が10℃以下になるのは覚悟の上
で、夜中もシャッターを開けて、通気を良くするようにし
ました。 

結果的には、通気が良くなった関係で腐敗する芋がかなり
減少し、また10℃以下になることもありましたが、気温低
下に伴う芋の痛みはほとんどありませんでしたね。 

そして、モノテルペンアルコールの値も落ち着き、マイナ
スに感じるお客様の声も減りました。 

ただそれでも、『安⽥』は、他の焼酎に⽐べてモノテルペ
ンアルコール値が⾮常に⾼く、特徴のある⾵味に仕上がっ
ているのは間違いありません。 

ちなみに、『安⽥』の名付け親は、⼩林さんです。 

2013年の発売前に、⼩林さんに名前の候補をいくつか⾒せ
て相談したのですが、⼩林さんからの回答は「絶対に『安
⽥』がいい」とのことで、『安⽥』に決まりました(笑)。

『安⽥』よもやま話２
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フラミンゴ オレンジ 
2018年６⽉ 発売

国分酒造が放った「⾹り焼酎」の第⼀弾として、 
業界や愛飲家に衝撃を与えた⼀本。 
芋100％×新酵⺟×サツママサリ×減圧蒸留の妙。 

『安⽥』で顕れた「⾹り焼酎」の兆しをさらに確⽴するために、
⿅児島県⼯業技術センターで開発された「⿅児島⾹り酵⺟１
号」を採⽤して新作に臨んだ。 

仕込みでは、もろみの段階からこれまで経験したことのない気
持ちの良い芳⾹が蔵内に漂った。そして減圧で蒸留すると、減
圧とは思えぬ柑橘系の馥郁とした焼酎に仕上がったのである。
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しかし、2017年8⽉、笹⼭がある飲⾷店の勧めで飲んだ芋焼酎
が、⼤きな転換点となったのである。 

その芋焼酎は、減圧蒸留の芋焼酎でワイン酵⺟を使っていた。
いざ飲んでみると、バナナのような⾹りが強く、減圧蒸留でも
こんないい⾹りが出るということを、改めて知らされたのだ。 

⽇本酒では酵⺟が注⽬されている⼀⽅で、焼酎の世界ではあま
り話題に上がらず、笹⼭⾃⾝も、酵⺟についてはそれほど意識
していなかったのだ。しかし、この時の経験が酵⺟を意識する
⼤きな契機となった。

『フラミンゴオレンジ』を初めて仕込んだ前年(2016)に、『フ
ラミンゴオレンジ』の前⾝である『いも麹芋 丸造り』という焼
酎を仕込んだ。『いも麹芋』の減圧蒸留版である。 

安⽥はその数年前から、「『いも麹芋』を減圧蒸留すると⾯⽩
いのではないか」と話をしていた。しかし笹⼭は、減圧蒸留だ
と”ただ飲みやすいだけの焼酎”になるのではないか、という懸念
から⼆の⾜を踏み、安⽥の構想はなかなか実現しなかった。 

ただ、安⽥⾃⾝、年々チャレンジしたいという気持ちが⾼ま
り、2016年に試験的にチャレンジすることになった。 

同年秋、通常の『いも麹芋』のもろみ(コガネセンガン&⿅児島2
号酵⺟使⽤)で減圧蒸留にチャレンジしてみた。結果、予想通
り、ただ飲みやすいだけの焼酎になってしまった。 

出来上がったこの焼酎を、発売はせずに『いも麹芋』とブレン
ドするという考えもあった。が、焼酎の売り上げが厳しい時期
であったこともあり、2017年5⽉に『いも麹芋 丸造り』として
発売に踏み切った。案の定、発売後も反響はほとんどなかった
ため、初年だけで終売という考えに傾いていた。

なかなか実現できなかった、減圧蒸留版『いも麹芋』という安⽥の着想。 
⽂字通り”お蔵⼊り”の危機を迎えるが、ふとしたキッカケで形勢が逆転する。
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『フラミンゴオレンジ』のモノテルペンアルコール値
単位：㎍/L

リナロール ゲラニオール シトロ 
ネロール

ネロール αﾃﾙﾋﾟﾈｵｰﾙ

フラミンゴオレンジ
(R3)

113 518 618 391 62
いも麹芋丸造り 89 247 304 36 78
さつま国分 161 216 233 174 107
⼤正の⼀滴 97 34 96 11 104
蔓無源⽒ 54 47 162 44 128
いも麹芋 125 201 96 66 132

2017年の仕込みは、原料芋のコガネセンガンからサツママサリ
へのシフトが⼤きく進んだ年で、この『フラミンゴオレンジ』
の仕込みでも、サツママサリを使うことになった。 

いざ仕込んでみると、もろみの段階から、びっくりするほどに
果実系のいい⾹りが漂ってきたのである。 

そして減圧蒸留しても、果実系の⾹りがしっかりと⽴った芋焼
酎に仕上がった。その⼀⽅で、この酵⺟の特徴である”バナナ系
の⾹り」”はあまり感じられなかった。

すぐに笹⼭は安⽥と相談し、2017年の仕込みでは、酵⺟を変え
て、減圧蒸留にチャレンジすることにした。 

笹⼭は安⽥に、ワイン酵⺟や吟醸酒酵⺟がいいのではないかと
話をしたところ、安⽥は焼酎で実績のある酵⺟でやりたいとこ
だわりを⾒せた。 

何か良い酵⺟がないか探すため、これまで⿅児島県⼯業技術セ
ンターが⾏っていた勉強会の資料を精査していたところ、⿅児
島2号酵⺟などと並んで、「⾹り酵⺟」というものが存在すると
気付いた。 

この酵⺟を使うと、バナナ系の⾹りにつながる酢酸イソアミル
という成分が⾼くなるとのことだったので、急いで⼯業技術セ
ンターに相談したところ、特許の関係ですぐに出せないとの返
事。 

しかし「2017年11⽉になったら⿅児島県内の蔵元向けには出せ
る」とのことで、それを待って仕込むこととなった。

探し出したʼ⾹り酵⺟”で、再度『いも麹芋』の減圧蒸留にチャレンジ。 
もろみから、驚くほどの芳⾹があふれて、圧倒される。
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実際にモノテルペンアルコール値を分析した結果が、前⾴の表
と右記グラフである。 

『安⽥』に⽐べると低いが、⼀般的な芋焼酎に⽐べると⾼い値
が出ている。全体的に⾹り成分が少ない減圧蒸留でありなが
ら、これだけの値が出たことで、果実系の⾹りがより引き⽴つ
焼酎となっている。 

⼀⽅、後述『クールミントグリーン』のところで記載している
通り、バナナ系の⾹りにつながる酢酸イソアミルの値は、それ
ほど⾼くなかった。 

⼯業技術センターの先⽣の話では、酵⺟によってモノテルペン
アルコールが⾼くなるということは実証されていないため、
『フラミンゴオレンジ』のモノテルペンアルコール値が⾼く
なった理由は良く分からないという。 

通常の芋焼酎は⽶麹を使って酵⺟を増やしてゆくのだが、『フ
ラミンゴオレンジ』は”いも麹”を使って酵⺟を増やしているた
め、そのあたりが要因かもしれないとの話もあった。

意外にも、果実系の⾹り成分「モノテルペンアルコール」の値の⽅が⾼い結果に。 
通常使われる⽶麹ではなく、いも麹使⽤だからこその”天の配剤”か。
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2016年の11⽉8⽇でしたか、福岡市で発⽣した「博多駅前
道路陥没事故」の１週間後、私は⿅児島県の国分酒造と⽥
崎酒造、佐賀県唐津市の鳴滝酒造を訪問しました。 

その時、笹⼭さんと安⽥杜⽒に減圧で造った”いも麹芋の試
作”を試飲させてもらいましたが、特別あっと驚く事もな
かった。 

「これを他社みたいに夏場にブルーのボトルで販売するん
じゃ、つまらないね」と感想を述ると、安⽥さんは⼀⼨寂
し気な顔をされてらしたね。笹⼭さんは冷静に「はい、そ
ういう事は考えてはいないのです」とおっしゃる。 

実はそれが『フラミンゴオレンジ』の前⾝『いも麹芋・丸
造り』だったんですよ。 

それから５か⽉後、⽇本政策投資銀⾏より「新しい焼酎の
時代」と⾔う論⽂が発表されました。『安⽥』を取りあげ
て、「清酒の海外輸出の成功は味わいを追及した、焼酎は
⾹りを追及すべし」と結句がある。↓

『フラミンゴオレンジ』は、2017年8⽉にある飲⾷店の勧
めで飲んだ芋焼酎が⼤きな転換点になったと⾔いました
が、それは発売になったばかりの⼩正醸造さんの『蔵の師
魂 グリーン』で、東京のある飲⾷店で飲みました。 

東京の酒販店さんが主催した焼酎の勉強会に講師で呼ばれ
ての上京だったのですが、もともとその飲⾷店に⽴ち寄る
予定は無かったんですね。 

ところが、⿅児島に台⾵が接近していて、勉強会当⽇の朝
の⾶⾏機が⽋航になりそうだった。そこで急遽、前⽇の便
で東京へ⾶ぶことにしました。 

早めに東京に着いてしまって、少し時間があったので、以
前から知り合いの、その飲⾷店に顔を出したんです。 

店主さんに『蔵の師魂 グリーン』を勧められて飲んでみた
ところ、バナナのような⾹りがして、びっくりしたのを、
今でも鮮明に覚えています。↓

『フラミンゴ オレンジ』 
よもやま話
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その頃、笹⼭さんとは「かつての焼酎ブームとは違う登⼭
ルートを⾒つけないとね？」と、良く話してました。 

そんな時に、論⽂に「焼酎は⾹りが命」という⼀⽂が記さ
れていて、⽬指す⽅向性に間違いは無い！と希望の光が⾒
えた思いがしたね。 

笹⼭さんが県試験場の資料に⿅児島⾹り酵⺟と⾔う⼀⽂を
⾒つけて動き出し、杜⽒は芋についてもサツママサリの特
性を⾒抜いて、それまでの⻩⾦千貫から代えたんです。 

これが発売されると、特に⾹りにこだわる⼥性の購⼊者も
多くまたたく間に完売したんですよ。びっくりした。「こ
れは凄い事になるな」と直感しました。 

その⿅児島と佐賀⾏脚からの帰り、福岡空港へ向かう際に
あの博多駅前の陥没補修箇所を⾞で通過した。すると「ぼ
よ〜ん」と⾞が弾み「これ直ってないな？」と感じて、後
⽇また陥没したと知ったのもいい想い出です。

話を聞くと、減圧蒸留の芋焼酎とのことで、ワイン酵⺟を
使っているとのことでした。 

減圧蒸留の場合、”飲みやすい⼀⽅で⾹りも味も特徴がな
い”と思い込んでいた⾃分にとって、減圧蒸留に対する考え
⽅が変わった瞬間でした。 

今から考えると、この時台⾵の接近がなければ、東京の飲
⾷店さんに顔を出すこともなく、減圧蒸留の芋焼酎への
チャレンジも1年で終わり、『フラミンゴオレンジ』の誕⽣
はなかったと思います。 

その後の、解禁となったばかりの”⿅児島⾹り酵⺟1号”との
出会いも、まさにちょうどのタイミングでした。 

『dancyu』にも紹介されている通り、『フラミンゴオレン
ジ』は、いろんな偶然が重なり合った、まさに奇跡の出会
いが⽣んだ焼酎だと思います。

『フラミンゴ オレンジ』 
よもやま話2
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クールミント グリーン 
2020年６⽉ 発売

『フラミンゴ オレンジ』に続いて業界に放った 
愛飲家に⼤好評の「⾹り焼酎」第⼆弾。 
⽶麹と古典的製法を採⽤して⾹りの新境地を拓いた。 

「フラミンゴ」の柑橘系から、本作ではバナナやミント系の⾹
りが引き⽴つ焼酎を⽬指して、安⽥は⽶麹への変更や「どんぶ
り造り」による新作造りに挑んだ。 

バナナやメロンなどの⾹りと表現される成分「酢酸イソアミ
ル」の量が極めて多い仕上がりとなり、新たな「⾹り焼酎」と
して、前作に続いて愛飲家の熱い⽀持を得た。
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単位：㎎/L 酢酸イソアミル

クールミントグリーン(2021年) 17.6

クールミントグリーン(2020年) 8.8

フラミンゴオレンジ 5.4

安⽥ 4.6

さつま国分 5.7

⼤正の⼀滴 0

蔓無源⽒ 0

いも麹芋 3.0

『クールミントグリーン』の酢酸イソアミル値

バナナやメロンの⾹りにたとえられる酢酸イソアミル値が⾼く
なると⾔われている、”⿅児島⾹り酵⺟1号”。 

しかし、『フラミンゴオレンジ』の仕込みでは、不思議なこと
にその値はそれほど⾼くはならなかったのである。 

「ある酒販店からの提案で、芋麹でなく⽶麹を使⽤することで
酢酸イソアミル値が上がり、より新しい⾹りの焼酎ができるの
ではないか」という話を笹⼭から聞いた安⽥は、⽶麹と⿅児島
⾹り酵⺟1号を使って、新たな焼酎づくりに挑むことにした。 

しかしながら安⽥は、⽶麹を造って仕込むと、ごく⼀般的な仕
込み⽅法になるため、⾵味の違いが出しにくくなるのではない
かと予想した。 

結果的に出した答えが、⽶麹を造った後は⼀次仕込みは⾏わ
ず、⽶麹とさつまいもと酵⺟を同時に仕込む、いわゆる「どん
ぶり仕込み」の採⽤だったのである。 

さらに、⽶麹で⾹りの減殺を懸念した安⽥は、それをカバーす
るため、⽶麹造りに使う種麹には、秋⽥今野商店の”⾹気増強⽤
⽩麹”を使うことで万全を期した。 

そして、2019年秋に初めての仕込みを実施。もろみの段階から
すでにバナナのような⾹りが感じられ、減圧蒸留後もさらにバ
ナナやメロンのような⾹りも漂ってきた。 

酢酸イソアミル値を分析してもらうと、8.8という値が出て、⼀
般的な芋焼酎に⽐べると相当に⾼めの数値である。

『フラミンゴ』では期待したほど上がらなかった、酢酸イソアミルの値。 
上げるために安⽥が考え抜いて採⽤した製法と、その結果は？
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そして2020年8⽉、ついに初出荷の⽇を迎えたのだった。 

さて、なぜ『クールミントグリーン』と命名したのかとよく尋
ねられる。 

それはバナナのような⾵味も感じつつも、⼝に含んだ時の爽や
かな⽢さをより強く感じたため、この⽢さをミントに例えて、
『クールミントグリーン』とした。 

初年度は発売本数も少なく、また前作『フラミンゴオレンジ』
の⼈気もあって、あっという間に完売に。 

しかし、銘柄としてしっかり独⽴させるためには、『フラミン
ゴオレンジ』との個性をさらに際⽴たせ、もっと特徴を押し出
す必要があると感じていたのも事実である。 

2020年秋に⾏った２年⽬の仕込みでは、安⽥は、⽶の精⽶⽅法
を変えたり、もろみの冷却⽅法、減圧蒸留の⽅法などにさらに
⼯夫を凝らした。

2021年4⽉、2年⽬の『クールミントグリーン』を送り出した。 

計測したところ、酢酸イソアミル値は、2020年版のちょうど2
倍となる、なんと17.6mg/Lを記録したのだった。

『フラミンゴ』との個性を際⽴たせるための、様々な⼯夫と試⾏錯誤。 
2021年4⽉、2年⽬の『クールミントグリーン』は酢酸イソアミルが2倍と増加！
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進化の勢いが留まる事ない安⽥杜⽒は、⽶麹の重要性もも
ちろん深く理解された⽅です。 

 芋麹を使った”フラミンゴ”の時は「酢酸イソアミル」が思っ
たほど出なかったので、次の『クールミントグリーン』で
は⽶麹を選択した。 

仕込み⽅法は、通常の⼀次仕込みと⼆次仕込みを分けない
「どんぶり仕込み」と⾔って、蒸⽶と蒸して裁断した芋を
同時発酵させる技法を⽤いたのです。 

昨年は⾹り成分について狙った結果も出たのですが、そこ
へコロナ禍があって出荷も遅れてしまいました。今年の出
荷分については更に⼯夫を凝らしましたが、詳しくは笹⼭
さんにお任せするとして、グラフにある様に約倍の数値が
計測されたんです。凄いことです。 

それと商品名とラベルを⾒た時、これは世代によるだろう
けど、真っ先にロッテのガムを思い出したんですね。法的
にはなんら問題無くとも、同じ感想を持った⽅もいらっ
しゃるんじゃないかな。↓

『フラミンゴオレンジ』と同様、『クールミントグリーン』
のラベルも、東京の⼥⼦⼤⽣にデザインしてもらいまし
た。 

『フラミンゴオレンジ』のラベルデザインが最初に上がっ
てきたときに、このようなラベルは初めてだったので不安
もあったのですが、結果的にラベルと味わいがマッチし
て、いい結果となりました。 

余談ですが、『フラミンゴオレンジ』のデザインは、亡く
なった⼩林真央さんが以前ブログに上げていた、”オレンジ
フラミンゴ”というハイビスカスをモチーフにしています。 

『クールミントグリーン』のラベルは、ペンギンが全⾯に
出ています。このデザインを⾒た時、ペンギンのデザイン
と”クールミント”という名前で、真っ先に頭によぎったの
は、あのロッテの『クールミントガム』でした。 

このまま、何も⾔わず発売することには抵抗があったの
で、まずは特許事務所に相談したんです。↓

『クールミント グリーン』 
よもやま話
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それで、笹⼭さんにはロッテさんに仁義を切るべく電話を
掛けるよう勧めたんです。するとたまたま電話に出た⽅
が、⽇頃から国分酒造の焼酎を愛飲していた⽅だった。そ
して権限のある⽅へスムーズに繋げて下さって了承を得
た。奇遇ですよ。 

2010年以降、新しい登⼭ルートを探していた業界ですが、
国分酒造さんの⼀連のシリーズを通して、それが今はっき
りと⾒えたのではないでしょうか。 

1970年代から1990年代にあった廃業・休業と⾔う暗⿊の
時代を乗り切り、またEU諸国からは「同じ蒸留酒なのに酒
税がウイスキーは⾼いが焼酎は安すぎる」という外圧に屈
して三段階に分けて同じ税率に合わせた時代。それが、⽪
⾁にも本格焼酎業界始まって以来の⼤ブームと重なり隆盛
を極めました。 

ブームはいつか必ず去るからブームであって、やはり過ぎ
去ってしまった今、新たな飲み⼿の開拓に明るい兆しを灯
した国分酒造の業績は⼤である、と私は思います。

特許事務所からは、「商標の分類も異なり、ラベルもパ
クった訳ではないので、⼤丈夫ではないか。ただ、最悪
ロッテさんからクレームが来ることも頭に置いて下さい」
との回答でした。 

その後⼩林さんにも相談し、消費者からのクレームも怖い
からロッテさんに相談してみればとアドバイスをもらい、
電話を⼊れて確認することにしました。 

ロッテ本社に電話をしたところ、出られた広報の⼥性の⽅
が｢国分の焼酎、飲んでいます！｣とおっしゃって、びっく
り。その後もスムーズに話を進めていただいた印象を持っ
ています。 

数⽇後にこのご担当の⼥性から連絡を頂戴し、OKとのご返
事を頂きました。 

⽇本を代表するお菓⼦メーカーが、我々のような零細企業
の話にも⽿を傾けて、しっかりと対応して頂いたことに、
とても感謝しています。

『クールミント グリーン』 
よもやま話２
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2022年、安田宣久は杜氏就任から30年の節目を迎える。 

これまで飽くなき挑戦を続けてきた笹山＆安田コンビにとって 
これからの蔵の展望は？ 

さらにかつての大ブームも久しい記憶となった 
本格焼酎業界の行く末は？ 

製造サイドの笹山、安田のふたりに、 
販売サイドの小林が 

それぞれの立場から今後を見つめてみた。
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そして、これからも挑戦は続く
笹⼭ × 安⽥ × ⼩林 
製造と販売、それぞれの⽴場で「これから」を語る

Chapter ３
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About the Future About 

⽗は⽣前、｢国分酒造を創設するのに命を10年縮めた｣と話していましたが、その⾔葉
通りに67歳で他界しました。組合を再建するのに、⼤変な苦労だったと思います。 

⽗が他界して間もなく第3次焼酎ブームがやってきました。課税移出、未納税移出と
もに⼤きく伸び、会社の体⼒も増え、組合創設時の4億数千万円の借り⼊れも全て返
済し、経営も順調でした。 

焼酎ブームが収束した後、課税移出は次第に減少傾向になりましたが、よりダメージ
となったのが未納税移出の⼤幅な減少でした。更には相次いで脱退した組合員に対す
る出資持分の⽀払いなども発⽣し、会社の体⼒が次第に下がっていったのです。 

最近になって、おかげさまで『安⽥』『フラミンゴオレンジ』『クールミントグリー
ン』が順調に売り上げを伸ばし、国分酒造の先⾏きにようやく光明が差してきまし
た。 

安⽥杜⽒には体⼒の許す範囲でもうしばらく頑張ってもらい、今後は、安⽥が造り上
げた技をしっかりと継承した上で、少しでもレベルアップしてゆくことが、これから
の国分酒造にとって最も⼤切なことと思っています。 

そして会社の体⼒を戻し、経営基盤をしっかりさせてから、⼦供たちの代に引き継ぐ
ことができればと思います。

蔵元サイドが考える、「国分酒造株式会社のこれから」   笹⼭ 護 59



蔵元サイドが考える、「国分酒造株式会社のこれから」  安⽥宣久

焼酎は蒸発する成分だけを⾆で味わう蒸留酒だ。 

揮発する成分はたくさんある。良い匂いも悪い臭いもある。しかもその匂いが良い味
でもなければならない。 

常圧酒は極まった感がある芋焼酎は、減圧酒の世界がほとんど⼿つかずの状態で残っ
ているように思えてきた。⽩ワインの世界と芋焼酎の世界がMTA(モノテルペンアル
コール)でつながっているとは考えもしないことだった。 

貯蔵芋の⾹りと、減圧酒の⾹りの新世界が⾒える。 

これからも国分酒造独⾃の⽅法で、ここから先に押し開いていって欲しい。 

後続に期待する。

About the Future About 
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フレンチは⾹⾟料を求めた侵略の歴史によって華開いた料
理だと思います。 
和⾷といえば、それまであった⼭葵や塩に加え、信⻑の時
代に南蛮貿易によって⾹⾟料がもたらされ、砂糖そして醤
油と⾔う魔法の調味料が⽣まれて⼀気に華開いたもの。 

明治維新後といえば、油（バター等）と醤油の抜群な相性
より、それまで獣⾁に親しみの無い⽇本⼈が「すきやき」
と⾔う和のオリジナルも⽣みました。 

和包丁使いの妙もまたしかり。⽣⿂を綺麗に⾷べやすく素
早く切り、⼤根の桂むきや⽊の芽等で盛り付けした⼯夫の
積み重ねが、いま皆さんが⽬にする「造り」です。 

このように和⾷も進化の歴史を経て来ましたが、やはり鰹
と昆布だし、醤油、みりん、塩、味噌、酢と⾔う基礎調味
料の使い⽅を知らずしては成り⽴たず、「基本を押さえず
して創作は⽣まれない」のです。そして再現性を追求し、
味にさらに創意⼯夫をする「塩梅」が重要なのです。

かつて当店のリーフレット「粋酔」に私のコメントを「好
きな道」と題して発信しておりました。好きでなければ、
発⾒もなく疑問さえ⽣まれず、継続はないと思います。 

数年前、笹⼭さんがサイトにアップした蔵の芋切り作業の
画像がありました。それはサウスポーの為に隣り合わせで
作業すると危険なため、独り離れて芋切りをする安⽥杜⽒
の姿でした。この写真を⾒た時「何か」を感じたのです。 

それは何かというと、芋切り作業から原料に対する⽬配せ
をし、発⾒をしようとする姿勢ではないか。発酵や蒸留⽅
法といった⼯程はそう複雑では無いが、原料と酵⺟との相
性を⾒極める眼⼒は、地道な作業の中から鍛えられると。 

これからも新しい焼酎が⽣まれては来るのでしょう。しか
し、基本を押さえた創造を重ねずして、進化は為されな
い。これから国分酒造さんがどんな展開を⾒せるか想像は
難しいのですが、蒸留酒は⾹りが命と⾔う根幹は変わらな
い分けで、やっぱり「基本が⼤事」だと国分酒造さんの進
化を⾒ていてそう思うんです。

販売サイドが考える、「国分酒造株式会社のこれから」  ⼩林昭⼆

About the Future About 
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蔵元サイドが考える、「本格焼酎業界のこれから」   笹⼭ 護

第3次焼酎ブーム以前は、都会では”芋焼酎=臭い”という
レッテルが貼られていて、県外出荷数量も⾮常に少なく、
ほとんどが地元消費でした。 

我々蔵元は、都会の⽅々に本格焼酎を飲んでもらうため
に、臭みのない飲みやすい焼酎造りに取り組みました。 

すると、焼酎ブームと相まって、本格焼酎が全国に知れ渡
るようになり、それまでは低く⾒られていた本格焼酎が、
⽇本酒などと同じ⼟俵で競い合うことができるようになり
ました。 

⼀⽅、ブームが収束すると焼酎から離れていく⼈も多くな
り、いまだに本格焼酎業界全体で減少傾向が続いていま
す。 

そんな中で最近は、麹や酵⺟、その他いろんな研究が進
み、また30代、40代の若⼿の蔵元も増え、多種多様な新
しい焼酎造りに、多くの蔵元が取り組むようになってきま
した。

若⼿が増えることで、業界の活気が甦ってきたように感じ
ます。各蔵元が、飲みやすいだけでなく、特徴のある焼酎
造りを意識するようになったのでしょう。 

これから本格焼酎業界が発展してゆくためには、価格競争
などで本格焼酎愛飲者内のパイを奪い合うのではなく、こ
れまであまり焼酎を飲まなかった⽅たちの層を、いかに取
り込んで焼酎ファンになってもらえるかが、最も⼤切なこ
とです。そのためには、特徴のある焼酎造りは⽋かせない
と思います。 

それと、国内の⼈⼝減少傾向を考えると、海外進出という
のはもちろん⼤事だと思います。ただ我々のような中⼩の
蔵元は、⼤⼿と同じように海外進出しても、予算的な⾯か
らも厳しいと思います。 

⾃ら積極的に海外へ出ていかなくても、国内でしっかりと
取り組めば、海外への道も開かれていくのではないかと感
じています。

About the Future About 

62



蔵元サイドが考える、「本格焼酎業界のこれから」   安⽥宣久

酒税の考え⽅は、同じ税率ならば、皆同等の品質が求められるので、鑑評会等に
よって各メーカーの技術⽔準が均質化してくる。それによって、差別化・個性化が
難しくなっている現実がある。 

すると、技術⼒・資本⼒のある⼤⼿メーカーには、コスト⾯で⼩さい蔵は太⼑打ち
できなくなるのは、当然のことだ。 

当社のような⼩さなメーカーが⽣き残るためには、焼酎の均質化とは逆⽅向に、差
別化できる商品を開発しなければならない。 

品質の向上はもちろん、各メーカーがその⽴地と⾵⼟を⽣かした、個性ある唯⼀無
⼆の新しい焼酎を⽬指して欲しい。 

鑑評会の評価から外れることを恐れてはならない。
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先⽇、ある飲⾷店の⼥将さんが店に⾒え、「今回のコロナ騒動で、私達はどれほどお
酒に⽀えて貰っていたのかと、つくづく思いました。有難い事です。本当に感謝しな
くてはいけませんね」と、涙をためて語ってらした。 

この⾔葉を全国の蔵元に聞かせてあげたかった。 

飲⾷店が機能しない今、”出荷即完売”の続く国分酒造の焼酎を扱う⼈間として断⾔で
きるのは、⾹り焼酎によって第４次焼酎ブームへの扉は開け放たれたのだと。 

今度は各社から「⾹り系焼酎」が誕⽣するでしょう。しかし、このスライドをご覧い
ただいた⽅はご理解いただけたかと思いますが、それは単に芋の品種と酵⺟や減圧蒸
留にして⽣まれた焼酎ではないんです。この国分酒造が磨き上げた焼酎がけん引し温
めてこそ、扉の向こうに新しい道ができる。 

美味しい本格焼酎の魅⼒を体験して⻑く愛飲していただく為には、蔵・酒屋・飲⾷店
と⾔う３者のチームプレーが必要で、特に蔵の努⼒を台無しにしないためにも、飲⾷
店さんの提供の仕⽅が重要になります。 

それを我々酒屋がしっかりとグリップして⾏かねばなりません。焼酎と⾔うハードだ
けなく提供の仕⽅、蔵の努⼒、背景と⾔うソフトも伝える所が我々酒屋の勤めと感じ
ております。

販売サイドが考える、「本格焼酎業界のこれから」   ⼩林昭⼆
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国分酒造の創立から36年目となる2022年に、 
就任から30年の節目を迎える安田宣久杜氏へ、本編を捧げます。


