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甘酒の歴史
　甘酒は米から造られる日本の伝統的な発酵食品飲料ですが、その栄養価の高さ、疲労回復など健康面へ

の効能などから、昨今の健康ブームもあり再び人気が高まっています。

　甘酒の歴史は古く、日本書紀には「天舐酒（あまのたむざけ）」として古代から飲用されていたことが記

されており、天皇が司る神道祭祀において神様にお供えされていたことが伝わっています。室町時代には

甘酒の行商が始まり庶民の間でも知られるようになりました。そして、江戸時代には健康と栄養状態の改

善のため、庶民にとって経済負担が少なく甘酒が購入できるよう価格上限を幕府が設定するほどまでに

広く普及しました。この時代、武士の内職としても甘酒造りが行われていたそうです。夏バテを防ぐ目的

で栄養豊富な甘酒は体力回復に効果的な飲み物として夏の風物詩となり、甘酒が夏の季語として詠まれ

るようになったのもこの頃です。

　以降、現代に至るまで、時代と共に庶民に広く飲用される甘酒ですが、ここ最近は、各種メディアなどで

その効能が取り上げられることが増え、元々の愛飲者以外に、お洒落なドリンクサプリ、朝ご飯の代用品

として、若い女性から中高年の健康志向の高い消費者まで人気が高まりつつあります。

　甘酒は、主に米麹と米を主原料とするもの、酒粕を主原料とするものに、大きく2種類に分けられます。

長野県では大半が前者のタイプです。

　米麹と米を主原料とする甘酒は、蒸米と種麹を混合、撹拌し、保温しながら一晩発酵させ、米に含まれる

でんぷんを糖化することで甘味をつけます。米麹を使用した甘酒は、麹菌が作り出すアミラーゼなどの

酵素によりでんぷんが分解され、糖になることにより作られ、炭水化物、たんぱく質、脂質、灰分、アミノ

酸、ビタミンの他、有機酸、オリゴ糖、ブドウ糖などが含まれています。味わいは米のうま味と甘さがしっ

かりと感じられ、芳醇な香りが味わいに輪郭をつけます。

　以前は、冬に日本酒を造り、夏の副業として酒蔵が甘酒の製造を手掛けることが多かったため、甘酒

製造と言えば日本酒蔵元が代表的でしたが、最近では味噌、醤油などを製造する日本酒蔵元以外の企業も

甘酒市場に参入しているのが大きな特徴です。

甘酒の種類

甘酒は、日本の伝統的な甘い飲み物です。
歴史、作り方、効能 etc. 実はすごい秘密を持っています。
まずは甘酒のことを、詳しく紐解いていってみましょう。

コク

うま味

塩気・
濃厚さ

甘さ

うま味
の余韻

コクの余韻

コク

うま味

塩気・
濃厚さ

甘さ

うま味
の余韻

コクの余韻

米麹甘酒と酒粕甘酒 の味わい比較

酒粕甘酒
15品の平均

米麹甘酒
20品の平均

※

※酒粕に副原料を加えた甘酒。および酒粕と米麹、副原料をブレンドした甘酒。

市販の長野県の米麹甘酒 20 品と酒粕甘酒 15 品を味覚
センサで測定し、味を数値化しました。各タイプの平
均値の味バランスをみると、米麹タイプの甘酒は酒粕
タイプに比べしっかりした甘さとうま味、コクがある
まろやかな味わいが特徴だと考えられます。

米麹甘酒、酒粕甘酒
合計 35品の平均
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米麹甘酒の主な材料である米麹は、わたした
ちが普段目にしている米を麹菌の力で発酵
させたものです。基礎の材料となる米には、
酒造りのための米・酒造好適米が使われる
こともあります。

米麹甘酒

麹菌を
散布

麹菌による
発酵

蒸米

米麹甘酒ができるまで

米麹に水を加え、60℃　ほどで温め、一晩発酵させる

お米か
ら

スター
ト

自然な甘さがうれしい！

米麹

米麹甘酒の「もと」
になる米麹は、
発酵を経て生まれる
発酵食品です。

米麹タイプの甘酒は
酒粕タイプのものと
異なり、アルコールは
含まれていません。
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　長野県には全国でもトップクラスの日本酒蔵元（全国2位）、味噌醸造元（全国1位）、醤油醸造元など、

発酵食品に関係する企業が数多く存在します。また、長野県内で甘酒を製造する企業は40社以上あると

言われています。長野県産甘酒は既に全国区として知られる銘柄もありますが、総じてその品質は高いこ

とで知られており、現在、長野県工業技術総合センター、しあわせ信州食品開発センターが製造元への

技術指導などを実施し県全体で盛り上げていく機運にあります。

　そのような中、甘酒製造の品質向上と技術研鑽を目的として2018年11月に全国初となる甘酒鑑評会

が長野市で開催され、長野県内の製造元からの48種類の銘柄について、色・味・香り・のどごしなどを審査

員が評価しました。その結果、長野県知事賞として5銘柄が選ばれ、また、この審査会で上位となった銘柄

は、同月に開催された「全国発酵食品サミットin NAGANO」において来場者テイスティング投票を一般

市民が参加する形で実施され、来場者テイスティング投票結果からグランプリ、準グランプリがそれぞれ

選出されました。

　長野県では、「全国発酵のまちづくりネットワーク協議会」が2007年度から日本各地で実施してきた

人気イベントである「全国発酵食品サミット in NAGANO」を2018年に開催し、その他の各種イベント

を通じて発酵食品や発酵食文化のすばらしさを全国に向けて発信し、地域産業の活性化に寄与する活動

を継続的に行っています。

　伝統産業、伝統食品としての日本酒、味噌、醤油、漬物などに加え、ワインやクラフトビール、チーズなど

発酵食品の市場が広がる長野県。全国トップクラスの品質としてその認知度が上がる甘酒が、健康長寿

県・長野をけん引する時代がやって来たと言っても過言ではありません。

米麹甘酒

　甘酒は、ビタミンＢ1、ビタミンＢ2、ビタミンＢ6、葉酸、オリゴ糖、ブドウ糖、アルギニンやグルタミン

など9種類全ての必須アミノ酸が含まれ、栄養価が高い飲料です。特に米麹を使用する甘酒は、麹菌の力

により作り出される酵素が働き、たんぱく質を分解する酵素だけでも数十種類以上あると言われていま

す。甘酒はビタミンＢ群を豊富に含み、また、腸内の善玉菌を増やし悪玉菌の増殖を防ぐと同時に腸のぜ

ん道運動を促すことなどから、整腸作用、免疫力の向上、アレルギーへの耐性、抗酸化機能によるアンチエ

イジング、肌の保湿効果などが期待されています。

　これ以外にも、甘酒に含まれるブドウ糖には即効性の高い疲労回復効果があり、近年は「飲む点滴」と

言われるほど、その効果が注目されています。また、甘酒に含まれるオリゴ糖は、腸内細菌の働きを活発に

して免疫力を高め、病気予防としての効果が期待できます。

　甘酒は、以前は寺社が正月に参拝客へ振舞ったり販売したり、農業祭祀などで神様に供えるお供え物と

しての伝統、風習が広く見られました。また、風邪をひいた際の栄養分摂取の手段として飲用されるケー

スが一般的でしたが、健康飲料として社会に広く普及する過程で、そのまま飲用できる缶入り、紙パック

入り、瓶入りの他、濃縮タイプや粉末タイプ、フリーズドライなど各

種形態の製品が登場しています。

　甘酒の摂取方法は、健康食として、果実や野菜と混ぜて飲用する

甘酒スムージーや、豆乳割り、牛乳割りなど割り物としての飲用、調

味料・食材として調理される甘酒スープや甘酒料理などその用途は広

がっています。

第１回長野県甘酒鑑評会・審査結果（出品総数:48点）
【長野県知事賞5点】
北安醸造株式会社、株式会社よしのや、株式会社豊島屋、丸昌稲垣株式会社、マルコメ株式
会社

全国発酵食品サミット　in NAGANO 来場者テイスティング投票結果
【グランプリ】
北安醸造株式会社
【準グランプリ】
株式会社よしのや

甘酒の効能 長野県の甘酒に対する取組み

甘酒の飲用方法、活用の広がり

甘酒に含まれる必須アミノ酸とブドウ糖（100㎖中）

Thr トレオニン Val バリン Met メチオニン

42.33mg 24.66mg 12.04mg

Ile イソロイシン

19.56mg

Leu ロイシン

41.73mg

Phe フェニルアラニン

32.12mg

Lys リシン

26.86mg

His ヒスチジン

11.53mg

Trp トリプトファン

6.40mg

ブドウ糖

15.98g

当冊子に掲載の 20品の平均値
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当冊子に掲載の 20品の平均値
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佐久市
株式会社土屋酒造店
千曲錦酒造株式会社

南佐久郡
黒澤酒造株式会社
山本屋糀店

小諸市
大塚酒造株式会社

上田市
信州イゲタ味噌醸造蔵元酒の原商店
長野味噌株式会社

須坂市
千日みそ株式会社

千曲市
合資会社高村商店

長野市
株式会社よしのや
マルコメ株式会社上水内郡

株式会社高橋助作酒造店

大町市
北安醸造株式会社

松本市
岩波酒造合資会社

茅野市
山高味噌株式会社

岡谷市
株式会社豊島屋

伊那市
株式会社仙醸

木曽郡
有限会社小池糀店
株式会社中善酒造店

飯田市
丸昌稲垣株式会社

　長野県では、江戸時代の終わり頃まで農産物の不作による食料不足や厳しい冬に備え、保存用の食料を

大量に仕込む必要がありました。このため、信州味噌や野菜漬物など発酵食品をはじめとする様々な保存

用の食料を常に貯蔵し利用する食文化が発達してきました。

　信州ブランドの食品づくりを支援するための試作開発・評価機能を備えた食品産業イノベーション拠

点として、2015年4月に開設されました。食品の企画から試作、分析、評価、商品化、販路開拓まで、一貫し

た支援を行います。

発酵に適した長野の気候
　長野県の気候は年較差が大きく、夏場の気温は30℃前後に上がるため発酵が促されます。逆に冬場の

気温は氷点下10℃にまで下がり、雑菌の繁殖が抑えられます。発酵に好適な信州の自然環境が、各家庭に

おける保存食造りを発展させました。

長野県の代表的な発酵食品
みそ⇒味噌出荷額全国１位　淡色で辛口を特徴とする「信州味噌」が有名。

日本酒⇒酒蔵数全国２位　個性豊かな酒蔵が長野の日本酒を支えています。

漬物⇒出荷額全国３位　赤カブの漬物「すんき」は塩を一切使わない乳酸発酵食品です。

　長野で古くから発展してきたみそや日本酒造りのノウハウが、甘酒づくりにもいかされています。

参考文献　長野県食品製造業振興ビジョン,平成29年9月策定
　　　　　「中部圏の発酵文化に関する調査研究報告書」,平成27年5月,公益財団法人中部圏社会経済研究所

長野県と発酵食品

センターの主な機能(有料)

しあわせ信州食品開発センターのご紹介

・試作加工装置による食品の試作や加工
原料処理装置、圧力加工装置、加熱加工処理、発酵室等
・分析評価装置による開発商品の成分、味、香りの分析評価
微生物の特性評価、成分濃度・物性測定等
・食品の試食・試飲、商談などを行うスペースの利用
オープンキッチン（22m²）、テイスティングルーム（70m²）等

しあわせ信州食品サポーターズ倶楽部

しあわせ信州食品開発センターに関連する試作品や県産商品等について評価や意見を
いただいたり、イベント、講演会、研修会、品評会等への参加を通じ、信州の食に対する
理解を深め、食品の開発等を応援していただくサポーター。当冊子の甘酒の官能評価に
ご協力いただきました。

株式会社味香り戦略研究所（分析協力）

　食品・飲料などの味や香りを数値化する手法で消費者の「おいしい！」をわかりやすく表現し、それらを

用いた商品開発、販売促進、ブランディングなどに対する各種サポート業務を行っています。

分析機器の一例　味覚センサ

　九州大学と（株）インテリジェントセンサーテクノロ

ジーが共同開発した、世界初の味覚を測定するセンサ。

「おいしさ」の重要な構成要素となる基本的な味覚（旨味、

苦味、塩味、酸味、甘味、渋味）を数値化し、客観的に表現す

ることができます。

当冊子掲載甘酒の
メーカー所在地

10



佐久市
株式会社土屋酒造店
千曲錦酒造株式会社

南佐久郡
黒澤酒造株式会社
山本屋糀店

小諸市
大塚酒造株式会社

上田市
信州イゲタ味噌醸造蔵元酒の原商店
長野味噌株式会社

須坂市
千日みそ株式会社

千曲市
合資会社高村商店

長野市
株式会社よしのや
マルコメ株式会社上水内郡

株式会社高橋助作酒造店

大町市
北安醸造株式会社

松本市
岩波酒造合資会社

茅野市
山高味噌株式会社

岡谷市
株式会社豊島屋

伊那市
株式会社仙醸

木曽郡
有限会社小池糀店
株式会社中善酒造店

飯田市
丸昌稲垣株式会社

　長野県では、江戸時代の終わり頃まで農産物の不作による食料不足や厳しい冬に備え、保存用の食料を

大量に仕込む必要がありました。このため、信州味噌や野菜漬物など発酵食品をはじめとする様々な保存

用の食料を常に貯蔵し利用する食文化が発達してきました。

　信州ブランドの食品づくりを支援するための試作開発・評価機能を備えた食品産業イノベーション拠

点として、2015年4月に開設されました。食品の企画から試作、分析、評価、商品化、販路開拓まで、一貫し

た支援を行います。

発酵に適した長野の気候
　長野県の気候は年較差が大きく、夏場の気温は30℃前後に上がるため発酵が促されます。逆に冬場の

気温は氷点下10℃にまで下がり、雑菌の繁殖が抑えられます。発酵に好適な信州の自然環境が、各家庭に

おける保存食造りを発展させました。

長野県の代表的な発酵食品
みそ⇒味噌出荷額全国１位　淡色で辛口を特徴とする「信州味噌」が有名。

日本酒⇒酒蔵数全国２位　個性豊かな酒蔵が長野の日本酒を支えています。

漬物⇒出荷額全国３位　赤カブの漬物「すんき」は塩を一切使わない乳酸発酵食品です。

　長野で古くから発展してきたみそや日本酒造りのノウハウが、甘酒づくりにもいかされています。

参考文献　長野県食品製造業振興ビジョン,平成29年9月策定
　　　　　「中部圏の発酵文化に関する調査研究報告書」,平成27年5月,公益財団法人中部圏社会経済研究所

長野県と発酵食品

センターの主な機能(有料)

しあわせ信州食品開発センターのご紹介

・試作加工装置による食品の試作や加工
原料処理装置、圧力加工装置、加熱加工処理、発酵室等
・分析評価装置による開発商品の成分、味、香りの分析評価
微生物の特性評価、成分濃度・物性測定等
・食品の試食・試飲、商談などを行うスペースの利用
オープンキッチン（22m²）、テイスティングルーム（70m²）等

しあわせ信州食品サポーターズ倶楽部

しあわせ信州食品開発センターに関連する試作品や県産商品等について評価や意見を
いただいたり、イベント、講演会、研修会、品評会等への参加を通じ、信州の食に対する
理解を深め、食品の開発等を応援していただくサポーター。当冊子の甘酒の官能評価に
ご協力いただきました。

株式会社味香り戦略研究所（分析協力）

　食品・飲料などの味や香りを数値化する手法で消費者の「おいしい！」をわかりやすく表現し、それらを

用いた商品開発、販売促進、ブランディングなどに対する各種サポート業務を行っています。

分析機器の一例　味覚センサ

　九州大学と（株）インテリジェントセンサーテクノロ

ジーが共同開発した、世界初の味覚を測定するセンサ。

「おいしさ」の重要な構成要素となる基本的な味覚（旨味、

苦味、塩味、酸味、甘味、渋味）を数値化し、客観的に表現す

ることができます。

当冊子掲載甘酒の
メーカー所在地

11



長野県産甘酒の情報の見方

01 岩波酒造合資会社

造り酒屋の甘酒　350㎖

さらりとした喉ごしと
　　すっきりとした甘さ

1872年創業の松本市の日本酒
蔵。「飲み飽きしない酒」を目指し
日々酒造りの技術を磨いている。

砂糖の代わりに加えれば甘すぎず、
卵や調味料のうま味が引き立つ味
わいに仕上がります。

企業データ
サポーターズ倶楽部の声

コク

うま味

塩気・
濃厚さ

甘さ

うま味
の余韻

コクの余韻

雑味の無いクリアな
味わいとふくよかな余韻

味わい
POINT 「厚焼き玉子の調理に」

さら
さら

とろ
とろ

おすすめの活用法

甘酒の拡大写真
白さ

2

味覚センサーで
計測した
甘酒の味わいグラフ

甘酒官能評価に参加した
しあわせ信州食品
サポーターズ倶楽部の声を
ピックアップしました

甘酒の
味わいPOINT

おすすめの活用を
メニューでご紹介

機械で計測した甘酒の
色データと食感の計測結果

甘酒の
拡大写真

主に酒を作っているメーカーの商品

主に味噌などを作っているメーカーの商品

2018年に開催された第1回甘酒鑑評会で高評価を得た20品を様々な分析機器で
計測。データとともにご紹介します。（なお、濃縮タイプの甘酒は希釈して測定・官能評価をしています）

白さ：5段階評価、5が一番白い
とろみ：さらさら～とろとろの5段階評価
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甘酒の拡大写真
白さ

2

甘酒の拡大写真
白さ

3

02 合資会社高村商店

あまざけ　500㎖

しっかりとした粒感と
  バナナのような甘い香り

大正8年創業、千曲市姨捨棚田の
ふもとで長野県産の原料にこだ
わった味噌作りをしている。

企業データ
サポーターズ倶楽部の声

コク

うま味

塩気・
濃厚さ

甘さ

うま味
の余韻

コクの余韻

素材由来の
コクのある味わい

味わい
POINT

豊かな甘さとバナナ様の香りは
ヨーグルトに最適。さらにフルーツ
を加えても。

「ヨーグルトのソースに」

さら
さら

とろ
とろ

おすすめの活用法
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03 株式会社高橋助作酒造店

松尾 手造り 甘酒　700㎖

後に引かないすっきりとした
　　飲み口と上品な甘さ

1875年創業。長野県産 酒米「山恵
錦」を100%使用、酵素剤などを添
加しない手造り甘酒を製造。

企業データ
サポーターズ倶楽部の声

コク

うま味

塩気・
濃厚さ

甘さ

うま味
の余韻

コクの余韻

芯の通った
深みのある味わい

味わい
POINT

白さ

2

ココナッツの風味に上品な甘さが
マッチして辛味もマイルドに。調味
料に加えても◎。

「タイカレーとの食べ合わせに」

さら
さら

とろ
とろ

おすすめの活用法

甘酒の拡大写真

04 有限会社小池糀店

木曽の手づくり甘酒　350g

うるち米特有の
　　　　　　濃厚な香り

明治12年創業。「安心で美味しい」
をテーマに糀、味噌、甘酒等を製
造販売する。

企業データ
サポーターズ倶楽部の声

コク

うま味

塩気・
濃厚さ

甘さ

うま味
の余韻

コクの余韻

あっさりとした味わいの
中に広がるお米のうま味

味わい
POINT

白さ

4

甘さ控えめ、うま味が際立つ味わい
は、同じくうま味のあるチーズと合
わせて。

「チーズ」

さら
さら

とろ
とろ

おすすめの活用法

濃縮
タイプ

甘酒の拡大写真
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