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日本酒復興のための提言
－ FBO研究レポートNo.15－

日本酒セールスプロモーション研究会
石黒　建大（認定会員 No.008321）

11. 日本酒振興のための第 2の提言

　①　幕府と大日本帝国政府の財源としての日本酒

本格的な商業的酒造りがはじまったのは江戸時代初期、伊
丹・池田での酒造りである。近代清酒発祥の地と呼ばれる南
都の寺院による酒造りが南都の寺院の大きな資金源となり、
当時、政治的にも、軍事的にも大きな力を持っていた南都の
力を削ぐ為に本格的な商業としての酒造りが求められていた。
そのため近衛家の保護領であった伊丹・池田の地で商業的酒
造りを幕府として育て、酒造株により酒造りを制限した。そ
の結果、南都の寺院の力を削ぐことに成功するとともに、産
業としての酒造りが育成された。

その後、江戸幕府による太平の時代が進むにつれて、江戸
時代中期以降には、貨幣経済が発達し、商業としての酒造り
がさらに発展した。田沼意次の時代には酒蔵から本格的な冥
加金（今で言うところの酒税）の徴収が本格化したが、上方
の伊丹、灘という酒処が冥加金の支払いに難色を示した。そ
の結果、松平定信による寛政の改革がはじまると、上方から
の酒の移出を制限し、代わりに中国酒と呼ばれる知多半島を
中心とした東海地方の酒の江戸への移出が増えるとともに、
幕府として江戸近辺の関東地方での酒造りを奨励するように
なっていった。

明治維新以降、大日本帝国が成立したが、当初新政府の財
源となる主要な産業は無かったため、酒株制度を廃止し（明
治 7 年時点で約 3 万場以上の酒蔵が存在した）酒造りを奨励
して地租（現在で言うところの所得税）とともに酒税を税収
の柱としていった。一方で政府として富国強兵を進めて行く
為に重工業や鉄道、ガス、電気等の都市インフラ、陸海軍の
整備を進め日清、日露の国家間戦争を行うのに酒税が強化さ
れ力の無い酒蔵はどんどん淘汰されていった。

さらに昭和に入り太平洋戦争へと進んでいく中で、産業統
制や空襲による廃業があり太平洋戦争終戦時には酒蔵の数は
3153 場まで減少した。

太平洋戦争終戦後、日本の経済は徐々に持ち直し昭和 31
年（1956 年）には、4073 場まで日本酒の酒蔵の数は増えたが、
日本が豊かになるにつれて酒類の質が問われるようになると、
アサヒのスーパードライが発売された昭和 62 年（1987 年）
には 2513 場、第 5 次ワインブームの最中の平成 7 年（1995 年）
には 2336 場、焼酎ブームの最中の平成 16 年（2004 年）には
1973 場、平成 21 年の時点で 1761 場となっている。

　②　改めて日本酒の酒蔵の数の変遷から気づくこと

江戸時代から昭和の中期までの酒蔵の数の変遷を見ていて
感じるのは、この頃までは酒蔵の数は日本自体の本格的な産
業が酒造り以外なかったことや、政府の都合で酒造りが発展
したことや、政治の力をうまく利用することで日本酒自体が
発展してきたことが読み取れる。また、江戸時代を見てみる
と灘の酒蔵は世界最初の本格的な消費都市である江戸のマー
ケットを綿密に研究することで数字を伸ばしてきている。

ところが日本が復興し関税が緩和され本格的に海外からワ

インやウィスキーなどの洋酒が入って来たことや、ビールメー
カーや焼酎メーカーの努力もあり、酒類の質自体が問われだ
すと、普通酒の販売に頼り切っていた日本酒のマーケットは
徐々に狭められてきた。近年、純米酒を中心に質を追求した
特定名称酒の販売量自体は増えてきており、海外でも日本食
を中心に日本酒の需要は年々増加してきているが、国内のマー
ケットでは苦戦が続いている。

　③　近年言われている日本酒の復活という言葉に対する疑問

１）三増酒を日本酒扱いしていいのか
近年、日本酒の復活が叫ばれているが、日本酒のこれまで

歩んできた歴史を振り返ってみると非常に疑問がある。平成
14 年の時点で日本酒の生産量の約 7 割が普通酒と呼ばれる日
本酒で、そのほとんどが増醸酒だが、この増醸酒を本当に日
本酒と呼んでいいものかを考えた場合、出来るまでの経緯を
調べてみると日本酒とは呼べないのではないかと思われる。

現在の増醸酒は、太平洋戦争中の満州国で作られていた第
一次増産酒、第二次増産酒と呼ばれる合成清酒を製造する際

の技術を参考に改良を加え、戦後三倍増醸酒として誕生した
ものである。（平成 18 年（2006 年）の酒税法改正で、現在は
三増酒の製造はできない）第一次、第二次増産酒が誕生した
当時、この増産酒は清酒とは呼べないということで、日本酒
扱いはされていなかった。ところが、終戦後は食糧難もあり
三増酒を日本酒として売らなければならなかった。ただし、
その間も本醸造酒は造られていたわけで、三増酒を日本酒と
して販売した事には疑問が残る。今後、特定名称酒と普通酒、
増醸酒のカテゴリー分けが必要ではないだろうか。
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２）純米酒が日本酒の原型というのは理解できるが
近年、きもと純米が日本酒造りの原点であるというように

語られており、多くの蔵が原点回帰という意味で、きもと造
りを行っている。ただ、全ての蔵できもとによる酒造りが行
われていたかどうかについては非常に疑問が残る。東北の灘
と呼ばれていた大山地方では江戸時代から明治初期にかけて
から奈良流と呼ばれる酒造りを行っており、明治 14 年（1881
年）に上方流の造りに切り替わった。（天領大山まち歩き大山
酒と慶應村絵巻より）篠田次郎著の「吟醸酒の来た道｣ にも、
第 3 章　昭和 3 年花岡正庸の項で、大正 4 年（1915 年）の大
腐増の後で伊方杜氏が水もとを使った酒造りを行っていた事
が記載されている。南部杜氏 web を見ると、明治 10 年代の
東北地方における醸造法は多様で、山形県の奈良流が基本の
大山流、青森県の三戸では伊丹流、岩手県の内陸部では池田流、
岩手県の沿岸部では大山流の影響を強く受けた酒造り、秋田
県の湯沢地方では伊丹流、福島県の会津地方では灘流と各場
所によって醸造方法が異なっているのである。現在の酒造り
は、速醸もとを使用した造りが全体の約 90%を占めている。
速醸もとによる酒造りの技術が確立されたのは明治 42 年で、
この年には山廃もとによる酒造りも確立されていて、必ずし
も全ての酒蔵がきもと造りを行ってから速醸もとの造りに切
り替わったとは言い切れない部分がある。明治維新以降も奈
良流の水もとを使った酒造りが行われている事実から、きも
と純米の酒が必ずしも日本酒造りの原点と言い切ることはで

きないと推定される。最も、上方流の造りこそが現代清酒の
基本であるという概念に立てば、きもと純米による酒造りが
原点回帰と言えるだろう。

３）日本酒の復活とは何だろう
日本酒の復活とは、普通酒を含めた日本酒の製造量が、日

本酒生産の一番のピークだった昭和 50 年（1975 年）の約 167
万 kl（平成 21 年度（2009 年）は約 61 万 kl ）に戻ることなのか。
もしくは、日本酒の製造場数がピークだった昭和 31 年（1956
年）の 4073 場まで戻ることが復活なのか。私はどちらも違う
と考える。

昭和の日本酒の最盛期の時代に売れていたのがほとんど普
通酒で、今現在注目されている特定名称酒とは違う。近年、
国内外で特定名称酒が注目されており、この特定名称酒はワ
インと比べても品質に関しては勝るとも劣らない。しかし、
ただ一つだけ問題があり、非常にデリケートにできている米
の芸術品ともいえる品質であるが故に、飲み方や味わいを理
解してもらうのが難しい部分がある。さらに、特定名称酒と
いう概念自体、平成元年（1989 年）級別廃止時の税制改正の
際に造られた比較的新しい日本酒の概念であるために、未だ
に理解されていない部分がある。今後、この ｢特定名称酒｣
という難しい酒を国酒として振興販売していくことが必要で
あり、日本酒の復活ではなく、振興が求められている。

　④　国酒としての日本酒と唎酒師に求められるもの

１） 日本酒を国酒として、和食として説明する唎酒師の
役目

平成 24 年（2012 年 4 月 15 日）に日本政府は、｢今後、国
酒として日本酒と焼酎の海外輸出に力を入れていく」という
事を新聞で発表した。現在、アメリカ、韓国、台湾を中心に
日本酒の海外輸出量が増加しており、特に韓国では、折から
の日本酒ブームやアル添酒に対する関税が下がった関係から、
ここ 2 年で日本酒の輸出量が急増している。また、韓国国内
に在住の唎酒師の数も、2010 年 72 人、2011 年 107 人と徐々
に数が増えてきている。

近年、日本の食に対する海外からの注目度が特に高まって
きたことから、海外への日本酒の輸出量が、ここ 10 年で約 2
倍も増加している。日本酒は品質に関してはワインにも勝る
とも劣らない魅力がある一方で、非常に繊細で飲み手にも飲
用温度や品質管理といった知識をワイン以上に求める部分が
あり、その説明をする唎酒師の需要が年々拡大するとともに、
より高度な知識をさらに求められる傾向にあると思われる。
現在、国内外で唎酒師に対して求められているのは、日本酒、
焼酎だけの知識ではなく、和食としての日本酒、焼酎の知識
が求められ、さらに、ほかの酒類に関する知識も求められる
ようになっていると考える。

２） 海外販売の際に求められる日本酒の地域性と純米酒
とアル添酒の区別

現在、SSI の研究室の長田室長を中心に専属テイスターに
よる各県ごとの日本酒の検証会が行われている。今後、ヨー
ロッパ、特に西ヨーロッパ方面での日本酒の需要が高まって
きた際に、日本酒もワインのように地域による味の特性や違
いが求められると考えられる。また、兵庫県内の中小清酒製
造業の現状とマーケティングに関する調査研究報告書の中に
は純米酒とアル添酒の区別を明確にしてほしいと言った意見
が出ている。

さらに深く考えると、ビールメーカーでは、プレミアムビー
ル、ビール、発泡酒、第 3 ビールと明確なカテゴリー分けが

なされていて、消費者にもわかりやすくなっているが、日本
酒の場合は、純米酒とアル添酒の区別がなく、さらにアル添
酒と増醸酒の区別もなく、消費者には非常にわかりにくい状
態に置かれている。焼酎に関しても、本格焼酎、ホワイトリ
カー、甲乙混和と大きく 3 つのカテゴリーに分かれているが、
今一つ消費者には分かりにくい状態になっている。今後、国
酒として日本酒、焼酎を販売するにあたって、焼酎、日本酒
の地域ごとにさらに詳しく区分けした検証資料が求められる。
また日本酒、焼酎のカテゴリーごとの区分けも分かりやすい
ものが求められると考える。唎酒師協会として、日本酒の各
県ごとの検証会での結果を公開するとともに、日本酒、焼酎
に関するカテゴリー分けをもっと明確にして、国内の消費者
に対して告知できる知識を唎酒師、焼酎唎酒師に植え付けて
いく必要がある。

３）国内需要の高齢化に対する対応
他の酒類に比較して日本酒の飲酒年齢層は高齢化してお

り、国内の日本酒消費量の約８割が、50 代以上の高齢者に頼っ
ている現状がある。そこで、若年層の需要をいかにして増や
していくかが求められている。また一方で、20 代全体の飲酒
量が減っており、若年層に対する食事としての酒文化を広め
ていく事も今後の課題となっていくと考える。

先だって、未成年に対して日本酒検定をうけさせるのは疑
問があるとして、メディアを中心に議論されたことがあった
が、結果として、未成年に対して大人と同じ検定をうけさせ
るべきではないだろうということになった。しかし、私の意
見としては、食文化としての知識として若年層に対する酒類
の教育が出来ていないことが、アルコールに対する知識不足
を招き、食文化の衰退や飲酒に関する事故を誘発していると
考える。故に唎酒師として飲酒に関する正しい知識を 20 代の
人たちに教育することも大切な仕事として今後求められ、和
の食文化を世界に広めるうえで、正しい飲酒の知識は絶対に
必要である。
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