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サマリー(要約) 

第一章では生酛造りの始まりとその進化の過程について、酒造りに関する技術的な視点より、生酛造りの起源

からその進化の過程について考察し、灘においてマニュファクチャー(工業制手工業)にまで技術的に到達し現代

に通じる生酛造りとして確立する過程を検証した。 

第二章では江戸時代～昭和初期の市場経済の発展状況と日本酒の発展の過程について、実社会の市場経済の状

況や江戸期の経済システム、並びに江戸期に行われた国内旅行の記録を軸に、江戸期～昭和初期に置ける実社

会における市場経済の状況に基づいて、経済の発展に伴う日本酒の進化の状況の考察を行った。 

第三章では江戸初期～中期にかけての江戸と加賀百万石の食文化の比較を基に食に大きく影響を与えていると

思われる加賀の大野醤油と播磨の龍野の薄口醤油について、また、実際に灘を代表する菊正宗の生酛本醸造と

天狗舞の山廃純米酒のテイスティングデータの比較を通して江戸と加賀の食文化の比較を行った。 

第四章では幕末から昭和初期の日本の社会と食卓の変遷について纏め、その中で日本酒の味わいやニーズの変

化について実際の社会状況に基づいて考察を行った。 

第五章では、日本の生酛造りを代表する灘酒と加賀酒を実際に日本酒の造りを丹波杜氏と能登杜氏の技術的な

部分の考察を行いこの研究のまとめを行った。結論から日本酒の伝統的な味わいを理解するとは、通説ではな

く日本酒について多角的な視点から自ら考察し、実際に飲んで感じた事を自分の言葉で語る事である。また日

本酒の発展過程において、先人の手によって百試千改が行われて発展してきたのが、現代の完成度の高い日本

酒であり、必ずしも生酛系の日本酒だけが日本酒の伝統的な味わいとは言い切れない事が今回の研究成果であ

る。 

はじめに 

日本酒の生酛造りといえば、一般的には日本酒の伝統的酒造りの技術と言われている。ただ、日本酒造りの

伝統的な造りと考えた場合、生酛造りだけが伝統的技術の造りと言われている事に関して、以前より疑問があ

り、現実的な部分で、生酛以前に開発された技術である水酛や菩提酛で造られた酒は現代でも存在する。 

ただ、その日本酒造りの技術の進化の過程に於いて、大きく分けて①造り手の酒造りの技術的な視点に立て

ば、腐造を防ぐ意味合いに於ける安全醸造の観点より、②市場経済側の経済的な視点に立てば、市場経済に於

ける食文化や経済状況下に於ける需要と供給の関連性の観点。これらの観点から日本酒の進化の過程を考える

事が可能かと思われる。この論文に於いて、日本酒の生酛系酒造りを軸に、日本酒の技術的な発展の過程を灘

流、能登流を中心に、一方で、百万都市江戸と加賀百万石の食文化及び、江戸から昭和初期に於ける日本の市

場経済の発展過程に於ける市場経済の需要と供給の視点から、日本酒の伝統的な造りとは何かについて味わい

の特性、並びに販売市場の特性に関する研究を行った。 
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第一章 生酛造りの始まり(技術的な視点からの日本酒造り) 

① 生酛造りで造られた日本酒の味わいとは 

 生酛造りのお酒について、よく目にするのが生酛本来の味わいとか生酛らしい香りとか、伝統的な古式造り

とか、よく目にする。実際にテイスティングしてみると、結構厚みが有って重たい味であったりするのだが、
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本来の生酛の味わいってそもそも重たい味わいなのかを考えると疑問がある。では、私の考える本来の生酛の

味わいとは、味に深みと柔らかさがあり、後味のキレが良くて爽やかなのが、本来の生酛の味わいだと考えて

いる。 

 

② 生酛造りはいつ頃から行われるようになったのか 

 では、生酛の造り何時頃からどこで始まったのかを考えると明確では無いが、菩提泉から南都諸白の酒造り

へ進化する過程に置いて、(ⅰ)寒造りの酒造りが行われるようになり、その際に晩夏に行われる菩提酛の仕込

みでは無く、初期の生酛造りである育て酛と当初呼ばれた酛立て法の技法が確立され、(ⅱ)米と水の精選を重

要視し、(ⅲ)現代に通じる三段仕込みの手法の確立、(ⅳ)従来の甕や壺を使用した酒造りから桶を使用する等、

酒造技術の大幅な改良が行われた。さらに江戸時代初期の元禄時代には伊丹・池田が江戸積酒造業の中心とな

り特に伊丹の酒は江戸に置いて丹醸として名を馳せた。その頃から本格的に生酛の技法として手で山卸が行わ

れるようになったと考えられ、その後現在菊正宗酒造でも行われている足を使用した山卸の作業が行われてい

たようだ。 

また、江戸初期に置いて主流となっていたのは、菩提酛から酛立て法を用いて寒造りで造られた南都諸白へ

と進化した奈良正暦寺流の南都諸白をベースにした酒造りで、この酒造りの方法に関しては全国へと広がり各

地で○○諸白と言われるようなお酒が各地出ている。南都諸白の酒造りは当時として非常に画期的な酒造りの

方法だったと思われるし、東北地方の一部の藩では、奈良から蔵人を呼んで酒造りをさせたようだ。なお、晩

夏に行われていた菩提酛の造りの欠点と言うのはどうしても雑菌が入る可能性が高く酒造りに於いて安定感に

欠ける事で、その安定感に欠ける晩夏の酒造りを、酛立て法を用いた寒造りの酒造りを行う事で腐造になる確

率を下げ、さらに酛立て法を生酛造りの技術へと進化させる事で丹醸の酒と呼ばれるまでに進化を遂げた。最

も、その後菩提泉で行われていた菩提酛を使用した酒造りに関しては、独自の進化を遂げ寒い時期に低温によ

る酒造りが可能な水酛の技法へと進化する等している。なお、どぶろくの酒造りに関しては、基本的に水酛を

使った酒造りとなっている。 

上記より、より安定した乳酸発酵できる方法を色々試して模索したのが、寒造りの酛立て法を用いた南都諸

白の酒造りであり、伊丹に於いてさらに改良を加えられた山卸の手法を用いて生酛の酒造りの技術として進化

した。勿論そこに至るまでに色々試し試行錯誤しながらたどり着いたと考えられる。また、その後も大正時代

に至るまで酒造りの技術として用いられた水酛の技法とは、菩提酛の造りをベースに従来の菩提酛は晩夏での

酒造りであり腐造のリスクが高かったのを、水酛に進化する事で寒造りに適した低温(寒い時期)でも酒造りが

可能になり従来よりも安定した酒造りが可能になる事で大正年間迄水酛の技術での酒造りが行われていた。こ

の後、明治 42 年に江田鎌次郎技士の手により腐造を防ぐ安全醸造の観点から水酛での酒造りの技術をベースに

して、酒造りの工程を省力化した速醸酛の技術が開発された。 (菩提泉としての菩提酛の造りの技術自体は室

町時代後期には確立しており、その菩提酛の技術を磨き進化したのが水酛の技術である) 

一方で、安土桃山時代には、太古に行われたという醴(あまさけ)式酛取法である煮酛法(仁本法)を用いた金剛

寺の天野酒の方が高級酒としての完成度は高かった。(蒸米と糀米を合せ半切に仕立て粒泡の立つ頃釜に入れて

煮込み、泡立ちを見て再び半切りに移し急速に冷まして改めて発酵させる方法) 

伊丹に於いてほぼ初期の生酛の技法が完成し、暴れん坊将軍で有名な八代将軍徳川吉宗公の治世(1716~1745

年)の間で、農業の技術革新や新田の開発が進み世の中のお米が有る程度余り出し、その解消にお酒造りをある

程度奨励しだし灘酒が台頭し、その後、老中田沼意次公のいわゆる田沼時代(1751 年以降)に貨幣経済が活性化

しだし世の中が本格的に豊かに成りだした頃に、灘でもマニュファクチャーによる酒造りが行われるようにな

り、現在に近い生酛の技法が確立したと考えられる。 
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③ 山卸の作業はどのように進化したのか 

 本格的に足で酛摺りを行うようになったきっかけを考える場合、可能性が一番高いのが、伊達政宗公によっ

て行われた慶長の遣欧使節で、この使節に関しては伊達家がスペインと組んで天下を取りに行ったが故に行わ

れたのではないかという説もあるが、(実際に家康公の体調が悪い時に本当に仙台藩と江戸幕府の間で戦争に成

りかけたが、伊達政宗が駿府城(静岡市)まで家康公を見舞ったことで回避できた。) 私の調べた限り、伊達政

宗公自体は南蛮貿易を中心に考えていて、天下を取ろうとは考えていたようには思えない。むしろ、スペイン

の銀のアマルガム精錬法を本気で入手しようとしていたのは、徳川家康公で京や堺の豪商を複数同行させただ

けでは無く、当時の幕府の船奉行であった向井将監にガレオン船であるサン・ファン・バウティスタ号まで建

造させている。 

それだけでは無く、伊達政宗公自体が、仙台城内にて酒造り所を設けて、柳生宗矩公を通して大和から酒造

り職人の雲野氏を招聘して、榧森氏を名乗らせて 1608 年より酒造りをさせていた。では、肝心の慶長の遣欧使

節が出発したのは、1613 年で、帰還したのが 1620 年である。伊達正宗公から使節の公使となったのが支倉常

長公で正宗公の使節団の派遣の目的は当然仙台藩として、直接スペインとの交易、その使節に全面協力した徳

川家康公の目的はスペインから最新の銀のアマルガム精錬法を入手し、当時世界の銀の産出量の 1/3 を占めた

日本銀を使って、日本の軍事力を背景に安全を保証した東アジアでの緩やかな貿易体制を築くことを考えてい

たように思われる。また同行した豪商たち(実際に名前が出ているのが伊丹宗味)は当然の事ながら自分たちの

商売に一つでも役立つものを持って帰ることを考えていたと思われる。この慶長の遣欧使節は、結局ローマま

で行き実際にローマ教皇と謁見を果たしたが、スペインとの交易の開設には失敗し、使節の一部の人間はスペ

インに残留し現在ではハポン性を名乗っている。ただ、この使節により銀のアマルガム精錬法を入手した。 

また、この使節団は長期に渡りスペイン内のシェリーの醸造所に滞在した事が(伊達政宗の遣欧使節 松田毅

一著)には出ていた。直接、日本酒造りと関係ないと言われればそれまでだし、シェリー造りでは日本酒と全く

同じでは無いが、ワインにブランデーを加える目的は、お酒の味わいをスッキリさせる事と、お酒の保存性を

高める事である。また、シェリー造りの過程では足で葡萄をすり潰す工程が有り、現代でも菊正宗酒造では、

櫂を使わず長靴をはき足で山卸の作業を行っている。 

また、1627 年(寛永 4 年)には、小倉藩細川家にてワイン造りが行われていたことを見ると、慶長の遣欧使節

が、日本にワイン造りの技法を持ち帰っていたと考えるのが自然であると思われるし、仙台藩の酒造り所にも

葡萄酒を作っていた記録が、酒造り所の記念碑に見られた。(ただ、一説には仙台藩での葡萄酒造りは焼酎に葡

萄を漬け込む方法にて作られていたとする説が有力ではあるが、この説では 1627 年に日本で本格的な葡萄酒造

りが行われていた事の説明は出来ないので、ある程度ヨーロッパでのワインやシェリー酒造りの技術を基にし

た試験的なワイン造りが仙台にて行われていたと考えるのが自然では無いかと思われる。) 

その他に山卸の手酛の参考になったと考えられるのが糠漬けの方式で、確かに糠漬けの糠に野菜を付ける方

式は手酛を行った場合には非常に参考になった方式だと考えられる。 

 

④ 慶長の遣欧使節のその後 

 結局、アマルガム精錬法を徳川幕府は入手したが、1620 年に遣欧使節が日本に帰った頃には、家康公は既に

亡くなり日本は鎖国の方向へ進んでいたので、その後この慶長の遣欧使節の事もあまり表に出る事は無く歴史

の中に埋もれてしまった。一方で、柱焼酎の技法が歴史の表舞台に出て来るのは、元禄期の徳川綱吉公の時代

であり、この頃にはある程度完成した生酛による酒造りに関して白雪酒造が復刻した元禄の酒を見る限り行わ

れていたと考えられる。 

ただ、現在と違いコンピューターもインターネットも、酒造りの為の機械もない時代に柱焼酎や酛立て法か

ら進化した生酛による酒造りの技術が確立するには相当な時間がかかったと思われるし、あくまでもシェリー
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酒やワイン造りの技術や糠漬け等を参考にした方式から日本酒造りに応用した結果が柱焼酎や手や足で山卸を

行う事であれば、実際にシェリーやワインを造る工程を技術者が見なければ難しかったのではないかと思われ

る。 

その後、手や足で行われていた山卸は時を経て灘でマニュファクチャーの酒造りの技法として、当時として

は大量生産の過程で本格的に櫂棒を使った山卸に進化し灘流の生酛の技術として確立したと思われる。 

 

第二章 江戸期～昭和初期の経済成長(市場経済側の経済的な視点からの日本酒) 

① 江戸初期から中期までの経済状況 

 2019 年現在の日本の人口は約 1 億 2700 万人、GDP は約 550 兆円となっていて、国民一人当たりの GDP が

約 433.7 万円となっている。普通に働いて生活していれば、少々貧しくても一定のお金さえ出せば、欲しいも

のは買えるし、余程のことが無ければ食に困ることも、ほぼ無いと言えると思われる。 

では、1600 年に関ヶ原の戦いが行われた当時、日本の人口は約 1230 万人、一人当たりの GDP が 659 ドル

(1990 年為替が 147 円)換算で当時の GDP が約 1 兆 2000 億円で、江戸の人口が 10 万人前後である。 

その後、1721 年の徳川吉宗公の治世の時代まで行くと、人口は約 3130 万人、一人当たりの GDP が 669 ド

ル(レートは上記と同じ)で、GDP が約 3 兆 781 億円で、この頃の江戸の人口が約 120 万人(1750 年位武士と町

人と半々位と思われる)位で、1600 年比で人口が約 254％、GDP 比で約 300%となり、平和な時代には、人口

も経済も一定の成長が有ることが理解でき、市場での競争もかなり激しかったことが予想される。また、この

八代将軍吉宗公の時代辺りから新田の開発や農業の技術革新により徐々にコメ余りとなりだし、庶民の生活レ

ベルが向上する代わりに米で給料を支給されていた武家の生活は徐々に厳しくなり、酒造りの技術が進歩する

につれ市場での酒の品質の競争が厳しくなって、酒造株(酒造りの営業特権)を持っていた池田の満願寺屋や摂

津富田の紅屋の株は伊丹や灘へ酒造りの技術で勝る伊丹や灘へ貸し出され徐々に衰退していった。なお、池田

酒の衰退のもう一つの理由として 1776 年に満願寺屋と同じ池田で酒造りを行っていた大和屋との間で借財の返

還(約 300 両 現在の金額で約 3000 万円)を巡る騒動が起こり、幕府により満願寺屋に対して大和屋からの借財

の返還と、酒蔵特権である御朱印が没収された事も大きく影響したようだ。 

 

② 非常に厳しかった市場での酒質の競争 

 この頃、江戸へお酒を卸すには、上方の銘醸地である伊丹・池田・摂津富田・西宮・灘等の銘醸地の間で熾

烈な酒質の競争が行われていて、現代の語の「下らない」の語源は上方から江戸へ下れない酒であった。仮に

下れたところで、上方の酒同士での競争はもちろん、中国酒(愛知県の知多地方や三重県の四日市近辺)や関東

の地回り酒との市場での競争が行われていた。又、この期間に伊丹では、柱焼酎、進化した手を使った酛摺

り、灰を使った濾過等の現代の酒造りに繋がる技術の開発や酒造道具に関する改善が行われていた。 

一方で、元禄年間の 1702 年に 5 代将軍綱吉公によって行われた前田江戸屋敷御成において、前田家は加賀か

ら酒を取り寄せて用意したようで、江戸市場で伊丹酒は確かに強かったけど、絶対的に強いとまではいかなか

ったように思われるし、故に製造の現場に置いては腐造と戦いつつ、江戸の市場に置ける需要の増加に伴う酒

造りの作業の効率化、お酒自体の品質の向上、並びに酒造りの道具の開発、改善と共に、海運に置いても船の

性能の向上、少しでも早くつけるように航路の工夫等が日進月歩で行われていたように思われ、その中でシェ

リー造りの工程や糠漬けその他を参考に、伊丹オリジナルの柱焼酎や酛立て法から進化した初期の生酛の技術

開発が行われたと私は考えている。 

 

③ 江戸期の日本の都市人口と地方の有力藩の人口 
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江戸時代 日本の 3 大都市の人口(おおよその人口、wikipedia の数字を参考、江戸は武家人数を加算した数

字 単位は万人) 

 江戸 京 大坂 

1609年 30 35 20 

1632年 60 41 25 

1650年 80 43 22 

1750年 120 37 41 

1850年 115 29 33 

平均値 81 37 28.2 

 

江戸時代 主要地方藩(国持大名)の人口(おおよその人口、wikipedia の数字を参考 単位は万人) 

 加賀藩(前田家 103 万石) 仙台藩(伊達家 62 万石) 岡山藩(池田家 31.5 万石) 熊本藩(細川家 54 万石) 

1600年後半 51.5 60.7 31.7 43.2 

1700年前半 70.7 81.9 37.5 54.7 

1700年後半 84.4 59.6 35.7 52.8 

1800年半ば 69.6 69.9 36.6 59.0 

平均値 69.0 65.5 35.3 52.4 

江戸～昭和初期 日本の人口と一人当たり GDP、日本の GDP(世界史における日本の近世： 

長期の視点からみた成長・格差・国家＊日本学士院会員 斎藤 修氏論文を参考 単位 人:万人 金額:円) 

元号 西暦 人口 増加率 一人当たり GDP 増加率 日本の GDP 増加率 

慶長 5年 1600年 1,230  96,873  1 兆 1,915 億  

享保 6年 1721年 3,130 254 98,343 101 3 兆 ７81 億 258 

弘化 5年 1846年 3,230 103 131,712 134 4 兆 2,543 億 138 

明治 7年 1874年 3,515 109 148,617 113 5 兆 2,238 億 123 

明治 42年 1909年 4,855 138 215,649 145 10 兆 4,697 億 200 

昭和 10年 1935年 6,925 142 353,682 164 24 兆 4,924 億 234 

昭和 15年 1940年 7,193 104 451,437 127 32 兆 4,718 億 132 

(増加率の単位については％) 

 

 江戸幕府治世の間で元禄時代以降は、日本の人口は約 3100 万人前後で推移し江戸の人口も約 120 万前後で推

移している。その間の主要な藩の人口が、加賀藩内平均で約 69 万人、仙台藩内、約 65 万人、岡山藩内、約 35

万人、熊本藩内、約 52 万人等、都市では京が約 37 万人、大阪も約 28.2 万人、江戸も約 81 万人で、地方も主

要都市もそれなりの人口はあり、この頃から地方でも藩の中心地では、商業も木工を中心とした軽工業もそれ

なりに行われていて、参勤交代や伊勢参り等、街道の整備や治安の安定により人の移動もそれなりにあった。

上方の酒が江戸、京、大坂で激しい凌ぎを削る間、地方でも市場原理によるそれなりの競争があった事は想像

できる。 

一方で、この頃に各地方へ進出したのが、近江商人や伊勢商人に代表される上方の商人で、北関東や江戸、

日本海側の北前船の停泊地に近江や伊勢を本家とする支店網を形成し、今でいう銀行業務をはじめとして、各

地で商業を行い大きな富を形成し、現代でも一部上場企業の大企業には近江や伊勢の商人を祖に持つ会社が多

く存在する。 
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幕末の黒船が来航した 1846 年(弘化 5 年)時点での日本の人口は、約 3230 万人、一人当たりの GDP は

131,712 円、日本の GDP は 4 兆 2543 億円、この江戸年間 1700 年～1820 年の日本の一人当たりの GDP の年

平均成長率は 0.2%で西欧主要 12 か国の 0.13％よりも実質高かったようだ。 

 

④ 現代と大差無い江戸期に用いられていた金融・経済システム 

 8 代吉宗公の享保の時代以降、幕末に掛けて、江戸の酒の市場は徐々に灘酒が台頭してきた。 

その間に田沼意次公による商業の改革や、天明期の大飢饉を経て、松平定信公による寛政の改革による経済

の縮小、化政期の江戸時代最大の好景気、水野忠邦公による天保の経済改革の失敗を経て、既に江戸幕府の封

建米本位制での経済管理は不可能(江戸幕府開府の頃の約 3.5 倍に経済規模が膨れ上がり事実上の半市場経済に

幕末の頃は変化していた)になっており、寛政、天保の改革とは事実上の資本主義であった市場経済を無理やり

封建米本位制の経済へ戻して管理しようとして共に失敗している。 

実際、この幕末の時代に置いて経済の現場で行われていたのが、江戸と大坂間の金銀の為替、商人の支店と

本店の間で信用取引と、帳簿と財務の管理、各藩に置いては事実上の管理通貨である藩札の発行と流通、米や

大豆相場に置ける先物取引等、ほぼコンピューターやトラックが無い中で現代と同じような商取引が行われて

いて、松平定信公による関東地回り酒に置いて事実上の殖産興業である関東御免上酒の実施や、灘に置ける水

車による精米の実施や天保期以降の千石蔵の出現(令和現在で地方の酒蔵の生産量は 200~500 石の間がほとん

ど)やさらにマニュファクチャーに移行する為の酒造道具の改良等が行われ、1840 年には櫻正宗の山邑太左衛

門により宮水が発見され、生酛造りに置いては山卸に置いて、この期間に本格的な櫂の利用による山卸が酒蔵

の実質工業化により必然となったのが本当の所だと私は推察している。 

この間に灘の酒は市場の求める、しっかり旨味が有って後味のキレが良くスッキリした味わいとなる現代の

灘酒がたどる道筋を徐々に一歩ずつ歩んでいたように思われる。 

最も、幕末のオランダ船員によれば、当時の日本酒はふくよかでは有るが後味のキレに掛けて、もう一つ美

味しいとは思えなかったと記載されており、幕末にフランスからシャンパンが持ち込まれた時には当時、その

シャンパンを口にした幕府の高級官吏に非常に受けが良かったという意味合いに置いて、当時から日本人はス

ッキリ爽やかな味わいのお酒を潜在的には求めていたように思われる。 

また、この頃に一般庶民による伊勢参りを中心とした国内旅行が盛んに行われるようになっていたようで、

現代の旅行会社と添乗員を兼ねたような御師(おんし)がこの頃に登場し、旅の中身を見ると商家や村を抜け出

して個人が許可を得ずに行った個人旅行を始め、伊勢講と呼ばれる団体旅行、一部では村を代表して餞別を貰

って行われた伊勢参りを始めとする旅行が規模の大小は別問題として行われていたようである。江戸幕府と言

うのは、ある程度本音と建て前を使い分ける政権であり、国内で庶民旅行が享保期以降にある程度行われるよ

うになった結果、各地の宿場町が発展し名物料理と呼ばれる郷土料理がある程度形成され、旅の途中で農民が

農村に立ち寄るなどした結果、農業技術が各地に広がり、御師による旅行が行われるようになった結果として

一般人にも大名の正月料理のようなお膳が御師の家で提供されていた。(以下で実際に御師の家で提供された食

事結、当然価格は高い) 

 

 

祝宴の献立 

一の膳 独活(ウド)の千切と革茸(こうたけ、又はかわたけ、広葉樹林の下に生える日本特産のキノコ)・

とさかのり・さよりの糸造りを紅酢で和えたもの、壺型の容器には磯物と銀杏、素焼きの小平皿

には粒山椒と花塩(型に入れて花を型取った焼き塩)、味噌汁の具は松露(海辺の松林に生えるキノ

コ)とあられ豆腐、そしてご飯 
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二の膳 白木台に紅寒天・肴・青磯草を彩りよく並べ、練りからしで食べる、籠に編んだ器には大根・か

ちぐり・干し菓子、鯛の澄ましに山椒をあしらった汁 

三の膳 白木台に載せられた伊勢海老一匹、白木台に載せられた鶴(勿論本物では無く、鳥肉の切り身も

別物)、鯛の卵とジュンサイの澄まし汁 

四の膳 鯛の塩焼き一匹、猪口にウルカ(鮎の塩辛)、生麩のすり生姜添え、すまし汁、松茸・伊勢海老・

湯葉の三品が味噌を敷いた上に載せられていた。小鯛の酢〆にぼうふう(キノコ)を添えたもの、

二見浦という箱入りの干菓子 

朝食の献立 

 菜の漬物、海草とあられ餅の味噌汁、芹・青貝・麩の椀、メバルの煮付、ご飯 

昼食の献立 

 油焼き豆腐と浅草海苔、香の物、ご飯 

夕食の本膳 

一の膳 なます・きくらげ・烏賊・麩を一盛にした皿、羹(熱い吸い物)、ご飯、香の物 

二の膳 菜浸し、あいなめと海草、独活と筍と蒲鉾、アワビの煮付と結び昆布、伊勢海老、吸い物、鯛の

味噌汁 

引き物 くずし身の猪口、浅草海苔の酸味の物 

 こうしてみると、現代の高級旅館で出される料理と大差が無く、尚且つここにお酒が提供されていた訳だか

ら、当然、御師同士のサービスの競争があったと考えられるし、料理人の間でも競争があったと考えられ調理

技術も大幅に発展したと考えられる。また、酒に関しても品質の競争があったと思われ、この時代の知多や四

日市を中心に造られていた中国酒は下り酒として、江戸のマーケットでも一定の需要はあった。(最も上方の酒

程の市場価値は無かった) 

 

⑤  明治後期の日本酒の技術革新 

 時は流れて 1909 年(明治 42 年)、この頃に日本酒に置ける山廃酛の造りや速醸酛の造りの技術が確立され、

速醸酛による酒造りが少しずつ行われだした時期で、この 20 世紀序盤に置いて全国清酒品評会に置いては、広

島酒が圧倒的な強さを見せ、京都府伏見の月桂冠では当主の大倉常吉氏が、他の酒蔵に先駆けて大学院を出た

技師を導入し(杜氏制度はそのまま)汽車で飲むための日本酒の小瓶を開発、どこよりも早く海外から精米機を

導入、また、美人画のポスターを作り広告宣伝を行って国よりも先に蔵の中に醸造試験所を開設した。 

広島県三津の三浦仙三郎氏は自身が酒造業の事業を始めた時に自ら灘に修行に行って、千試百改の努力を経

て軟水による醸造方法を「改醸法実践録」に纏め吟醸造りの技術を自らの手で確立し、広島だけではなく日本

全国の日本酒の品質の向上に貢献した。 

この 1909 年当時の日本の経済規模は、幕末期の約 2 倍まで膨れ上がっていた。 

 

⑥ 明治後期～昭和初期の日本は世界でも有数の経済技術大国だった 

 さらに時代をさかのぼり太平洋戦争前の 1940 年頃の日本の経済規模は、1909 年の約 3 倍にまで膨らみ、現

在と全く同じ貨幣価値ではないにしても当時の日本政府と言うよりも、日本人自体が恐らく日本の本当の経済

規模に関して気づいていなかったと思われる。この当時のアメリカが日本の経済規模の単純に約 10 倍って考え

ると 320 兆円で、普通に家庭レベルでマイカーや冷蔵庫、テレビが有るのは当たり前だったと思われる。 

明治から昭和初期にかけての主な酒造技術の進歩は、品評会、鑑評会に置いて特に優れているとされた酵母

に関しては分離され、灘の櫻正宗の協会 1 号酵母に始まり秋田の新政の 6 号酵母までの酵母が戦前に分離され
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ていた。1920 年(大正 9 年)には醸造技師の花岡正庸氏により秋田県の渡辺醸造部に置いて現在の形に非常に近

い吟醸酒が造られ、大正期には理化学研究所に於いて鈴木梅太郎氏による合成酒が造られ、満州に於いて後の

三増酒の技術の基礎になる醪に直接アルコールを添加する第一次増産酒やさらにアルコールや醸造用糖類を多

く添加する第二次増産酒の技術が開発された。 

また、明治後期から昭和初期に掛けて、外国の駐在員向けに日本酒が海外へ輸出もされていた。※菊正宗酒

造の資料によれば、明治 45 年～大正 6 年まで毎年約 9 千～1 万石、昭和 10 年～14 年まで 8 千～1.1 万石を菊

正宗酒造 1 社だけで海外へ移出している。 

2017 年日本酒出荷量は 1 位が白鶴酒造の約 317,600 石、2 位が宝酒造(松竹梅)の約 301,600 石、菊正宗酒造

は 8 位で 87,000 石。海外への移出数量は 1 位が白鶴酒造の約 16,700 石、2 位が月桂冠の約 9,300 石、菊正宗酒

造が 5 位で 4,700 石、恐らく現在の日本酒出荷量というのは、毎年増えていると言っても戦前の大正から昭和

初期と大差ないように思われる。(数字の出典元は、菊正宗酒造さん通信教育テキスト日本酒の市場、日本酒蔵

元の集積と海外展開－飛騨・信州の事例から－1 井出文紀（近畿大学経営学部准教授）） 

 

第三章 江戸初期～中期の江戸と加賀百万石の食文化の比較(醤油と日本酒を実食して感じた違い) 

 

①  江戸期は 260 年続いたが本当の意味で泰平の世になったのはいつ頃か 

 江戸幕府が開府したのが 1603 年、その当時の江戸の街は街自体の整備が不充分で、1609 年時点でも江戸の

街の町民人口は 15 万人程度で食文化以前に街自体の整備が不十分、日本全体の人口自体が 1600 年時点で 1230

万人程度、大坂の陣自体が行われたのが 1614~15 年、本当の意味合いで江戸幕府の天下統一が終わり、日本社

会が泰平の世を迎えたのは 1637～38 年の島原の乱が鎮圧されて以降だと思われる。 

ただ、世界史上他に無い約 260 年にも及ぶ泰平の世を築き上げ、現代のようにコンピューターも機械も無い

状況で世界的に類を見ない食文化と町人文化、経済文化と国家管理に絶対必要な官僚システムと経済システ

ム、現在のアメリカのような合衆国システムとも言える幕藩体制を築き上げたことに関しては本当に驚愕に値

し、本当に欧米が日本を幕末に植民地化出来ていたかどうかを考えると私はやはり無理があったように思う。 

江戸の街がほぼ完成し文治政治が行われるようになったのは、四代将軍徳川家綱公の頃からで、この時代の

1651 年に於いても油井正雪の乱と呼ばれる江戸幕府を転覆させようとした反乱が起こっている。一方で、この

時代には、将軍を補佐した会津藩主保科正之公、前橋厩橋藩主大老酒井忠清公、加賀前田家五代前田綱紀公や

天下の副将軍と呼ばれ日本で初めてラーメンを食べたと言われる水戸徳川家徳川光圀公、芳烈公と呼ばれた岡

山藩主池田光正公等、名君と呼ばれる優秀な藩主が中央にも地方にも誕生し、平和な時代でなければ発展しな

い独特の江戸の食文化を形成する下地が形成された。 

 

②  加賀百万石の経済力と食文化 

 一方で、江戸文化以前に加賀百万石の加賀藩では江戸の食文化が形成される以前に、酒文化も幻の加賀菊酒

が戦国時代からが存在し、藩祖前田利家公が加賀に入府する頃には「加賀鶴」の銘で知られる「やちや酒造」

が 1583 年には尾張の国より移住し酒造りを開始し、1590 年頃から独自の和菓子文化が形成され、さらに加賀

藩百万石の経済力を背景に、独自の食文化の基礎になる部分の下地が名君と呼ばれた三代目前田利常公によっ

て整備が行われ、1620 年代には現在の金沢港に近い大野で醤油造りが行われていた。 

 

実際に 1702 年(元禄 15 年)4/26 に徳川綱吉公江戸屋敷御成で振る舞われた当日の料理は以下に記してある。 

時間帯 内容 作られた数 

二汁五菜・酒肴一種・銘々菓子三種、木具 200人前 
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朝 
二汁五菜・酒、干菓子足打紙敷盛、木具 650人前 

一汁五菜・酒、菓子出る、木具 800人前 

夕 
三汁八菜、後段酒肴一種・吸物・菓子、後菓子縁高盛、八寸居、木具 310人前 

二汁七菜、後段酒肴一種・吸物・菓子、後菓子縁高盛、八寸居、木具 550人前 

二汁五菜、後段酒肴一種・吸物・餅菓子、片木盛、八寸居、木具 1200人前 

一汁四菜・酒・餅菓子、片木盛、木具  1500人前 

一汁三菜・酒・餅菓子、片木盛、木具 2000人前 

合計 7210人前 

※木具とは、木具膳の事 

※締めて 29 万 8 千両(日銀の資料では、この頃の 1 両が 6 万円で約 179 億円。上記資料は東京大学コレクショ

ンより引用) 

 

全て冷蔵庫の無い時代の料理に、お酒は加賀から持ち込みにて。この頃には包丁侍で知られた舟木伝内氏が

加賀藩のお抱え料理人として腕を振るっていたようで、当時の加賀藩と言うのは、103 万石のずば抜けた経済

力を背景に独自の料理文化を誇っていて、お酒に関しても水酛をベースに高い技術力で造られたお酒が存在し

たと考えられ、実際に金沢の福光屋さんで元禄のお酒を再現したものが発売されている。(福光屋元禄澄酒

https://www.fukumitsuya.co.jp/premium/fromthecellar/#item2) 

③  江戸初期～中期の江戸の料理の発展に関して 

 始まりは家康公が持ち込んだ三河の田舎料理で、かなり質素で塩、味噌、酢を使ったものでかなり塩辛かっ

たようであるが、この頃は、武家も江戸の普請に集まっていた人夫の方々もこれで良かったし、油井正雪の乱

が終る頃の 1650 年位迄まで、江戸の庶民にとって食は「生きるための物」であり、現代のような「楽しむため

の物」では無かった。 

元禄期に入ると、日本全体の急激な経済発展により人口が江戸幕府開設当時の約 2.5 倍、経済規模も約 2.6 倍

になり、これに伴い江戸自体も急激に経済発展を遂げ、徐々に食を楽しめる環境に移って来ていた。 

また、江戸初期は紀州湯浅の溜り醤油が江戸へ移出されていたようであるが、1645 年に千葉県の銚子でヤマ

サ醤油が開業し、元禄年間の 1697 年には濃口醤油の醸造が始まっていた。この頃の江戸は鰹出汁、上方は昆布

出汁が主であった。 

江戸の経済の急激な発展に伴い、上方でも下り酒の猛烈な品質の向上の為の技術開発競争が激化し、池田や

摂津富田では、お酒の製造権である酒造株の貸出がこの頃から行われるようになり、今までのように造れば売

れるという状況から変化し、江戸へ下れない酒が、下らないと言われるようになり、初期の生酛や柱焼酎等の

新技術が伊丹で確立され、江戸に於いては当然、中国酒(現在の愛知や三重で造られた)や地回り酒との市場競

争も行われていた。 

さらに時代が八代吉宗公の享保期(1716~36 年)位に成ってくると、新田の開発や農業の技術が発展し、漁師

に対する課税も本格的に行われるようになってきていた。大きな戦争もなく世の中も安定期に入ってきて、江

戸の暮らし自体が豊かに成ってくると、1733 年(享保 18 年)には両国の川開きの花火が行われたり、江戸の街

中で夕方に総菜やお菓子、おつまみを売り歩く棒手振りが出て来たり、暑い中でスイカや瓜、水菓子等を売り

歩く商売人も出て来た。また、屋台の天ぷら屋、蕎麦屋、時代がもう少し進んだ頃には、江戸前寿司(屋台で生

モノでは無く、煮たものや醤油、昆布、酢で絞めたり漬けたりしたものがネタ)の屋台や高級料亭も登場しだし

た。また、この頃から、米だけでなく各藩に於いて特産品の開発が積極的に行われるようになりだし、市場で

は商品作物が流通し、庶民レベルでの国内旅行もある程度行われるようになりだした結果、各地で名物(一部は
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郷土料理)が登場するようになった。 

お酒に関してはこの後、田沼時代を経て、酒造株が事実上の自由化になり、松平定信公の時代に一時的に、

関東御免上酒が奨励され上方の酒の流通がストップした時期があったが、江戸後期から伊丹酒よりも水車で精

米され、宮水を使用し、マニュファクチャーによる大量生産が可能で、比較的スッキリした味わいの灘酒が台

頭してきた。 

④  江戸と加賀の食と経済を見て感じた事 

加賀の食文化は、現代でも独特であるが、当時としては豊富な食材と莫大な経済力を背景にまた、金沢は江

戸期において日本で 4 番目に大きい都市約 11 万人の人口が有った(江戸、大坂、京に次ぐ名古屋も金沢と同程

度だったと言われている)ので充分に市場として機能していたと考えられる。その加賀藩の 103 万石の莫大な経

済力と消費都市金沢の市場を背景に、他に先駆けて元禄期より食も菓子も酒も独特の文化を形成しており、現

代でもきき酒師目線で見ると、食も酒も独特の文化が存在すると感じる事が多い。 

その独特の食文化の背景には北陸の豊富な海産物と能登を中心とした里山の食材や金沢市金石(かないわ)の

大野醤油、北前船を通して入って来ていた松前昆布、江戸時代にあっては富の象徴ともいえる砂糖等、食材や

調味料が手に入りにくい時代に於いても特産品として食材や調味料が加賀一国で賄えた結果が、独特の加賀料

理の食文化を生み、また和菓子に於いても独自の発展を遂げていた。やはり、加賀料理に関して言えば、比較

的味が濃醇でふくよかなモノが多く、そのような食文化を背景に能登の生酛系である山廃造りの酒に関しては

比較的濃醇な酒が多い傾向が出やすいと思われるし、また石川県内のお酒に関しては速醸酛を使用している酒

に於いても比較的ふくよかな味わいの酒が多いように思われる。 

⑤    加賀の大野醤油と播磨の龍野の薄口醤油 

 加賀の食文化に影響を与えたものの要素として大きいのが金沢市金石(かないわ)地区で造られている大野醤

油で実際に造られるようになったのは元和年間(1620 年頃)に加賀藩三代目前田利常公の命により大野町人直江

屋伊兵衛が紀伊の国の湯浅醤油製造の技術を学び持ち帰り加賀藩の庇護の元で地場産業化したと言われてい

て、現在でも石川県、福井県の越前地方を中心に一定のシェアを持っているが、ここではすべての料理に使用

されている訳では無いが魚醬が造られていて、実際に魚醬を使用した料理がヤマト醤油さんで提供されてい

る。実食してみて感じたのは出汁醤油を少し上品にしたような味わいでは有ったが、洗練されたスッキリした

味わいの酒よりもある程度旨味がありキレの良い味わいのお酒が料理に合う事は理解できた。 

 一方で、京都、大阪等、上方では料理に薄口しょうゆが用いられることが多いが、この薄口しょうゆに関し

ては 1572 年に脇坂家が龍野に入り、天正年間(1580 年頃)に円尾孫右衛門長村、横山五郎兵衛宗信、片岡治兵

衛らによって龍野醤油として造られるようになり、揖保川の水運を利用し京や大坂等当時の大都市で消費され

るようになっていき、現代においてもヒガシマル醤油を筆頭に龍野の地場産業として栄えている。この薄口し

ょうゆについては醸造の途中で甘酒を加えている。理由に関しては、元々酒造業をやっていたという説や京料

理の味醂と相性が良い等の説が有るが、一番可能性があるのが上方の料理に合ったというのが有力なようで、

昆布出汁を中心とする出汁の味が出やすいのは薄口しょうゆの特徴と言えるし、実際に現地で龍野の醤油を使

用し、揖保乃糸を使用した素麺を実食したが出汁の味わいがしっかり麺に絡み非常に上品な味わいに仕上がっ

ていた。また、灘酒の特徴として、味に深みと柔らかさがあり後味がキレよく爽やかで、相対的に味わいが洗

練されているという特徴があり、他の醤油と比較しすっきりした味わいの薄口醤油との相性は非常に良いと思

われる。 

⑥  テイスティングデータによる比較 

比較対象として灘流の生酛の代表格である菊正宗の上撰生酛本醸造と加賀流の生酛系の代表格である天狗舞

山廃純米酒をテイスティングデータにて比較する。 

※下記のフォーマットは SSI 日本酒香味評価総合データベース酒仙人のテイスティングフォーマットを参考
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にして、新たに私が作成したものである。 

銘柄 菊正宗 上撰 生酛 本醸造パック (兵庫 灘) 

香
り 

華やかな香り(1～10) 2 銘柄のラベル又は写真 

爽やかな香り(1～10) 2 

 

穏やかな香り(1～10) 4 

ふくよかな香り(1～10) 4 

味
わ
い 

甘味(1～10) 3 

酸味(1～10) 5 

苦味(1～10) 4 

旨味(1～10) 5 

テ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
者
コ
メ
ン
ト 

香
り 

主体となる香り 原料香主体、淡い柑橘香と淡いハーブ香有 

感じた香りの具

体例 

炊いた白米、サワークリーム、マシュマロ、千歳飴、スダチ、甘夏、和梨、シャルド

ネ、スペアミント、若草、瓜、クレソン、ミネラル、カシューナッツ 

具体的に感じた 

味わい 

ふくらみがありキレの良い飲み口、ふくよかでしっかりした旨味が主体、後味はシャ

ープにキレる、サワークリーム、スダチ、スペアミントを思わせる含み香 

このお酒の特徴 ふくらみがあり、しっかりとした旨味を持ち、シャープな後味の醇酒 

この日本酒に合わせてみた

い食べ物 

レアチーズケーキ、鰆の西京焼き、てっちり、てっさ、鱧落とし、アジのひらき、秋

刀魚の塩焼き、鶏の炭火焼、桜鯛の天ぷら、桜海老のかき揚げ、鯖のきずし等 

 

銘柄 天狗舞 山廃純米酒 (石川県・鶴来) 

香
り 

華やかな香り(1～10) 1 銘柄のラベル又は写真 

爽やかな香り(1～10) 2 

 

穏やかな香り(1～10) 6 

ふくよかな香り(1～10) 6 

味
わ
い 

甘味(1～10) 3 

酸味(1～10) 5 

苦味(1～10) 4 

旨味(1～10) 6 

テ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
者
コ
メ
ン

ト 

香
り 

主体となる香り 原料香主体、凝縮した根菜系の香と凝縮した柑橘香有 

感じた香りの具体

例 

焼いた餅、ヨーグルト、ビスケット、稲穂、ホワイトペッパー、オレンジママレー

ド、メープルシロップ、干しシイタケ、アーモンド、千切り大根、樫樽 

具体的に感じた味

わい 

ふくよかでキレの良い飲み口、ふくよかでなめらかな旨味が主体、後味のキレは良

い、干しシイタケや千切り大根を思わせる含み香 

このお酒の特徴 ふくよかで滑らかキレの良い味わいの醇熟酒 

この日本酒に合わせてみた

い食べ物 

加能蟹の鍋、香箱蟹、鯖のへしこ、寒ブリの造り、沢庵の煮つけ、ぜんまいの煮

物、味噌田楽、サザエのつぼ焼き、車エビの塩焼き、野菜の炊き合せ、桜餅等 
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このように実際に、灘酒を代表する菊正宗の上撰の生酛本醸造酒と、加賀酒である白山菊酒を代表する天狗

舞の山廃純米酒をテイスティングデータとして比較してみて感じる事は、香味において灘酒である菊正宗のお

酒がふくよかさを持ちながらスッキリした味わいを出している感じに対して、天狗舞の味わいに関しては、や

や熟成感を出しながら菊正宗よりも厚みのあるふくよかさと旨味を出した味わいに仕上がっている。 

具体的に食べ物との組み合わせで灘酒と加賀酒を比較するならば、灘酒は穏やかな瀬戸内の魚や龍野で作ら

れる関西食卓を代表する薄口醤油や昆布出汁を意識していて、淡泊でありながら旨味の乗った白身の造り、淡

白で味に深みのあるてっちりやてっさ、鱧落とし、味わいに深みと独特の旨味がある鯖の生寿司や塩鯖に合う

のが灘酒であれば、荒波の日本海で獲れる厚みのある味わいの魚介や金石の大野醤油を意識して、北陸の冬の

味覚である加能蟹の鍋、香箱蟹、たっぷりと旨味の乗った寒ぶりの造り、味わいに深みと濃醇な旨味のある鯖

のへしこや沢庵の煮付等、北陸地方独特の食文化である日本海特有の味わいの濃い魚介やしっかりと旨味があ

り味わい深い野菜に合うのが加賀酒と考えるとテイスティングデータを実際に比較してみて非常に解りやすい

と感じられる。 

⑥     独自の発展を遂げてきた能登や加賀の日本酒 

加賀菊酒に関しては石川県内でも諸説あるが、一番有力説と考えられているのは鶴来説で、実際に一番最初

に加賀菊酒を造ったのは米屋(現在でも石川県内で有力ドラッグストアチェーンとしてビジネスを展開してい

る)と言われていて、この米屋に関しては大坂の堺の商人にルーツがあると考えられ一向宗本願寺派の庇護の

元、菊屋と米屋に加賀地方での特権的商売を行っていた記録が堺市立図書館の蔵書に記載されていた。鶴来と

言うのは北陸における一向宗の本拠地で現在も有力な酒蔵が顕在し、日本酒で最初に GI として白山菊酒が登録

された地域でもあり、現代では石川県と言えば、現在でも能登杜氏が世に知られている。 

桃山期には加賀や能登の七尾で菩提酛を使用した酒造りが行われていたようで、能登杜氏の始まりは江戸時

代中期で、この頃既に越中、加賀、近江、三重、愛知、静岡等東海道筋に酒造りに出ていたようだ。この頃の

東海道筋では伊勢参りを中心に庶民間でも旅が行われるようになっていて、女性だけでの旅も行われる(おそら

く当時世界で日本だけ)位にまで治安も安定しており、その際、旅籠を中心に酒が提供されていて、現代の銘酒

まではいかないにせよ市場での競争がそれなりに行われていたようである。 

また、七尾酒に関しては加賀藩の庇護の元、加賀藩の特産品の一つとして位置づけられており、最も江戸文

化が華やかであった化政期の文化年間(1810 年頃)に七尾酒の江戸送りが実際に行われた記録が残っており、そ

の際に、甘口の七尾酒では江戸のニーズに合わないので伊丹から杜氏を招聘し柱焼酎の技法を用いた酒造りが

行われたようだ。ただ、事業としてはやはり厳しかったようで失敗し、造られた酒に関しては加賀地方を中心

に売られたようである。 

現代においても、北陸の中でも特に金沢市、福井市周辺と言うところは学力が相対的に高く非常に教育熱心

な地域として北陸では知られているが、能登の珠洲の銘酒の多くは、加賀藩政の末期に酒造先進地の高度な酒

造りの技術を学んで酒造りに生かしていたようで、現代において能登杜氏の技術の高さに関しては先人の努力

によって培われた部分も多いと思われる。 

 

第四章 幕末から江戸初期に掛けての社会の変化と食(食卓の洋食化が本当に日本酒離れの原因だっ

たのか) 

 

①  幕末の世相と江戸町人の生活を経済的な視点から考える 

幕末には黒船が来航しこの頃にコレラが流行、また、1854 年(安政元年)に東南海地震、1855 年(安政 2 年)に

は安政江戸地震等の大地震が立て続けに発生し、江戸幕府が倒れた本当の理由は、外国から持ち込まれたコレ
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ラと大地震が立て続けに発生した結果財政がひっ迫した事とも言われている。 

一方で、この頃になると各藩の財政状況もかなり悪化し、米だけでは無く各藩で特産品、薩摩藩の黒糖や高

知藩の樟脳等がとくに有名、日本の GDP も黒船が浦和に来航した 1846 年(弘化 3 年)には、4 兆 5429 億円、明

治維新後の 1874 年(明治 7 年)には、5 兆 2388 億円と幕末～明治の経済の規模は江戸幕府の管理では対応でき

なくなっていたように思われるし、初期の明治政府も旧来からの仕組みを組み替える事に当初は苦労してい

る。 

江戸後期以降、化政文化の頃(1804~30 年)には武士の暮らしがますます厳しくなり上下関係なく困窮してい

く一方で、国全体の経済力が大きくなるにつれて、お金の動きも活性化しだし、大都市の町人は可処分所得が

増えていた。 

そのような状況で、江戸幕府や各藩に置いて「ぜいたくは敵だ」と言った処で誰も言う事を聞く訳が無く事

実 1837 年以降に行われ贅沢を禁じた老中水野忠邦公の天保の改革は失敗している。一方で、江戸の飲食店のガ

イド本や菓子屋、食品の卸問屋のガイド本が出ていたようだ。 

当時の大工の日当が 500 文(大体１文が 30 円位で 15000 円)仮に 1 か月 20 日働いたとして 10,000 文で

300,000 円、1 か月の家賃が 1000 文(30000 円)程度だったようで、現代の都市部で安い家賃で 50,000 円前後で

有る事を考えれば当時の約 1.6 倍で、20 日働いていれば 48 万円位の給料を貰っているのとほぼ同じになってく

る。 

現代でも月 48 万円前後給料を貰っていれば充分高給取りで、仮にボーナスが無い所で、年間の家賃が

360,000 円、しかも長屋の町会費以外は所得税が江戸の町人には掛かっていない。最も、全ての町人が日当 500

文稼げた訳では無いと思われるが、町人には税金も無ければ、社会保険も、年金も無い。銭湯一回大人 8 文

(240 円)子供 6 文、寺子屋代が庶民レベルで年間諸経費合わせて 3500 文前後(10 万円程度)と考えれば、生活す

るに充分どころか現代の都市生活者よりよほど贅沢な暮らしが出来るだけの可処分所得があった事が想像でき

るし、年間 10 万円で学校通えて、読み書きそろばん教えられれば、普通に識字率も上がり、商売に置いても、

仕事に置いても比較的簡単に業務の改善が行われると思われるし、当然、労働者としてのレベルも普通に高か

ったことが想像できる。(労働者としての能力の高さは間違いなく当時世界最高レベル、現代においても日本の

労働者の能力と質は、ほぼ世界一と言われている) 

勿論、長屋の地主や商売人に対しては冥加金と言う所得税、営業税が掛かるが、可処分所得が多くて、都市

部では寺子屋で読み書きそろばんを習い、農村部でも当たり前に読み書きそろばんが教えられていて、就学率

は 70～86％日本全体であり、識字率は武士階級で 100％、庶民層でも 50％以上で世界一だった。(現代におい

ても日本の識字率は世界一と言われている。) 

19 世紀に置けるロンドンの下層階級に置ける識字率は 10％程度、イギリスの大都市における就学率は 20～

25％程度だったと言われている。現代でも日本の労働者の質は世界でも有数の高さだと言われていて、サラリ

ーマン社会における競争は非常に熾烈である。 

 

②  幕末～明治初期の市場と経済 

経済的な部分で考えると 1721 年(享保 6 年)～1846 年(弘化 3 年)までの一人当たりの GDP の成長は 1.34 倍

でそれだけ見れば解り難いが、社会が平和で労働者の 5 割以上読み書きそろばんが出来る状況下での消費者は

非常にシビアな眼を持つので市場に置いてどの商売に置いても競争は厳しくなるし、労働者同士の競争自体も

シビアである。 

当然、商品やサービスの品がマーケットで厳しく審査されるから、酒一つ取っても元禄期と化政期では全く

別物になっていたと思われるし、市場に置けるブランド力自体が厳しく問われたはずだから、江戸後期に水車

精米や宮水の発見、酒造りのマニュファクチャー化が行われた灘酒が市場で強くなるのは当然で、社会が豊か
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に成るにつれて、封建社会の理不尽な部分に下級武士や農民、町人レベルで気づき、江戸幕府の封建制度によ

る管理制度は時代に合わなくなっていたように思われる。 

その後、明治維新が起こり、天皇親政下の明治政府になってから起こった事と言えば、何よりもお金が全く

政府に無かった。そこで福井藩で財政再建に成功した由利公正公が新政府の財政を担当し、太政官札(紙の紙

幣)を発行したりして何とか財政を立て直そうとしたが、新政府開設当初は武士への禄の支払いがあった上に、

各藩がまだ地方政府として存在し銘々で徴税権を持っていたので、新政府自体にお金が無いので信用力が全く

無く太政官札は額面割れした。 

その後、藩を廃止し、四民平等で武家を廃止し、1872 年に国立銀行条例が制定され 1873 年に第一国立銀行

が出来て、その後各地にナンバリングされた銀行が数多く出来きたが、各々で銀行券を発行するものだから当

然のようにインフレーションが発生し、収拾がつかなくなり 1882 年(明治 15 年)に日本銀行が設立され今まで

発行された紙幣が回収されようやく銀行券が日本銀行券に一本化された。 

その間に、大名貸しで大儲けしていた上方の大商人は没落し、金融の街であった大阪自体もこの頃かなり経

済的に厳しい状況になっていた。 

明治初期の政府にお金の無い状況で上方の商人から散々お金を取り立てていた状況下で、1871 年(明治 4 年)

に酒造りが事実上自由化されそれまでお酒で設けてきた商人は大きな打撃を受け、1832 年(天保 3 年)時点での

灘五郷と西宮の酒造株が約 51.6 万石あったのが、明治維新期の 1/3 減醸令や酒造株鑑札の書き換え等で、事実

上灘の酒造家の特権が消失し、1871 年(明治 4 年)時の灘五郷と西宮の造石高は 19.3 万石まで一時的に減少し

た。また、江戸期からの銘醸地であった堺は明治、大正期を通して反映し小規模ながら 100 軒近く酒造業者が

あり造石高は堺全体で 6 万石を超えていた。 

 

③  物流の変化と日本酒 

1872 年(明治 5 年)に新橋･横浜間で鉄道が開通するとその後鉄道網は発展を続け、1889 年(明治 22 年)には、

新橋･神戸間が開通する等全国に広がっていった。灘五郷と西宮の造石高もこの年には、約 37 万石まで増加

し、この頃には東京だけでは無く、鉄道や汽船を利用し地方へも灘酒の進出が目立つようになっていた。 

一方で、1899 年(明治 32 年)に東京北区の滝野川に醸造試験所が開設され、1907 年(明治 40 年)には第一回全

国清酒品評会が開催され、1909~10 年(明治 42~3 年)には速醸酛･山廃酛の技術が確立され、この頃に三浦仙三

郎氏による軟水による醸造法を纏めた改醸法実践禄が公開される等、日本の産業の急速な近代化と共に酒造り

の技術も急速な発展を遂げていた。 

 

④  明治～昭和初期 食生活の変化 

明治から昭和初期に掛けての食の変遷については、明治前期に置ける食生活の変化は 1872 年(明治 5 年)に明

治天皇が前例を破って牛肉を食べて以来、世間では牛肉食を文明開化の象徴とみなすようになり、当初は味噌

で煮る牛肉の鍋焼きや、牛鍋から始まり、時代と共にカツレツやビフテキ、コロッケ、オムレツ等が都市部の

家庭でも作られるようになった。 

パン食も徐々に出てきたが、まだ、おやつ程度に考えられていて、アンパンが登場したのもこの頃である。

勿論、一般家庭はそれほど裕福では無かったので、普通に和食が食べられていたようだが、1884 年(明治 17

年)に帝国海軍が脚気の対策としてカレーを導入し、兵役で徴収された兵士が退役するとレシピを一般家庭に伝

え広まり、1893 年(明治 26 年)には婦人雑誌で即席カレーの作り方が紹介されている。最も、この頃カレール

ーはまだ出回っていなかったようである。その他大正時代にはコロッケも家庭料理として、都市部ではある程

度広まっていたし、うちの祖母も昔トマトの皮を湯煎して皮をむく方法を知っていた事から、地方に於いても

洋食に対する関心は高かったと考えられる。 
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⑤  ビール、清涼飲料水の起こりと洋食の家庭への浸透 

清涼飲料水として広まったのはラムネで 1868 年(明治元年)にはラムネの製造が初めて行われ、現在のビー玉

で栓をする方式は明治 20 年代に始まったようだ。あの戦艦大和にも艦内にラムネ製造装置があったようだ。そ

の後 1869 年(明治 2 年)にはアイスクリームが日本で初めて製造され、1919 年(大正 8 年)にはコーラとカルピ

スの製造が開始された。 

ビールは 1870 年(明治 3 年)にスプリングバレーブリュワリーが設立し(キリンビールの前身で 1885 年ジャパ

ンブリュワリーカンパニーが設立した)、1876 年(明治 9 年)には札幌に開拓使麦酒醸造所(後のサッポロビール)

が開設され、1889 年(明治 22 年)には大阪でアサヒビールが創業される等、1900 年までに 100 を超えるビール

醸造所が作られ、1887 年(明治 20 年)時点で約 26,561 石(この年の日本酒の醸造石数は約 3,806,198 石で日本酒

の約 0.7%の石数)、1919 年(大正 8 年)時点で 648,698 石(1887 年比の約 24 倍)、1939 年(昭和 14 年)時点で

1,734,435 石(1919 年比の約 2.67 倍)と戦前には明治 20 年比で 65.3 倍と大変な成長産業になっていた。 

勿論、明治の初めの頃に比べるとビールの価格自体が下がった事も有るが、明治の早い段階で炭酸入りの清

涼飲料水が作られるようになり、昭和初期にビールが 173 万石製造されているのを見て感じるのは、日本人の

新しいもの好きも有るが、それ以上に日本の蒸し暑い気候を考えると、炭酸飲料やビールのような喉越しのス

ッキリする飲料全般に対して需要があったのが理解できる。 

一方で、カレーや肉じゃが、コロッケがどこの家庭でも自宅で作られ消費されている事を考えると一番日本

の家庭での食生活に影響を与えたのは徴兵制度と識字率の高さが背景にあるように思われるし、昭和後期から

の日本酒の低迷の原因に食生活の変化がよく言わるが、こうして見てみると明治以降から徐々に食生活の変化

は起こってきており、決定的に日本の食生活が変ったのが 1970 年(昭和 45 年)の大阪万博以降とよく言われる

が、その前から食生活が変化する下地自体は作られていたように思われる。 

 

⑥  大正期～昭和初期に置ける日本酒のニーズと都市生活 

1910 年(大正 10 年)の第 8 回の品評会の時点で、全国清酒品評会において目標とする優等酒の資格条件とし

て(Ⅰ)色沢淡麗で青みを呈し、(Ⅱ)香気芳烈、(Ⅲ)風味濃醇であることを掲げていた。一方、この頃の市場のニ

ーズは逆に極力淡麗で飲みやすい酒が求められたように思われる。 

実際、明治後期～大正年間は比較的平和な時代で、食生活も以前より豊かに成り、1909 年(明治 42 年)～

1935 年(昭和 10 年)の間に日本の経済規模は 2.3 倍にまで成長している。確かに農村部はまだまだ貧しかったの

は事実だが、昭和初期の日本は世界でも有数の先進国であり、都市部での食生活はかなり変化していた事が大

正～昭和初期の家庭をモデルにした博物館の展示物からも理解できる。 

昭和の戦争前にはある程度、国立大学や旧制の専門学校(主に今の私立大学)も整備され、大正時代から一部

の大学や専門学校では、夜間学部も開設されていたようで、今ほどでは無いにしても努力すれば裕福に成れる

環境は整っていたようで、実際に私の祖父も大学は出ていないが蟹工船から始まり、独学で甲種機関長まで上

り詰めた方で、うちの父親に祖父は、若い頃東海大学の二部に出来れば通いたかったという話をしていたよう

だ。 

 

⑦  経済、食、歴史、文化、社会状況の変化から考えた生酛造りとは 

食事が変れば日本酒に求められる味わいも変わる訳で、市場のニーズが極力淡麗で飲みやすい味わいのお酒

が求められたのは当然ではあると思われるし、灘の生酛の味わいである、「味に深みと柔らかさがあり、後味の

キレが良くて爽やか」、と言うのは現在でもあまり変わっていないと思われる。 

灘の大手蔵はマーケティングが非常にしっかりしており、これは灘酒の伝統を生かしつつ消費者のニーズと
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先々の食の変化を捉えた味を造り上げてきた結果だろう。 

これまで、生酛について書いてきたが、私の生酛に関する見解は日本酒全体としての伝統技法では無く、灘

流伝統の生酛造り、その他の地域、例えば sakediploma の試験に出て来る秋田流の生酛造り、能登杜氏伝統の

山廃造り等、それぞれの地域性や食、地域の事情に合わせて造られたのが各地の名前を冠した伝統の生酛造り

であって、必ずしも生酛造りが日本酒全体の伝統的な造りとは言い切れないと今回、食と経済、日本社会その

ものを江戸時代～昭和初期まで検証してみて改めて感じることが出来た。 

現在の日本の食生活や外食産業に一番影響を与えたのは 1970 年の大阪万博で、これは食生活そのものでは無

く時代の変化に合わせた食のスタイルや外食産業の在り方に影響を与えたのであって、本当に日本の食に影響

を与えたのは実は徴兵制度であり陸海軍で作られていた食事だと思われる。 

 

 

第五章 この研究のまとめ(生酛系の日本酒だけが日本酒の伝統的な味わいとは言い切れない) 

①灘酒を中心とした丹波杜氏の酒造りと加賀酒を中心とした能登杜氏 

  灘酒の酒造りを行う杜氏は主に丹波杜氏が造りを行っている。起源に関しては宝暦 5 年(1755 年)、篠山曽

我部(現在の篠山市日置)の庄部右衛門が池田の大和屋本店の杜氏となったのが、その起源とされている。 

 丹波杜氏の供給地は主として多紀郡(現篠山市)の村々で、厳しい生活の中、農閑期の「百日稼ぎ」と言われ

る「出稼ぎ」(冬季の季節従業員)で生活の糧をえていた。江戸時代には、酒造りに伊丹や池田に出稼ぎし、「剣

菱」や「男山」等、元禄期(1688～1703 年)の伊丹の酒は丹波の蔵人が作り出す銘酒で、その後、現在のほとん

どの灘酒の銘酒を作り上げただけでなく、全国に指導に出かけ、地方の銘酒の原型を作った。 

 300 年の長い歴史と伝統とに育まれた匠の技、その匠の技を磨く勤勉さがあり、次世代の造り手を育てる能

力に長けている事が現代まで丹波杜氏が日本を代表する酒造りの杜氏集団たるゆえんである。 

 丹波流の酒造りは宮水のように硬水を仕込みに使用するのに適して方法で生酛の製造工程において半切り桶

を使用する工程の期間が短く、育成に場所をとることが少なく他の流派よりも工業制手工業的(マニュファクチ

ャー)であり、灘の酒造りには好適であった。 

 能登杜氏とは江戸後期より能登半島の先端に属する珠洲市周辺を発祥とする杜氏集団である。耕作面積が非

常に狭く特産品もほぼなかったので農業や漁業の閑散期の冬季に畿内地方(特に山城(現京都府)や近江(現滋賀

県)が多かった。)）に酒造りの出稼ぎに行くようになった。 

 他の地域の杜氏や蔵人集団とは異なり江戸時代初期より独自の酒造技術を伝承していったので、能登衆と呼

ばれ他の地域の出稼ぎのものとは、はっきりと区別されていた。技能集団として確立されたのは江戸後期の文

化･文政年間(1804～1829 年)とされ、この時期は江戸期で最も景気の良い時期と重なり、創業する酒蔵も全国

的に非常に多かった。 

 その後、明治 37 年(1906 年)に珠洲郡杜氏組合が設立され、大正 10 年(1922 年)に能登杜氏組合に改称され

た。明治 34 年(1903 年)8 月に杜氏組合設立に伴う記念行事として初の酒造講習会が開催されたといわれてい

る。この講習会が「能登流酒造り」のきっかけとなり、能登杜氏の酒造技術は飛躍的に向上したとされてい

る。また、明治時代から能登杜氏の技術を磨くための独自の品評会が明治 37 年より現在まで毎年開催されてお

り農口尚彦杜氏をはじめとして優秀で有名な杜氏を複数輩出している。 

 能登杜氏の最盛期は昭和 2 年と言われていて、この年 402 人の杜氏と 1644 人の蔵人が全国各地へ出稼ぎに出

た、現代でも全国各地の地方の銘酒蔵で能登杜氏が活躍しているが 70 人前後と後継者不足が問題となってい

る。能登流の酒の特徴として味の濃い酒質を製成酒の特徴と一般に言われていて、特に吟醸酒造りにおいて多

くの銘酒を輩出し、吟醸造りにおいては能登流が一番ともいわれている。 

 なお、杜氏の流派で丹波杜氏と能登杜氏を区分けした場合、丹波流は丹波新流(灘流)と丹波古流に分かれて
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いて、能登流は丹波古流と但馬地流の流派に属し、元々は同じ流派から派生している。 

 

②京阪神の食文化の結晶である灘酒と加賀百万石の食文化の結晶である加賀酒の違い 

 江戸や加賀の食文化を研究してみて改めて感じた事が江戸時代初期の頃の様に経済的に余裕の無い状況下や

生活の安全が保障されない状況下においては、食文化も酒文化も発展性に乏しく、生きていく為の日々の食事

を如何に入手するのかと課題の解消の為に食物の生産を行い、酒については日々の生活の苦しさを紛らわせる

ためのツールとして存在している部分もあり、決して食卓により華やかさを演出する訳では無く、食事の味わ

いをより美味しくする物でも無かったと思われる。一方で、室町時代後期から戦国期、安土桃山期において、

ハイクラスの貴族や武家、僧侶の間で官位や役職を得る、又は国同士の戦や戦国大名の内政や貴族の荘園にお

ける普請の為に人を集める為のツールとして酒造りの技術が磨かれた結果、現代清酒の基礎の技術が磨かれ、

一定レベルの高品質の酒造りに繋がり、結果的に幻の銘酒である天野酒や加賀菊酒が天下の銘酒として世の中

に登場し、江戸初期における南都諸白の酒造りにまで発展したと考えられる。 

その後、大阪の陣を経て実質的な戦国期の最後の合戦となったのは、三代将軍徳川家光公の頃に発生した島

原の乱(映画、魔界転生の題材となった)で、その後、四代将軍徳川家綱公の頃に最後の幕府を転覆させるため

の油井正雪の乱が起こったが、1681 年からの五代将軍徳川綱吉公の頃には、江戸幕府の統治基盤、経済基盤は

安定し、元禄文化と呼ばれる一般の町人にとって初めてとも言える好景気の世の中になった。 

ここに来て、江戸市中での高品質の酒の需要が、ある程度高まり市場経済下での酒造りの技術の進化が求め

られるようになって来た結果、伊丹の高品質の酒や柱焼酎の技術が織り込まれた酒が市場に登場し、一方で、

加賀藩や仙台藩のような大藩に置いては有り余る経済力を背景に、加賀藩では独自の酒造りの技術や醤油造り

を初めとする特産品造りが盛んになり、元禄期に登場した料理人の舟木伝内氏に代表されるような独自の食文

化の形成が行われ、仙台藩に於いては、城内に酒造り専門の部署が置かれ、慶長の遣欧使節が持ち帰ったと思 

われる葡萄酒造りの研究や上方流の酒造りの研究が行われた。また、伊達家で本格的なワイン造りが行われた

かどうかは別問題にしても、小倉藩細川家で 1620 年に遣欧使節が帰国した 7 年後の 1627 年には内容は別にし

ても国内最初の本格的なワイン造りに近い形の葡萄酒の製造が行われていた記録があり、ある程度世の中が落

ち着いてくるに従って食や酒文化が発展したと考えるのが自然だと思われる。 

そのような中で、全国の年貢米と特産品の集積地として発展した大坂市場を中心に食文化の発展がみられ、

世界的にみても経済成長率の高かった日本において初期の資本主義経済が形成されていった結果、享保期以降

大坂では昆布出汁と薄口醤油を中心に日本を代表するような食文化が形成され、その市場競争の中で揉まれた

灘酒がやがて天下の銘酒として江戸市場まで席巻し、その後日本を代表するナショナルブランドと言われるま

でに発展していって、現代にいたるまで灘酒のブランドが揺るぎなきものとなった。 

 

③日本を代表するナショナルブランドになった灘酒と日本で最初に GIを獲得した加賀酒 

 時代が進み、八代将軍徳川吉宗公(お馴染みの暴れん坊将軍)の頃になると、幕政は更に安定し、世の中の治

安に関しても安定度を増し、その後、田沼意次公の時代まで進めば、一般の庶民間に置いても伊勢参りをはじ

めとする旅が行われるようになり、その中で宿場において旅客に提供される郷土料理や地の名物料理が確立さ

れ、その旅人が利用する宿や江戸時代の旅行業者にあたる御師の宿で提供するための高品質の酒造りが東海道

を中心に地方に於いても行われるようになっていき、吉宗公の享保期以降において、ある程度完成されたハレ

の日における食やそこで出される酒に関しては、一定以上の高品質の酒の提供が市場に置いて求められるよう

になったと考えられる。その中でも人口が 120 万人前後と言われた当時としては世界最大の都市であった江戸

(勿論、現代においても東京の GDP は世界一である)の市場に置いて当時の酒処であった上方間の酒造り競争は

熾烈を極め、その中である程度完成された灘流の酒造りを基にした灘酒が市場間での競争に勝ち残り現代に連
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なる灘酒の絶対的なブランド力の確立に成功したと考えられる。 

何故ここまで灘流の酒造りが成功したのかを考えると、江戸に事実上の支社である各酒蔵の関連会社に当た

る卸問屋を設立させ、その卸問屋に重点的に自社の酒を卸した事と、高品質の大量生産に適した寒造りの灘流

の生酛造りの技術を確立させ、他所には無いマニュファクチャーによる酒造りが行われるようになった事や、

19 世紀には、灘の代名詞である宮水が発見され、その宮水を軸とした中硬水による酒造りの技術が確立された

事により灘酒の技術に関してはある部分に於いて絶対的なブランド力を持つに至った。 

一方で加賀酒に関しては、戦国期に浄土真宗石山本願寺派(一向宗)により加賀の国が実質支配下に置かれた

際に、一向宗の庇護の下で堺の商人である菊屋と米屋が進出し、畿内の先進的な酒造りの技術を用いて、一向

宗の本拠地である鶴来において菊屋が加賀菊酒を造ったと言われている。(他にも諸説あり)また、豊臣政権下

の桃山時代において前田利家公が加賀に入った際に尾張の国から利家公専用の酒を造らせる為にやちや酒造(加

賀鶴)の創始者である神谷内屋 仁右衛門を移住させる等、酒造りにおいて早い時期から先進地であり、加賀百

万石の経済力を背景に独自の進化を遂げた加賀料理と共に独自の進化を江戸時代初期より続け、上方より酒造

りの専門家である蔵人を招くなどして先進技術の取得に関しても早い段階から非常に熱心でもあった。 

また現代においても石川県は日本を代表する銘醸地である白山地区の加賀菊酒が全国初の日本酒の原産地呼

称である GI を獲得し、日本を代表する能登地方の加賀杜氏が存在し、石川の酒は県の特産品として日本を代表

する銘酒を数多く輩出している。 

灘酒と加賀酒を比較した場合、灘酒に関しては大消費地である京阪神と江戸の市場で、経済の中心地であっ

た上方の大資本と年貢の集積地であった大坂の米を背景に常に最新の技術を開発しながら江戸期には工業制手

工業を確立し、明治期以降は丹波杜氏の技術と大資本を背景にした大規模な工業化や酒造りの先進技術の開発

により日本を代表する銘醸地であり、大手の酒蔵の集積地となっている。 

一方で加賀酒に関しては、江戸期には日本一の加賀百万石の経済力と先進的な加賀料理を背景に独自の酒造

りの技術的進化を遂げ、明治期以降は能登杜氏組合を中心に独自の酒造りの技術開発を杜氏同士の競争の中か

ら独自の進化を遂げ、現代においても金沢酵母の開発や石川門等の独自の酒米の開発や石川県の特産品として

の県の支援を背景に全国で最初に原産地呼称を獲得する等、大資本には無いソフト面を中心とした技術開発に

より日本を代表する銘醸地として現代においても日本酒造りの先進地となっている。 

 

④この研究の纏め 

 

今回は、丹波杜氏の灘流の生酛造りと能登杜氏の加賀流の山廃造りにおいて、味わいの違いを中心に研究を

進めてきたが、改めて一般に言われる日本酒の通説と言うのは、食文化と酒文化、経済、工業、商業文化を多

角的に検証してみて必ずしも正解と言えない部分もあるし、一方で端的に説明をする必要のある場面に置いて

は正解であると思われる。 

ただし、実際に酒を取り扱うプロの方や日本酒の資格保持者、ソムリエの方々に関しては、通説で酒を語る

のでは無く、食、酒、食べ物と酒の組合せ、経済、歴史、文化等の多角的な視点から、酒文化そのものを掘り

下げて考える、又は自分自身で研究する事で消費者の方々に本当の意味で価値のある一杯の日本酒を自分自身

の言葉で提供する事が出来るし、本当に価値のある一杯の日本酒を自分自身の言葉や考え方で提供出来て初め

て本当の意味での日本酒のプロという事が出来るのでは無いかと私は考える。(最も、実際の現場でそのように

日本酒を提供する事は非常に難しい事では有るし、一杯の日本酒の価値を消費者の方々に理解して貰う事は非

常に難しい事でもあるが、大阪のづぼらやのひれ酒の様に店としての独自の文化と歴史、考え方を軸に日本酒

を提供出来ていたお店も稀に存在する) 

改めて、日本酒の生酛系の日本酒の中で、灘流と加賀流の味わいが対照的とまでいかないにしても、灘流の
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生酛造りのお酒は、「ふくよかさと味わいの深みを持ちながら後味がシャープでキレが良くスッキリした味わい

の傾向」が有る事に対して、加賀流の山廃造りのお酒は、「ふくよかで滑らか、厚みのある旨味を持ち後味のキ

レの良い傾向」が見られ、灘流の日本酒に関しては、東京以前に京阪神のマーケットで絶対的な強さ(実際に

1990 年代前半に於いて灘酒の大阪市場での日本酒のシェアは 90％を超えていた)を追求した結果、大阪や京都

の食卓に合う傾向の味わいとなり、和食の料理人の多くが以前は上方で修業を積む傾向が多かった事を考える

と、京阪神や京浜方面で戦前、戦後の日本に置いて灘酒のブランドが確立したのは当然だと思われるし、一方

で加賀百万石やそれ以前の一向宗本願寺派が持っていた、日本のどの地域にも無い圧倒的な経済力や食文化、

日本海の豊かな食材を背景に確立された加賀料理に合う日本酒が加賀流の山廃造りの日本酒であると考えれば

現代の加賀流の山廃造りの日本酒がふくよかさと厚みのある味わいになるのは自然な流れと考えられる。 

現代の日本のマーケットに置いて求められる酒類とは、日本酒に限らず酔う為の酒では無く、食卓を豊かに

する、又は、人間同士のコミュニケーションを豊かにする為のツールであり飲み物である事をマーケットにお

いて、以前よりも要求されるようになって来つつあると考えられる。 

一方で、市場も消費者のニーズも生き物である以上、味わいを変えるのでは無く時代や経済状況、食卓の変

化に合わせてお酒を提供する事も必要だと思われるし、その変化に対して酒造りの文化を活かしながら対応し

てきた事が出来ているからこそ、灘流、加賀流の生酛系の日本酒が現代の日本のマーケットに置いても根強く

受け入れられていると考えられるし、必ずしも灘流の生酛の在り方が生酛本来の味わいでも無ければ、味わい

に厚みがありふくよかな味わいの加賀流の山廃酛のお酒が生酛本来の味わいとも言えないと思われる。また、

日本酒の発展過程においてこれまで先人の方々の百試千改の努力の結果、現代における完成度の高い日本酒に

発展してきたことから、生酛系の造りの日本酒だけが伝統的な味わいの日本酒と考えるのは正解とは言えない

事が今回の研究の成果報告である。 

 

Ⅰ、主な参考文献 

加賀百万石の味(陶 智子著)、光悦 琳派の創始者(河野 元昭著)、お伊勢参り 江戸庶民の旅と信心 (鎌

田 道隆著)、江戸の宿 三都・街道宿泊事情 (深井 甚三著)、伊達政宗の遣欧使節(松田 毅一著)、捏造さ

れた慶長遣欧使節記(大泉 光一著)、仙台市史 特別編 8 慶長遣欧使節、江戸の食卓に学ぶ(車 浮代著)、歴

史のかげにグルメあり(黒岩 比佐子著)、江戸の酒 その技術･経済･文化(吉田 元著)、江戸の酒 つくる･売

る･味わう(吉田 元著)、徳川家康のスペイン外交 向井将監と三浦按針(鈴木 かほる著)、酢屋一族の日本史

(酢谷 能政著)、日本酒の来た道(堀江 修二著)、大阪食文化大全(笹井 良隆著)、吟醸酒誕生(篠田 次郎

著)、包丁侍 舟木伝内 加賀百万石のお抱え料理人(陶 智子、綿抜 豊昭著)、杜氏という仕事(藤田 千恵子

著)、ふるさとのしおり 第 2 集(NHK 金沢郷土番組委員会∥編) 

Ⅱ、主な参考論文 

広島県における明治期の酒造業 －三浦仙三郎の業績と西条の酒造業発展の経緯－ 樋口 達也 

明治期における清酒流通の構造変化とその担い手 大島 朋剛 

菩提酛のメカニズムと微生物の遷移 松澤 一幸 

海外清酒市場の実態把握－日本酒の輸出と海外生産の関係－ 浜松 翔平，岸 保行 

日本酒蔵元の集積と海外展開－飛騨・信州の事例から－1 井出文紀（近畿大学経営学部准教授） 

世界史における日本の近世：長期の視点からみた成長・格差・国家＊日本学士院会員 斎藤 修 

 


