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世界に「離陸」した SAKE
かつて海外の清酒製造場をルポした筆者に，まさに世界にテークオフした「サケjのこれまでの道のりと

現状を解説していただいた。「サケjは海外において，日本の文化的なイメージを高めるために大きな役割

を果たしうるものだが，需要の伸びと定着を単純に喜んで、いることを危慎している。今こそ，業界が一丸と

なって時代に合った臣家的な戦略を考えるときだという。関心ある諸兄に一読をお薦めする。

はじめに

このところ海外からサケ情報がよく届くようになっ

た。アメリカを中心にした海外で酒が定着し始め，圏

内の蔵元もやっと海外に目を向けるようになった。そ

うした中でさまざまな動きが出てきているのだろう。

海外の清酒醸造場をルポした「海のかなたに蔵元が

あった」を出版したのは 1997年。その時にはまだ，

ここまで急速に市場が広がることは予想できなかった。

感慨が深い。

1877 (明治 10)年には日本酒が輸出されていた，

と記録は伝える。それからほぼ 130年。海外で酒はど

ういうふうに認知され，受容されてきたのだろう。

「海外清酒史jを3つの段階に分けて考えてみたい。

その後で，これからのサケの可能性を展望してみるこ

とにしたい。

とりあえずこんな区分けを考えている。

<第 1段階>日本人が経営するレストランで，現地在

住の臼本人が飲んでいる

<第 2段階>日本人が経営するレストランに，現地の

人が欽みに来るようになる

そしてここ 10年ぐらい弱からが，

<第 3段階>現地の人が経営するレストランに，現地

の客がやってくる

という新たなステップである。

「日本Jという枠に閉じ込められていた酒は，ここ

で枠の外に飛び出したと言っていい。まさに世界に向

けたサケの離陸(テークオフ)。明治以来の清酒史の
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中で画期的なことだ。

1. 米国のサケソムリヱ

まずは最先端・第 3段階を象徴的する話から始めた

い。米国に登場した「サケソムリエjについてである。

日本の居酒屋で一般の人が酒について尋ねようと思

ったとしよう。アルバイトの子ではまず分からない。

こだわりのj吉主に時間があれば，出てきて詳しすぎる

説明をしてくれるかもしれない。でもそこまでしても

らうには及ばないんだけど…。客としてはちょっと困

るのである。

ところが米国には「サケソムリエjがいる。

テープソレに近寄って客の好みを尋ね「その料理に合

うサケのタイプは…Jと教えてくれる。フレンチレス

トランのソムリエと伺じf交苦手lだ。

3年ぐらい前から目立つようになってきた。主とし

て30代の白人。マネージャーやべパレツジマネージ

ャーから転じたり，兼任したりのケースが多い。自分

で利き沼をして覚える。仲間と情報交換の集まりを開

く。そうやって勉強をしている。

公的な資格はないので，名のればそれで通る。だか

らいささかアヤシイものもあるが，それも含めると，

マンハッタンだけでも 100人はいるという。

なぜ日本にない「サケソムリエ」が米国では認知さ

れているのだろう。それは，ビジネスになるからだ。

日本食レストランは，お昼にちょっと行っただけで

100ドルを超えることも珍しくない。客単倣が高く，

それに見合うサービスの一つが「サケをちゃんと説明

醸協 (2009)



できるソムリエJを置くことなのである。ソムリエが

いれば，庖の格も上がる。

ソムリェ本人も，サケで大いに稼ぐことができる。

チップ社会だから，売上は収入に直結する。日本以上

に，売ることに一生懸命になる。今や 1000万円プレ

…ヤーもいるという。

サケは世界化したことで，ビジネスツールとしてこ

こまでの力を発揮し始めている。「日本」を離れ，海

外で受容されることによって，潜在力が花開いたとい

ってもいい。サケの実力が証明されたということだ。

誇らしい。

2. 移民を癒す

少し時計を戻して， 7震がサケに至るまでの足どりを

たどってみたい。

人は自分の食文化を背負って移動するようだ。日本

人は移民で海外に出ても，米を作り，野菜を育てた。

そして酒もまた…。

ハワイ王国への官約移民が始まったのは 1885(明

治 18)年。それから私約移民に形を変えて，多くの

日本人が海を越えた。はじめはサトウキピ農場で働く

人が多かったが，数が増えるにつれ，日本入社会が形

成される。日本人相手の商売も成り立つようになった。

その中には食堂や酒j古もあり，灘から輸出される清

酒が供された。ところが米国によるハワイ併合後は，

15万人もいる日本人に不利な政策がとられるように

なった。その一つが輸入関税のアップだった。

サケが飲みたい。しかし高すぎる。そこで考え出さ

れたのが現地生産である。広島市出身の住田多次郎ら

が中心になってホノルルj密造を設立した。

寒づくりがいいとされる清酒を，常夏の島でどう造

るのか。「冷房jという発想が浮かんだのは，さすが

米国というべきか。試行錯誤を繰り返しながら，海外

生産第一号「宝正宗jが誕生した。ほかにも f不二J

「金瓢正宗jなどの銘柄が生まれ，本土の西海岸にも

次々に沼蔵が開かれた。

次はブラジルである。アメリカが門戸を閉ざそうと

する一方で、，ブラジルはコーヒ一国への移民を歓迎し

た。第一便の笠戸丸が着いたのは 1908(明治 41)年

のことだ。

移民たちはやはり酒を求めた。しかし輸入するにも

日本は地球の反対餓。現地穣造が試みられる。第一号

第 104巻 第 8号

は，広島出身の宮地一部による「桜錦水」とされ，幾

つかの銘柄がコロニアで生まれる。しかし，強い資本

力をパックにしていたのは 1935(昭和 10)年の「東

願麟」だった。

三菱創始者の岩崎家がカンビーナスに開いた「東山

農場Jの事業の一つが沼造り。原料はイタリア移民が

栽培していたカテテ米である。

ただテラローシャと呼ばれるブラジルの赤いこkは，

酒造で嫌われる鉄分を多量に含む。この土で育つ米を

使うためになかなか思うような酒震にたどり着けなか

った。しかし，溜というだけで，移渓の望郷の気持ち

は癒やされたに違いない。

以上が第一段階の「移民の酒jである。すべて戦前

の話である。後日談を少し続けたし〉。

ホノルル酒造は「禁酒法Jr太平洋戦争」というニ

つの休業時代をしのぎ，戦後復活した。日本に先立つ

て泡なし酵母を分離したり，ホウロウタンクを採用し

たりして，業界から波目された。

しかしその後米闘に進出した宝酒造に買収され，現

地醸造に終止符を打つ。蔵は取り壊され，今は当時を

しのぶよすがはない。ただ「宝正宗Jr宝娘」などの

銘柄は引き継がれ，スーパーでは宝船やフラガールの

ラベルを見つけることができる。(写真 1)

の東山幾度加工は，今も健在だ。溜質は

戦後もなかなか改善されず「アタマキリンJ(二日砕

いで頭が痛くなるから)とも呼ばれていたが，キリン

ビールのてこ入れで設備などを吏新し，米もウルグア

イ産に切り換えた。品質は格段に上がった。

日本食レストランでは定番商品である。客の主流は，

日系 2位， 3世ではなくブラジル人。冷を析で欽んだ

り，カクテルにしたり。ピンガ(カシャサ)の代わり

にサケをベースにしてライムなどを添えた「カイピサ

写真 1 今でも健在「賓正宗J
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写真 2 サンパウロの日本食レストランの定番商品

「東燦麟J

ケJIサケリーニャJなどと呼ばれるカクテルは，こ

とに女性に人気だ。(写真 2)

サンパウロでは日本会レストランが 600庖を超え，

伝統の肉料理，シュラスコの底を抜いたと現地メディ

アは伝えている。追い風を受けて東山農産加工は

2003年に工場を増設し， 2000キロリットル体制を整

えた。

最後に，戦後になって生まれた「大地」についても

一言。トウモロコシを原料にしたブラジル随一のしょ

うゆメーカーが，もう一つの日本の味を， と仕込みを

始めた。経営者の先々代は，かつてコロニアで、澗を造

っていた歴史もある。ただ量はまだ少ない。

3. スシとともに

移民という世界の中で完結していたのが 第一段階

のサケ。しかし第二次大戦の終結とともに，第ニ段階

へのシフトが始まる O リード役は移民に由来する小さ

な酒造場ではなく，灘大手の酒造場である。

舞台を米国に戻す。

米国には戦後，日本人が次々に渡っていった。

的な復興を経てモノづくりの道を進んだ日本。製品の

最大の輸出先が米国だった。商社マンが渡航の先障を

切った。

それに比例して日本食レストランが増えていく。接

待で使われたりするうちに，アメリカ人も臼本食レス

トランを認知し，サケも口にするようになっていった。

初期のころは，日本に駐留したことのある退役兵士が，

熱:臓を懐かしがって飲むケースも多かったという。

米本ことの酒造場は戦争ですべて閉鎖させられていた

ので，酒は総入である。ところが日本経済の強さから，

為替が円高にふれていき，輸出する方からすれば，差

損が出るようにになった。

ならば現地で造ろう，と大手メーカーが決断したの

は，当然だっただろう。日本人移民が持ち込んで

1900年ごろから試験栽培が始まったカリフォルニア

米がある。技術障は臼本から差し向け，現場の作業は

ヒスパニックやアジア系の人たちを使えばいし〉。

こうして 1980年に「大関」がカリフオ/レニア州ホ

リスターで醸造を始め，次いで「松竹梅JI月桂冠」

などが州内に進出していった。(写真 3)

折しも米国では，日本食への関心が高まっていた。

生活習慣病を招く肥満の害が叫ばれる。脂肪分の少な

い日本食は「へルシ一志向Jの人たちの心をつかんだ。

さらに同じ 80年には「ショーグンj という島田陽子

が出演する連続テレビドラマが放映され，日本へのイ

メージはますます好転した。

ブームが広がるとともに，新たな日本食シーンも登

場する。「すしパーJである。

写真 3 1980年代日本滋の現地(米国)製造に先鞭をつけた「大関j と「松竹梅Jo1991年には「月桂冠」も米

罰で製造を始めた
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テンプラ，テリヤキのイメージが強かった日本食に

加わったもう一つのジャンJレ。江戸前のような本格的

なネタというよりも，カリフォルニアロールやスパイ

シーツナロールのような巻き物系が中心だ。

これはグッドアイデアだった。米国人はボリューム

がないと満足できない。しかし海苔には幅の限界があ

る。そこをうまく解決した「裏巻きJの技。これによ

って，スシは米国にじわりと浸透していく。

酒の飲み方からすると，この時期は，まだ圧倒的に

嫡である。持てないぐらいに熱した銚子で出すのが喜

ばれた。 WARMではなく HOTと呼ばれていたのは，

その事情をよく表す。

つまりはサケはまだ，エスニックで奇妙で，だから

こそ iWHAT'S NEW? J好きのアメリカ人に，も

てはやされた。本当に味が評価されたのではなく，サ

ケパーで女の子を口説くのがかっこいいというような

ファッション感覚で飲まれていたといえる。

そして 1990年代に。第 3段階の「米国人が経営す

るレストランで，米国の人が訪れるJという時代が始

まる。アメリカの人たちが，サケを自分たちのものに

する時代の幕開きである。

4. セレブ御用達

第 2から第 3の段階へは，移行しつつ並存すると言

う方が正確だろう。

ニつの段階は，レストランの経営者が違うというだ

けではない。前者が「アメリカ産の酒を，嫡でjとす

るならば，後者は「日本からの輸入酒を，冷でJ，加

えて「ファッショナブルな雰屈気でjという違いとい

えようか。

日本ではずいぶん前から，吟醸酒を冷で飲む時代に

入っていた。その影響もあってか，嫡のハウスサケに

なじんだアメリカ人が，今度はよりグレードの高い酒，

より本場に近い飲み方に関心を示し始めた。

人気を集めたのが，カリフォルニアクイジンとかヌ

ーベルクイジンと呼ばれるフュージョン料理の庖であ

る。創作系といってもいい。こだわりのあるオーナー

やオーナーシェフによるファッション性の高いレスト

ラン。いわゆるセレブたちの御用達の庖になった。

ここではもっぱら，輸入した吟醸系の酒が使われる。

日本でもよく知られた銘穣蔵のものをそろえていると

ころも珍しくない。こうした庖では潜とワインのリス

第 104巻 第 8号

トの両方がそろっていて，いい意味での「無国籍」レ

ストランである。

こうした庖に続いて，いかにもという感じで日本ム

ードを演出し， 100銘柄以上を入れているようなアメ

リカ人経営の大型庖も現れるようになった。これも一

つの流れを形作りつつある。

どのタイプの庖も経営者は，アメリカ人の好み，そ

してどうすれば売れるかを熟知している。そうした延

長線に，冒頭に紹介したサケソムリエの存在もあるの

だろう。日本人経営者だったら思いつかなかったかも

し~'lない。

ここまで米国の沼の戦後史をたどってきた。数字も

交えて現在の概況をみてみる。

まず米国の悶丹市場はどれぐらいか。各社に聞いて

見ると，おおむね 8万石 (1万 5000KL=注)から 11

万石 (2万 KL)と推定している。

数字が分かれるのは，圏内消費のうち 8割を占める

国産酒について公表されたものがないからだ。各社に

問い合わせた結果によると，製品ベースで，大関，松

竹梅，月桂冠，八重忽，それに桃川それぞれの生産量

は第 I表のとおりであるが，単純合計すると約 9万

3000石である。ただこのうち欧州などへの輸出が 1

万石近しみりんも 9000石ある。それを去をしヨiいて

米国産清沼の盟内消費だけでみると，おおむね 7万

3000石，後述の輸入 2万 1000石と合わせた総閣内消

費は 9万 4000石といったところだろうか。

ちなみに輸出・みりんを合わせた単純合計で比較す

ると，筆者が f海の…Jで米国取材をした 1996年に

はまだ 4万 6000石だ、った。日本駿造協会誌に前回寄

稿した 2001年が 6万石。それが今自 9万 3000石なの

だから，この 12年で倍増したことになる。

出荷の形態、をみてみる。主体は，杷変わらず潤沼の

レギュラー溺を 18L入りのキュービテナーで出すパ

ターンである。ただ小さい瓶の純米，吟醸など高級酒

の割合が増してきて， 2龍強にまで成長した。酒造好

適米が栽培されていないので臼本と問じ溶質とはいか

注)ヤード・ポンド法の米毘では，石での表示が一般

的。

KLx5.54=石。本稿では，提供を受けた際の単

位で表示し，カッコで換算値を示した。従って石

(KL)と KL(石)と両方の表記が混在してい

る。
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第 1表海外で製造されている清酒

国 銘柄 販売開始年 生産量 備 考

米 悶 大関 1980 4，420 内みりん 540，輸出 410

松竹梅 1983 5，770 内みりん 1，080，輸出 450

月桂冠 1991 3，970 内輪出 900

八重環 1999 2，161 前身の販売開始は 1988年

桃 山 1997 500 生産量は，ここ数年の平均

ブラ ジ ル 東鹿員麟 1935 1，500 

大 地 1979 460 1979年は試験醸造開始年

車車 密 自花 1945 22，500 日本資本による創業は戦前

中 国 松竹梅 1995 非公開 1995年は創業年

朝香 1996 720 

白扇 1996 540 創業年，前身の木戸泉は 1994年

翁鶴 1996 50 
4口A 湾 玉泉 1997 2，300 

ベ ト ナム 越のー 1996 90 別に;燐習すが1，100 

タ イ ヨ?2、 2000 不明 自棄造開始 1995年，販売開始は推定

オーストラリア 議E酒 1996 380 内輪出 330

生産量等の単位は， kL (2008，一部 2007。問き取りによる)

ないようだが，アメリカンプレミアムサケはこれから

期待される溜品だろう。

国産酒よりも高い伸びを示したのは，日本産の高級

潜志向が強まったからと思われる。

輸入溜(日本から米国へ輸出された酒)についてみ

てみる O こちらは日本の財務省の統計から，第 2表に

示すように正確に分かる。

何年から 2008年の簡の伸びは 2.7倍だ。

ここで輸入チャネルのことにも触れておかなければ

なるまい。

地溶を主体にした高級酒輸入のさきがけとなったの

は日本名門酒会の Japan Prestige Sake社。 96年か

第 2表 日本酒の年別輪出量 (kL)と主な輪出先

年 Rψノ1九5 主ξ7主A 米国 台 湾 香 港 韓 国 英国 カナダ シンガポール

1993 7，673 1，516 3，100 625 。296 459 299 

1994 8.833 1，313 4.488 733 b 249 460 312 

1995 8.613 1，293 4，340 841 25 217 400 319 

1996 10.402 1，401 5，827 933 29 288 303 311 

1997 6，364 1，404 4，241 702 31 258 312 279 

1998 8.089 1，491 4，002 734 33 287 240 214 

1999 7.292 1，535 3，111 690 43 214 304 251 

2000 7，417 1，759 2，460 822 66 250 381 237 

2001 7，052 1，853 1，731 914 82 259 332 215 

2002 7.504 2，046 2，000 853 116 218 392 227 写真 4 八王室垣のラベル

2003 8.270 2，204 2，191 1，026 l33 248 468 208 

2004 8，796 2，616 2，080 987 230 283 410 245 

2005 9，537 2，997 2，133 961 399 272 462 231 

2006 10，269 3，354 1， 991 877 665 292 490 222 

2007 11，334 3，852 1，770 1，006 1，069 333 484 302 

2008 12，151 3，843 1，626 1，2l3 1，529 321 530 306 

財務省貿易統計 (2009) より
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ら米各都市で本格的なプレゼンテーションを始めた。

同じ年に日本産清酒輸出機構の Jizal日社がスタート

する。

続いて，ハワイを拠点に米国版 f歓評会jを聞いて

いるクリス・ピアスさんの World Sake Imports社や，

日本から英語での情報発信をしているジョン・ゴント

ナーさんのかかわる VineConnections社，また新潟

の酒を扱う SenaNew York社などが輸入を始め，チ

ャネルはどんどん太くなっている。

米国の 90年代は，酒の消費量が拡大するとともに

質も高まる時代だった， とあらためて思う。パブノレが

崩壊して「失われた 10年」に入っていた日本とうら

はらに，米国は IT景気に沸いた。「週に一回は日本

食レストラン」というのが，ステータスシンボルにな

っていたほどだ。

日本食レストランの数もうなぎのぼり。日本人経営

者の庖は日本企業の接待が減って元気を失ったが，

「日本食はもうかるJとみた韓国・中国などのアジア

系の出j吾が，この時期目立っている。日本食レストラ

ンの総数は，現在 1万軒といわれている。この 10年

で倍増した。

さてここまでの原稿は， 2008年に起きたサブプラ

イムローンによる金融危機，景気後退の影響がまだそ

こまで出ていない段階での取材に慕づいている。

09年の数字は消費不況によって確実に夕、ウンする

だろう。高級レストランも厳しい局磁に立たされよう。

しかしサケ市場が総崩れするとは考えられない。「ブ

…ムJの段階は既に過ぎ，アメリカ社会にサケは定着

している。日本でイタメシやフレンチ，ワインが消え

ることが考えられないのと同じである。

ただ，よりリーズナブルな商品が支持されることは

間違いなし〉。外食の f内食」化によって，持ち帰りの

すしゃ惣菜と一緒に小容量のサケが売れると言う額向

も一部で出ているという。時代に合った戦略が求めら

れよう。

5. 韓国でのブレーク

アジア諸国の様子を駆け足でめぐる。

韓留では fサケブーム」である。そこで起きている

のは，輸入酒のめざましい伸びと韓障の国産酒の停滞

だ。

まず輸入。 01年までは 100KL (550石)未満だっ
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たが，年々 5~7 割の伸びを示す。 06 年が 670 KL， 07 

年が 1070KLとなり，香港を抜いて 3位の輸入国に

なった。各国とも輸入は増えているが，ここまで劇的

なケースはない。 08年には， 125銘柄を集めた大使館

主催の初の「フェアj も開かれるほどだった。この年

は一挙に 1530KL (8500石)に達した。

アニメやゲーム，漫画などを通して，韓匿の宕い人

の聞には日本への親近感が生まれている。ここ数年は，

円安で日本を訪れて居酒屋で清酒の味を知る人も増え

てきた。居酒屋スタイルの庄は，居内にも次々にオー

プンしている。ただ 08年末のウォン安で，輸入は急

ブレーキがかかった。回復までには時間がかかりそう

だ。

国産沼では f白花J(写真 5) がある。日本統治時

代に進出した岡山市の酒蔵に起源を持つ群山の地溶だ

ったが，斗ujグループが買収した。 89年からは「黄

桜」での研修によって溺質が向上する。

大ヒットしたのが 1986年に発売した「清河」であ

る。低アルコールながら高い酸度。それまでにない味

わいで，倍々ゲームの売り上げを見せた。

ところが予期せぬ事態が起きている。自民酒である

焼酎の低アルコーJレ化だ。長く 25~30 度だったもの

が，最近では 20度弱，さらには 16・5度の製品まで

出るようになった。競合して，徐々に食われている。

07年の 2万 2000KL (12万 5000石)は， 02年の 2

万 9000KL (16万 3000石)に比べると， 25 %もの落

ち込みである。

会社自体も 08年 l月，今度はロッテに賃収された。

現場は白麹閣の活用などに意欲を見せているが，これ

写真 5 白花のラベル「純米菊香」とある
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からのグループ内での酒造部門の位置付けがまだ見え

てこない。

韓国ではほかに 2つの湾造会社があったが「朝海」

は1997年に廃業。釜山の「鶏明jもクラウンビール

(現ハイト)に翼収されて「金冠」と銘柄を変更した

後，酒造を敬りやめた。

6. 中堕で，ベトナムで，タイで

中国でも，清酒は支持を広げている。日本食レスト

ランは上海などを中心に 2500軒。米関の 4分の lに

当たる数だ。 1000平方メートルクラスの大型底舗の

飲み放題で、嫡酒をガンガン飲む，というスタイルが一

般的である。

輸入は 470KL (2600石)。日本からの現地生産は

「松竹梅」と「朝香JI白扇JI翁鶴J。中国人による酒

造場もある。

アルコール製造プラントも併設しているのが松竹梅。

1997年から醸造を始めている。ただし生産量は公表

していない。

朝香(奈良県)は 1995年に天津に進出した。海外

だけによけい日本酒の伝統を大切にしたいと，純米に

こだわる。使うのは，河北省の天日干しした米だ。こ

のところ 2割のペースで伸びて， 08年は 4000石

(720 KL)に達した。

あとの 2社は当初は中居資本との合弁だったが，考

え方の差などが出てきて日本資本に切り換えた。

自扇は，木戸泉溺造(千葉県)と藤崎強兵衛商庖

(埼玉県)が立ち上げたブランド。もともと大連で

「木戸泉」としてスタートしたが，合弁を解消後も商

標が中国側から返却されなかったため，新銘柄に切り

替えた。「千秋一酔」のブランドも持つ。料理沼を中

心に 3000石 (540KL)。ついでながら純中国資本と

なった「木戸泉jは，低価格のアル添酒として販売さ

nているという。

翁鶴は，大石酒造(京都府)と中国のワイン会社と

の合弁だった。合弁を解消後の 2005年に，上海近

郊・南通に酒造場を移した。年間 50KL (280石)で

料理沼は造らない。半分は米国にカクテル風にして輸

出する。手狭になったので増設中。能力は 5~6 倍に

なる。

各社によると，ギョーザ事件以来，衛生面の規制や

輸出の許可が厳しくなったという。
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台湾は，米国に次ぐ市場を持つ。輸入量は 1700KL 

(9400石)で2位。器産酒は，紹興酒をはじめとして

さまざまな種類の酒類を造っていた台湾蕗酒公売局

(日本の|日専売公社に当たる。 2002年に民営化して台

湾務酒股イ分有限公司)が 97年，オリジナル清酒「玉

泉」を発売した。日本からの技術支援は受けず，独カ

での開発だった。

しかし清酒をま子む獲が高齢化している。輸入も 10

年前に比べると半減しているし，玉泉も 2001年には

l万 2000KL (6万 6500石)だったが，今は 2300KL 

(1万 2800石)と激減している。

次いでベトナム。福間市の砕石業を中核とした才田

グループによる酒造が，古都フエで始まっている。銘

柄は「越の-J。世界有数の米生産地であることに注

目した。ただインディカの硬い米なので，ニ度蒸しな

ど下処理に手をかけている。

ハノイとホーチミン合わせて日本レストランは 100

軒以上。しかしベトナム人客はまだ少数派だ。さらに

国民の多くが40度近い自家製の米焼酎に親しんでい

るという事情があるだけに，今の主力は焼酎。清酒と

の比率は 6000石 (1100KL)対 500石 (90KL)と

10倍を超える聞きがある。

しかしこれから経済が発展していけば，レストラン

もはやり，好みも低いアルコールに移行すると考えら

れる o 4~5 年のうちには，冷蔵庫もかなり普及する

ともみられている。清酒の本格的な販売は，そうした

条件が整うのを待ってからという作戦だ。

その日に備えて 40%精米した吟醸タイプの「嬢薫」

(写真 6) も2005年に商品化した。仕込みは 600キロ。

毎年売り切っているという。

アジアの最後はタイ o アルコール製造を一手に握っ

ている現地の TCCグループが日本人を招いて 1995

年から仕込みにかかった。なかなか商品化されなかっ

たが，何年にあらためて技術者を呼んで醸造を始め

「忍jブランドで発売した(写真 7)。その後は，日本

人の関与が途絶えている。売れ行きが今一つで， I忍J

を再処理した料理用の「桜Jも売り出している。大量

に仕込み，在庫が切れたらまた仕込むというスタイ Jレ

のようだ。

オーストラリアに渡る。

「白雪Jの小西酒造が出資したサンマサムネ社が，

96年から「豪酒」を製造している(写真 8)。米は，

醸協 (2009)



写真 B ベトナムの のラベル

写真 7 タイの「忍Jのラベル

写真 8 純米「象潟」のラベル

かつての日本人移民が持ち込んで栽培が広がったジャ

ポニカ。 380KL (2100石)の 9割近くは日本に

され，オーストラリア産と表示して国内で市販された

り，米国にも輸出されている。

オーストラリア内では，サケはブームというほどで
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はない。しかし人気の北海道スキーツアーでサケに触

れる人も増えて，認知度は高まっている。全豪での日

本食レストランの数は，テークアウトを含めると

1000軒を超すという。カクテル風の飲み方が受け入

れられている。

7. サケの可能性

ある蔵元から聞いた話だ。東京に販促に行っても反

応が全く薄い。ところがアメリカやアジアに行ってプ

レゼンをすると，一生懸命に聞いてもらえる。手ごた

えが違う…。

そう， そんな日寺イえになっている。

海外では米国を中心に，サケの飲み手の裾野が広が

っているだけでなく，濃い飲み手も現れている。

Ginjoや Nigoriだけではない， Yamada -nishikiや

Omachiなどの用語を使いながら酒を利く人たちも珍

しくはない。普通の日本人が見たら驚く風景だ。

奥深い味わいもさることながら，背負っている歴史，

ラベルの絵柄や文字など「文化Jの香りも，彼らをひ

きつけている。サケは，日本の文化的なイメージを高

めるのにも大きな役割を泉たしている。

位界では，これからソフトパワーがますます重視さ

れるようになろう o 武力をパックにした威嚇や圧力に

よってではなく，人々が心からそのよさにひきつけら

れるようなカだ。例えば米国の「自由Jや，フランス

の「芸術J，イタリアの「ファッション」などに人々

はあこがれる。ソフトパワーのある聞はtlt界の人たち

を引き付け，それによってその国の存在感が増してく

る。

サケは日本のソフトパワーを支える柱になりうる。

もっともっと外国に人に知ってもらいたい。

j密の潤りに身を置く人に幾つかの提案がある。

これだけ関心が集まっているのだ。外掴人向けのサ

ケ情報をもっと発信するとともに，テキストを作りた

い。米障のソムリエたちは，勉強したくても適当な英

語教材がなく，情報を渇望している。個別のメーカー

や団体がつくったパンフレツト類はあるが，易しく体

系的にまとめた権威あるテキストが求められている。

その次の段階としては英語による資格検定のような

仕組みがほしい。サケの世界は，歴史と技術を両輪に

して蓄積された「知の体系」でもある。欧米の人たち

は，ワインと似た醸造酒でありながら，ワインとは違
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った平行複発酵の酒に驚きがあろう。知れば，さらに

知りたくなる世界である。ドイツやフランスがワイン

でやっている検定試験は参考になるのではないか。

サケツアーも是非，ポピュラーなものにしたい。

「米国で知り合った人が，蔵を訪ねてくる。観光や仕

事のついでに寄るのではなくて，わざわざjという話

を関東の蔵元から聞いたのは，もう数年前のことだ。

飲んで，知れば，次は蔵元に行ってみたくなる，と

いう飲み手心理は，日本でも確かめられている。日本

からヨーロッパのシャトーを巡るツアーも人気ではな

いか。この潜在需要を掘り起こしたい。受け入れ可能

な蔵が，海外からすぐアクセスできる統一窓口を作る。

まず一番にワインライターを招待すれば，メディアを

通じて情報が広まる。

ミシュランにも載っているような臼本の料理j吉にも

一口

仁コ o

i霞の魅力にひかれてせっかくアメリカから来た人が

「源の種類も少ないし，説明もしてくれないjとがっ

かりしたとの話を開く。

以前から高級料亭では，料理には細かく神経を配る

けれど，酒には無頓者という傾向が強かった。居酒屋

の勉強ぶりを見習って，酒に対する認識を新たにして

ほしい。

民間だけでなく屈も，サケの持つパワーを認め，戦
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略的に酒の支援をすべきではないか。莫大な金をかけ

て，国を挙げたワインの売り込み，啓蒙を進めている

プランスは，一つのお手本である。

アニメ・漫画といったポップカルチャーとともに，

伝統的な食文化を発信すれば，世界の中での日本のイ

メージはさらに奥行きを増すに違いない。

<中霞新聞論説委員>

* 
米障の最近の状況については次の各氏の協力を得た。

お名前を掲げて誠意を表したい。

桜井一宏(旭酒造)内海寛明(ヤヱガキ酒造)佐藤

恵子(ワールド・サケ・インポート社)水津哲義(米

国月桂冠)
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