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チャレンジ す る 蔵 元
日本酒の国内消費量は、
ピークの3分の1まで減少している。

しかし、
純米、
吟醸、
本醸造といった特定名称酒の消費は横ばい、
海外への輸出は倍増している
農地改革、
食糧管理法などで
というのがここ数年の傾向だ（※グラフ参照）。そんな中、
分断されてしまった農業と醸造業とをつなぎ直そうとする蔵元が、
最近、
各地で活躍し始めている。
元々酒造りには酒蔵周辺の米が用いられ、
それを醸して近隣に販売していた。今でいう 六次化 である。
一方で蔵元は、
素封家、
地域の名士的存在が多く、
地元文化の支援を通して地域を担ってきた。
今また、
歴史の継承や街並みの復元などで、
地域を活性化させようという蔵元が増えている。
新たなステージへと向かう蔵元たちの取り組みを追った。

日本酒の国内出荷量の推移

出所：農林水産省（平成28年3月）
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出所：農林水産省（平成28年3月）
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福禄寿酒造株式会社
。
代表取締役社長（16代目）
1979年秋田生まれ。東京農業大学
醸造学科卒業後、
福禄寿酒造に入社。
2010年社長就任。

渡邉康衛

蔵から車で数分のところにある契約農場。

１本のタンクだけで造った純米酒が
すべてのスタートだった

五城目の米と
水にこだわり
再興に奔走

八郎潟の湖東に位置する五城目町は
農業と林業の町だが、
中心部には約５００年の
歴史を誇る露天朝市が栄え、
商工業都市を形成している。
その一角で元禄時代から醸造業を営む福禄寿酒造の
16代目が仕掛ける革新の手法とは？
（写真提供：福禄寿酒造）
「一白水成」
の原料となる秋田酒こまち。

創業３３０年の老舗が
迎えていた存続の危機
五城目町に足を踏み入れた途端︑流
れる空気が変わり︑風景までもが輝き
出したような気がした︒広がる水田︑
続く並木道︑低山をおおう美しい針葉
樹 ︱︱︒
ほぼ３日に１回催される朝市には︑
地元の特産物が並べられ︑多くの人々
で賑わう︒この豊かな秋田の街に魅せ
られる人は少なくなく︑近年︑移住者
も増え始めている︒
いま︑そんな街のアイコンとなりつ
つあるのが﹁一白水成﹂ブランドで知
られる福禄寿酒造だ︒同社が秋田県五
城目町で酒を造り始めたのは︑１６８
８年︵元禄元︶
︒５代将軍徳川綱吉の
時代である︒３３０年もの間︑この北
の大地で絶やすことなく酒造りをして
きたことに︑まずは驚かされる︒
が︑実は近年︑福禄寿の経営は︑か
んばしいものではなかった︒
代目当主渡邉康衛が東京農大醸造

学科を卒業し︑地元に戻ってきたのは︑
２００１年︵平成 ︶のこと︒このと

歳だった渡邉は︑蔵の窮状にこれ

っていたのである︒

もはや存続すら危ないという状態に陥

を描き続け︑渡邉が帰郷したときには︑

１９７０年代をピークに需要は下降線

上げが前年比を割り続けていたのだ︒

普通酒と呼ばれる大衆酒で︑その売り

き︑福禄寿が造っていた酒の大半は︑
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といった手を打てないままいた︒
﹁酒を車に積んで︑営業の名刺を持っ
て地元の得意先を回る日々でした︒学
生のときに飲んで感激した山形の﹃十
四代﹄のようなお酒を造りたいと思い
つつ︑流れに身を任せて普
通酒を売っていた︒でも︑
そんなある日︑東京の酒屋
さんと秋田県酒造組合の懇
親会で話す機会があって︑
﹃ タンク１本だけ純米酒を
造ってみないか﹄と言われ
て︑初めて誰かのために︑
何かのためにという目標を
持った酒造りをしたんです︒
それまでは︑値段だけが問

白水成﹄を造り出していなかったらど

舵を切り始める︒のちに
﹁あのとき
﹃一

﹁一白水成﹂を主軸とした酒造りへと

ルコールを添加した大衆酒から純米酒

った︒渡邉は︑このときから徐々にア

﹁一白水成﹂と名づけられた純米酒だ

こうして２００７年に誕生したのが

いるような酒を売っていたわけです﹂

われ︑極端に言えば酒質は無視されて

主力商品の特別純米酒「一白水成 良心」。
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撮影●蜂屋雄士

一志治夫 ノンフィクション作家
取材・文●

秋田県五城目町

福禄寿酒造
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Part1「六次化」に回帰する蔵元

稲作に向かないと言われた土地。そこで誕生した酒米と共に世界へ

岩手県二戸市

撮影 ●蜂屋雄士

３６０人の客が詰めかけた︒二戸の地
今は亡き人に向けての感謝状贈呈だっ

述べていた︒中でも印象的だったのは︑

ということに愕然としたんですよね︒

地酒を造ろうにも地元に酒米がない︑

﹁学校を卒業して蔵に帰ってきた時︑

どう買うのかもわからない︒僕の米探

ワインジャーナリストが注目し︑世界

コンテストだ︒世界中のワイン業者︑

一さんが吟醸酒造りの名手として腕を

のぼる︒蔵では︑南部杜氏の故・山口

回っていた﹂という１９９７年にさか

きとされる地域︒時に﹁やませ﹂と呼

かつ﹁県北﹂の二戸は︑稲作には不向

方の中でもスタートが遅かった︒なお

岩手の酒造好適米の開発は︑東北地

IWCチャンピオンサケ受賞
二戸の米で世界のトップに
1

開発中の酒米の試験醸造が
スタートの 世界一の酒
南部美人
ライター、
エッセイスト

吟醸蔵のイメージがある︒しかし︑大

酒﹁南部美人﹂が２０１７年度のＩＷ
た︒久慈さんが感謝状を捧げた相手は︑
地酒と名乗りたいのに︑よその土地の

高橋さんとの出会いは︑久慈さんが
しは︑絶望からのスタートでした﹂

で最も影響力を持つというＩＷＣの日
ふるっていた︒全国新酒鑑評会で金賞
ばれる風が吹くと︑その年は不作に見

久慈浩介

1 特別栽培米の
「ぎんおとめ」
を55％
まで精米。旨みと透明感とが共存す
る特別純米酒。
「世界一の酒になれ
たのは二戸の皆さんのおかげ」
という
久慈社長の感謝の気持ちから、
二戸
駅の売店でも販売（720㎖・1,620
円、
税込み）
。2 チャンピオンサケの
発売時の通知は額に入れて、
蔵の社
長室に。3 受賞決定、
妻の里佳さん
と。
「妻に世界一の景色を見せてあげ
たいと思っていました」。4 ロンドンの
受賞式の壇上で。
トロフィーを手にし
（写
て最高の笑顔を見せる久慈夫妻。
3

代の頃︑
留学先のアメリカで造り酒屋を継ごうと決意した少年︒出発は﹁酒米がない﹂という
絶望的な状況から︒未来を日本酒に賭けた蔵元が地元農家と歩んだ栄光への軌跡︒

藤田千恵子

取材・文 ●

銘柄中のトップの点数を獲得し︑
﹁世
吟醸酒用の兵庫県産山田錦を少量調達
することはできても︑ほかの原料米は

界一の酒﹂に輝いたのである︒
祝賀会では︑蔵元の久慈浩介さんが
まったく足りていない︑というのが当

「世界一の酒」
は地元の
酒米 を探すところから
ここまでの道のりを振り返り︑さまざ
時の蔵の状況だった︒

２０１７年 月 日︒人口３万人に
満たない小さなまち・岩手県二戸市の
まな人に向けて感謝の言葉を繰り返し

Ｃチャンピオンサケを受賞した︑その
岩手県庁の農政部長だった故・高橋洋
米を使うしかない︒酒米をどう選んで︑

にの へ

二戸パークホテルの大広間に総勢

快挙を祝うためである︒
介さんである︒

チャレンジ︶とは︑ロンドンで開催さ
まだ 代の頃︑
﹁必死で原料米を探し

ＩＷＣ︵インターナショナルワイン

れる国外最大規模・最高権威のワイン

本酒部門で南部美人の特別純米酒は︑
受賞多数など︑南部美人には華麗なる
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エントリー３９０社︑出品数１２４５

株式会社南部美人
。1972年生まれ。
取締役社長（5代目）
東京農業大学醸造科を卒業後、南部美人へ。
岩手県認定青年卓越技能者。
日本酒の魅力を国内外で発信。2015年には
ドキュメンタリー映画『カンパイ
！
世界が恋する日本酒』
にも出演。

Part1「六次化」に回帰する蔵元
本社の仕込み蔵の前で。
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