ビールの話
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私の歩みは神奈川宿へ向かっているが 、ど

理解した。

うもキリンビール横浜工場 の「キリン横浜ビ
アビレッジ 」に向いてしまう。

ビールそのものには缶ビールと瓶ビール の
違いもない。敏感な人は缶の臭いを感じるそ

先を行く一団に誘われるように生麦事件碑

うだが 、缶を蓋するのに接着剤はいっさい 使

の横を通ってビアビレッジ の受付の前に立っ

わず、物理的にねじ 込むようにして缶の蓋を

てしまった 。

閉じるので、接着剤 の臭いもないのだそうだ。

毎日大瓶 1 本のビール を飲み続けても五百

ビールの味を左右するのは鮮度で、回転率

数十年 かかると言われる巨大タンク からビー

のいい 店舗のビール はおいしいはずと 言う。

ルの醸造の過程を聞いたり 発酵前の麦汁を試

それを 聞いて買い置いた缶ビール の裏を見た

飲したりしていよいよビールの試飲。贅沢な

ら製造年月日は 8 月下旬 になっていた 。おい

製品と言われている 一番搾 りを飲み干す。既

しいはずの ビールの類だった 。

に今朝から 2 万歩程歩いているのでビール は
格別に体中に染み渡っていく。

もう一つ。余談だが、キリンの生麦工場は
廃 棄 物ゼロを 達成。 瓶のリサイク率も ほ ぼ

ここで聞いた話を紹介。まずは、おいしい
ビール の飲み方。

100%を誇 っている。これは広 い意味で消費
者、つまりは社会に目を向けた企業努力だ。

大きめの グラスに高いところから ビールを
注ぐ。グラスの中は泡だけになるがそれでよ

ビールを語る上では 1516 年にバイエルン

し。しばらくすると 下から泡が消えていく。

王のヴィルヘルム 4 世がビール醸造業者に対

半分くらいになったらグラスから溢れない程

して布告した「ビール純粋令 」を避けては 通

度にまたビール を注ぐ。しばらく待ってビー

れない 。以降、ドイツでは、ビールは大麦、

ルが 4 ／ 5 位になったら 、今度は残りのビー

ホップ 、水（後に酵母も含む）だけを 用いて

ルを静かに注ぐ。するとグラス の縁に盛り上

醸造されるようになった 。我が家で愛飲して

がるような クリーミーな泡が立つ。

いるのは German Dry。 これはドイツ の発泡

缶ビール の残りのビール とこうして注いだ

酒だが、大麦、小麦、ホップ に水を原料とし

ビール と飲み比べてくださいと ガイド嬢は言

ている 。何をもって発泡酒になるのかはお 気

う。指名された 40 代男は「何だか炭酸がな

づきだと思う。

いように感じます」と答える。「そうです 」

贅沢だとメーカーが言うキリン の一番搾 り

とガイド嬢。「炭酸が飛んでまろやかになる

もラガーもサッポロもアサヒ のスパードライ

のです 。泡を残すようにして飲んでください 」

も大麦、ホップ の他に米やコーン 、スターチ

と

の副原料が含まれている 。ドイツ ではビール

指導

があった。

生 ビールと普 通のビ ー ルの違い は何です

とは呼ばれないものだ。

か？見学者 から質問が出た。答えは「ありま

これにも歴史や風土がある。1492 年アメ

せん」だった。かつては、ビール醸造後 、酵

リカ大陸発見以降、アメリカ大陸には多くの

母菌を熱処理しないとビールが変質してしま

人々がヨーロッパから移住してきた。当時は、

う。それで 、熱処理 するものとしないものと

食糧確保から小麦が優先に栽培されて ビール

があったが 、今はこの酵母を熱処理 しなくて

の原料となる大麦が不足していた。そこで 原

も 100 ％取り除けるので、生・非生との区別

生していたトウモロコシ を混ぜて醸造しライ

はないし味は変わらないということだった。

トテイストの ビール が広まっていったとい

家に帰ってラガーのラベル をしげしげ見たら

う。アメリカでバドバイザー などのビール を

「生」「非熱処理」とあった。このことかと

味わった方々が一様に口にすることが 水っぽ
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いということだが、それは ライトテイストの

もう次なる製品開発に着手していたという 。

局地のようなものと 理解すればよい 。

最近は発泡酒 の製品開発競争も熾烈になっ

ビールの 産地としてはベルギーが 有名だ

ている 。これは 、ビール にかけた高い税率が

が、実は日本のビールのイメージでこれを理

生んだ副産物だ。日本のビールにかけた酒税

解するといささか違う。ベルギーはフランス

はアメリカの 10 倍、独仏の 20 倍だ。何しろ

と国境を接してはいても緯度が高いので 良質

ビール 本体の 46.5% が税金。理由は簡単。消

のブドウが育たない 。だからワイン 文化が育

費量が多いから 税収も多くなる。哲学も思想

たなかった 。代わりにブリュッセル 郊外の空

もない 。税収増加が簡単だ。ただ、それだけ

中にマイクロフローラと呼ばれる微生物 が浮

のことだ。

遊していてビールの自然発酵に適していた。
ホップ は良質なものはチェコやドイツで生産

夕食は横浜みなとみらいの ランドマーク 内

されるためにスパイスを入れる昔ながらのビ

の創業 140 年陳麻婆豆腐（これは店の名）だ

ールが発展してきた。ブドウやホップに良質

った。看板メニューだという麻婆豆腐を注文

なものがなかった 不足が 15 世紀以前に主流

したが 、とてもではないが口に入ってはいか

だった 修道院ビール 、グルートビールを維持

ない。四川省成都市本店 から来た本物で本場

発展させてきたとも 言える。このビール の特

の豆板醤、山椒を使ったものだそうだが、舌

徴は、アニスやハッカ、ニッケイ、チョウジ、

が焼けてむせてしまうような 辛みにはついて

ヨモギ 、ホップ などのハーブ類、いわゆるグ

いけない。二度と食す気にはならなかった 。

ルート を味付けに使ったところにあり、それ

四川省 は内陸部 で湿気が多く、一日一回はこ

だけに 味わい深いビールとなっている。

のような激辛のものを食すのだと中国人スタ

ちなみに日本のビールの大半を占めるピル
スナータイプは別名ラガー とも言い、チェコ

ッフが説明したが、それは彼の地の話で日本
のことではない 。

のピルゼンでビール の醸造過程で偶然に生ま

「企業人 と言われる人は、企業を通して自

れたもの。それまでの上面発酵ではなく下面

分の生き方と生活を安定させて行く人なんで

発酵。黄金色で苦みが効いて透き通ったこの

す。何もしないで良かった時代が忘れられな

ビール は瞬く間に世界に伝播している。しか

いようなことでは、つぶれていきますよ」と

し、それが登場したのは 1842 年のことで今

いうのは横浜中華街萬珍樓の 林社長の こ と

から 6000 年前には飲まれていたという ビー

ば。横浜中華街 は世界のどこのチャイナタウ

ルの歴史から言えばつい最近の話。

ンより日本と言い切る林社長 のことばは味わ

えびす、サントリーのモルツ 、これらはド

い深い。

イ ツのビ ー ル純 粋 令にも合 法 的 なビ ー ル だ

これが本場だ、本物だ、ということでは 生

が、多くのメジャービール が米、コーン やス

き残れないということであるが、「本当だ、

ターチ などをなぜ入れるかといえば 、ひとえ

本物だ」が本当にそうかということを 問い直

に味と経費だそうである。コーン等を使えば

すことが重要だ ろ う 。「本当だ 、本物だ」。

すっきりした味になる。麦芽使用を抑えるこ

あるいは「当然だ」が、実は思い込みや身勝

とでコスト を下げることができるという 。

手な論理の表出かもしれない 。ベルギービー

ＮＨＫのプロジェクトＸにも登場したスー

ルの特質もアメリカや日本のビールのテイス

パードライ は「コクがあるのに キレがある」

トも風土や需要から発展して特徴づいてきて

がメインコピー だった。徹底した市場調査に

いる。

基づいて「時代とともにうまさは変わる、日

アサヒのスーパードライは、徹底して消費

本酒やワインでも重いものから 軽快ですっき

者の嗜好を研究して世に送り出した。しかも

りしたものが求められている」という調査結

変化を見通してのことだ 。

果から生まれた 開発だった 。価格は高くても
一人でも不安感 を持たせたはいけないと 非遺

その対極にあったのが 超辛口の麻婆豆腐だ
った。

伝子組 み換えコーンに切り替え。アサヒ 318
号酵母 の開発。商品パッケージ の開発。そし
て何よりスーパードライを世に出したときは

私どもの 仕事も同様な視点で問い直したら
どう映るのだろうか 。
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