
- 16 -

August 7,2006

おいしいビールの季節に
♪ビールを飲もう みんなで飲もおう－♪

本日はビールの話。昨年 9 月 26 日号の本
誌の焼き直しみたいなもの。

盛夏。汗を流した日はクリーミーな泡の立

つビールを一気に飲み干したい。

浅草の東武鉄道浅草駅前交差点の角地にあ

る神谷バーはビールがおいしいことで知られ

ている。

おいしいビールとは、えびすとか、モルツ

とか、一番搾りとか、スーパードライとか、

銘柄によるもので、それにせいぜい冷え具合

と思っていたら、それは違うのだそうだ。

一昨年のことだが、五味八珍のカウンター

でランチを食していたら、昼間からビールを

オーダーする輩がいた。オーダーを受けたア

ルバイト嬢は、冷えたジョッキをサーバーの

台に乗せてスイッチを押した。するとジョッ

キは斜めに傾き、注ぎ口が伸びて、ビールが

勢いよく注がれて泡立っていった。しばらく

してジョッキは直立。ジョッキの上の注ぎ口

は上がていき、細い糸を引くような注ぎ方に

変わった。こうしてクリーミーな泡がジョッ

キの上に盛り上がり、ウインドウに飾られた

ようなビールが完成した。アルバイト嬢は、

この間、ジョッキをサーバーに乗せてスイッ

チを押しただけだ。

バーテンの世界では、バーにやってきてビ

ールを注文するお客は警戒するのだという。

えびすならえびすの味はどこへ行っても同じ

だ。かといって銘柄をブレンドするわけにも

いかないから、冷やし方と注ぎ方だけが腕の

見せ所になる。ベルモットとジンのバランス

で味を作るマティーニなどのカクテルとはそ

こが違う。勝負のかけどころが単一で、それ

だけに腕前が分かってしまうのだという。

その注ぎ方も、かようなサーバーが登場し

ているのだから、アルバイト嬢でも平均点は

稼げる。プロならそれ以上、いや相当以上の

ものにしなければならない。機械と勝負して

いるようなものだ。

そういう中で、神谷バーのビールは、おい

しさで不動の地位を保っているというから、

優れた注ぎ手がいるのだろう。

これからの私の話は、昨年 9 月 25 日に歩

いた川崎宿から神奈川宿の途中に立ち寄った

キリンビール生麦工場のガイド嬢の説明に基

づいている。

話は逸れるが、キリンビール生麦工場の入

り口横には生麦事件碑がある。

1862 年文久 2 年、薩摩藩島津久光一行が
高輪の薩摩藩下屋敷を出発し、品川宿、川崎

宿を経て、生麦村にさしかかった時に事件は

起きた。馬にまたがって川崎大師に向かう英

国商人リチャードソンら男 3人女 1人が、儀
礼を知らずに、この大名行列に乱入。しかも

薩摩久光の駕籠に馬の鼻先を向けたために警

護していた家臣奈良原喜左右衛門に斬りつけ

られた。心臓を突き刺されたままのリチャー

ドソンは馬に乗ったまま神奈川宿方面に逆

走。この事件碑のあたりの松原で落馬し、後

を追いかけてきた薩摩藩士にとどめをささ

れ、残りの 3名は現在の京急神奈川駅上の本
覚寺にあった米国大使館に逃げ込んだという

事件だった。

キリン生麦工場横の事件碑は、維新後の明

治 16年、鶴見村の黒川荘三（鶴見神社宮司）
が私財を投じて建てたもので、碑文は「西国

立志伝」の中村正直。50 年祭も黒川荘三の
私財。その後は地元の協力や生麦事件顕彰会

等に引き継がれ、平成 6年には同じく地元の
浅海武夫氏がこれまた私財を投げ打って生麦

事件参考館を開設。山手の外国人墓地の眠る

リチャードソンの墓も併せて改修している。

生麦工場のガイド嬢の話に戻す。

生麦事件を振り返ると生麦工場の敷地には

なにやら霊気のようなものが漂ってくる。

試飲ビールを横に置き、姿勢を正してガイ

ド嬢の話を聴いた。

〔おいしくビールを飲む〕

まずは、おいしいビールの飲み方。

大きめのグラスに高いところからビールを

注ぐ。ポイントはグラスだ。ドイツでは、こ

のグラスにこだわって、ビールの銘柄毎にグ

ラスを使い分けるのだと聞いている。

余談だが、出張先のヨーロッパから帰って、
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しばらくはビールに凝った時期があった。東

京に出かけた帰りには、有楽町の阪急デパー

トの地下街にあった世界のビールコーナーに

立ち寄り、ベルギービールやらドイツビール

やらの好きな銘柄を求めて帰路につき、大事

に大事に飲んだものだった。

このビールを愛飲するのに私が最初になし

たことは、当時の阪急デパートの 5階（？）
のグラスショップで、ビールグラスを選ぶこ

とだった。黒ビールには広口の、ピルスナー

タイプには、上面発酵ビールには、という具

合だ。

ビールは、ジョッキで飲むよりグラスがい

い。我が家では、ラガーのようなピルスナー

タイプの場合には 350 ﾐﾘﾘｯﾄﾙの缶ビール 2／
3 位はいる容量の、細長で、上に向かって開
き、口が少し内側に狭まったグラスを愛用し

ている。この狭まっている部分がポイントだ。

このグラスに高い位置からビールを注ぐ。

グラスの中は泡だけになるがそれでよし。し

ばらくすると下から泡が消えていく。半分く

らいになったらグラスから溢れない程度にま

たビールを注ぐ。しばらく待ってビールが 3/5
～ 4/5 になってから、今度は残りのビールを
静かに注ぐ。するとグラスの縁の上に盛り上

がるようなクリーミーな泡が立つ。この泡に

楊枝が立てば合格だ。口がやや狭まったグラ

スと言ったが、そういう形状のグラスだとこ

の泡立ちがいい。

ガイド嬢は、缶ビールの残りのビールと、

こうして注いだビールと飲み比べてください

と言い、40代男を指名した。
「何だか炭酸がないように感じます」と答

える。「そうです」とガイド嬢。「炭酸が飛ん

でまろやかになるのです。泡を残すようにし

て飲んでください」と”指導”している。

「泡を残すように」。こうすると口のまわ

りに髭のように白い泡が残る。白髭のビール

ドリンカーになればいいのだ。あーうまい。

〔生ビールと瓶ビールの違いはない〕

次の説明。意外だったことは、生ビールと

普通のビールの違いはないということだっ

た。

生ビールとは、ビール樽からサーバーでジ

ョッキに注がれる生ビールのことで、普通の

ビールとは瓶ビールのことと思えばいい。

ガイド嬢の説明によれば、両者の違いは「あ

りません」だった。

かつては、ビール醸造後、酵母菌を熱処理

しないとビールが変質してしまう。それで、

熱処理するものとしないものとがあったが、

今はこの酵母を熱処理しなくても 100％取り
除けるので、生・非生との区別はないし味は

変わらないということだった。家に帰ってラ

ガーのラベルをしげしげ見たら「生」「非熱

処理」とあった。このことかと理解した。

違いはないが、プライスの違いはある。生

ビールの方が割高だが、ジョッキに注がれて

飲むだけになって登場するか、自分で注ぐの

かという違いだけだ。

〔缶ビールと瓶ビールの違いはあるか〕

結論的に言えば、ビールそのものには缶ビ

ールと瓶ビールの違いはない。敏感な人は缶

の臭いを感じるそうだが、缶を蓋するのに接

着剤はいっさい使わず、物理的にねじ込むよ

うにして缶の蓋を閉じるので、接着剤の臭い

もないのだそうだ。

〔裏ブタの日付を見よう〕

ビールの味を左右するのは鮮度で、回転率

のいい店舗のビールはおいしいはずと言う。

それを聞いて買い置いた缶ビールの裏を見た

ら製造年月日は 8 月下旬になっていた。（注
飲んだのは 9月だった）おいしいはずのビー
ルの類だった。

〔ビールの種類と歴史〕

ビールを語る上では 1516 年にバイエルン
王のヴィルヘルム 4世がビール醸造業者に対
して布告した、「ビール純粋令」を避けては

通れない。以降、ドイツでは、ビールは大麦、

ホップ、水（後に酵母も含む）だけを用いて

醸造されるようになった。かつて我が家で愛

飲していたのは German Dry。これはドイツ
の発泡酒だが、大麦、小麦、ホップに水を原

料としている。何をもって発泡酒になるのか

はお気づきだと思う。小麦が入っている。

贅沢だとメーカーが言うキリンの一番搾り

もラガーもサッポロもアサヒのスーパードラ

イも大麦、ホップの他に米やコーン、スター

チの副原料が含まれている。これらはドイツ

ではビールとは呼ばれないものだ。

これにも歴史や風土がある。1492 年のア
メリカ大陸発見以降、アメリカ大陸には多く

の人々がヨーロッパから移住してきた。当時

は食糧確保から小麦が優先に栽培されてビー

ルの原料となる大麦が不足していた。そこで
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原生していたトウモロコシを混ぜて醸造しラ

イトテイストのビールが広まっていったと言

われている。アメリカでバドバイザーなどの

ビールを味わった方々が一様に口にすること

が水っぽいということだが、それはライトテ

イストの極地のようなものと理解すればよ

い。

〔ベルギービールは昔ながらのビール〕

ビールの産地としてはベルギーが有名だ

が、実は日本のビールとはいささか違う。

ベルギーはフランスと国境を接してはいて

も緯度が高いので良質のブドウが育たない。

だからワイン文化が育たなかった。代わりに

ブリュッセル郊外の空中にマイクロフローラ

と呼ばれる微生物が浮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されるためにスパイス

を入れる昔ながらのビールが発展してきた。

ブドウやホップに良質なものがなかった不足

が 15 世紀以前に主流だった修道院ビール、
グルートビールを維持発展させてきたのだ。

このビールの特徴は、アニスやハッカ、ニ

ッケイ、チョウジ、ヨモギ、ホップなどのハ

ーブ類、いわゆるグルートを味付けに使った

ところにあり、それだけに個性のある味わい

深いビールになっている。

〔ビールの開発〕

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、チェコのピルゼ

ンでビールの醸造過程で偶然に生まれたも

の。それまでの上面発酵ではなく下面発酵。

黄金色で苦みが効いて透き通った、このビー

ルは瞬く間に世界に伝播している。しかし、

それが登場したのは 1842 年のことで今から
6000 年前には飲まれていたというビールの
歴史から言えばつい最近の話。

日本麦酒ＫＫの白麦酒、銀河高原ビールや

御殿場高原ビールのバイツエンなどが上面発

酵のかつてのメジャービールだ。中には発酵

したビールの中に焼石を入れて香ばしい味を

だしたドイツビールもある。

えびす、サントリーのモルツ、これらはド

イツのビール純粋令にも合法的なビールだ

が、多くのメジャービールが米、コーンやス

ターチなどをなぜ入れるかといえば、ひとえ

に味と経費だそうである。コーン等を使えば

すっきりした味になる。麦芽使用を抑えるこ

とでコストを下げることができるという。

ＮＨＫのプロジェクトＸにも登場したスー

パードライは「コクがあるのにキレがある」

がメインコピーだった。徹底した市場調査に

基づいて「時代とともにうまさは変わる、日

本酒やワインでも重いものから軽快ですっき

りしたものが求められている」という調査結

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

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

もう次なる製品開発に着手していたという。

〔ビールの酒税、独・仏の 20倍〕
最近は発泡酒の製品開発競争も熾烈になっ

ている。これは、ビールにかけた高い税率が

生んだ副産物だ。日本のビールにかかってい

る酒税はアメリカの 10倍、独仏の 20倍だ。
何しろビール本体の 46.5%が税金。理由は簡
単。消費量が多いから税収も多くなる。哲学

も思想もない。税収確保が簡単だ。ただ、そ

れだけのことだ。

生麦事件碑を私財を投じて建設した黒川荘

三や地元の協力者、生麦事件顕彰会の人々、

あるいは外国人墓地に眠るリチャードソンの

墓をこれまた私財をもって改修した浅海武夫

氏らの高志に比べると、何と安直な酒税のか

け方ではないか。

第三のビールの開発努力に冷や水をかける

ような振る舞いに腹も立つ。

けれども、いくら腹が立つと叫んだところ

で、哲学もこころざしもない輩には、酔っぱ

らいの遠吠えにしか聞こえないであろう。

暑い夏、さあ、おいしくビールでも飲もう。

復唱、高い位置から注いでグラスを泡だら

けにする。しばらくおいて再びビールを注ぐ。

それから静かにビールを注ぎ、クリーミーな

泡をグラス口に盛り上がるように作る。さあ

飲みますよ。泡は残すように飲み干し、口の

周りにはビール髭を付ける。

おつまみは、枝豆か冷や奴。ボイルしたソ

ーセージかチーズもいいね。

縁側には陽が落ちて、すだれ向こうの、水

打ちをした庭先から一涼の風がほほをなで

る。浴衣に団扇に風鈴の音。チリーン。コト

ーン。あはっ！獅子落としはないか。

いいねえ、日本の夏。


