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論文

日本における酒林の成立と発展に関する研究
－日本国内の文献史料と画像資料を基軸として－
A Study on the establishment of Sacabayashi in Japan
－Based on the historical documents and image materials in Japan－

石村眞一 ISHIMURA Shinnichi
九州大学名誉教授 Kyushu University emeritus professor
Ishishin.reserch@gmail.com
Abstract The purpose of study is to consider the development of Sacabayashi from the
perspectives of industrial and culture. Based on the review of historical documents, image data,
and field data; the following points may be clarified. 1) Sacabayashi can be found in paintings in
the second half of the 16th century. It can be also found in historical sources in the early 17th
century. 2) In the second half of the 17th century, the Edo Shogunate issued a ban on sake other
than cold brewing, and Sakabayashi were used as landmarks for new sake. 3) The shape of the
Sacabayashi changed from the middle in Edo period, and the spherical shape became the
mainstream during the second half of the Edo period. In the late Edo period, a theory of
Sacabayashi has roots from the influence of China together with a theory unique to Japan. After
the Meiji era, Japanese original theory was emphasized.
Keywords： 酒林 目印 看板 酒造業 酒屋
１．はじめに
１－１

１－２

研究の背景と目的

研究の方法と対象

既往の研究を手掛かりに、16 世紀後半から 19 世紀末の文

酒林は、酒造業または酒販売業の目印として、16 世紀後

献史料、画像資料から、酒林に関連する内容を選定し、酒林

半の絵画資料に一例認められる。その後も形状を変えなが

の起源、初期の酒林が果たした役割について考察する。次に

ら、現在も酒造業の目印として使用されている。長く継承さ

酒林の形状変化に着目し、文献史料と画像資料を通して変

れてきた貴重な目印であるのに、これまで酒林の成立と普

化した要因について考察する。さらに産業及び商業の目印

及過程についての考察は進んでいない。ルーツ論に関して

として発達した酒林と、現代における役割の相違について、

は江戸中期以降、中国からの伝播説が主張されてきた。しか

フィールド調査を通して検討する。

し未だ明確な資料は見いだせない。確かに、我が国は、貨幣
経済が先行する中国の目印や看板に影響を受けていること

1－３

は事実である。但し、中国における酒屋の目印は、旗を主体

既往の研究

戦後に発表された研究は、下記の二例(①、②)だけである
(3)

的に使用してきた。

。簡単なエッセイは散見されるが、取り立てて紹介する必

酒林に類似するワインの新酒に関する目印は、ヨーロッ

要はないと判断した。発表はされていないが、優れた研究も

パのドイツやオーストリアに現存する。類似性については、

あるので、一例(③)を紹介する。江戸期の研究については、

（1）

既に日本で指摘されている

。それでも何故か、日本の酒林

時代考証を通して後の章で示す。

との関連性については言及されていない(2)。

①青木正児：｢望子考｣，『青木正児全集 第二巻』，春秋社，

酒林は、スギの枝葉で作られており、モノの形を象徴的に

1970，592－602 頁

示すピクトグラムのような目印とは異なる。それだけに、ル

著者の青木正児は、中国文学研究者で、中国風俗研究の先

ーツに関しては多面的な考察が必要になる。

駆者として知られている。｢望子考｣は、東北大学教授として

本論では、日本の新酒における認識の変化、さらに酒造業

在職していた時代（1926－1938）に書き始めたようである。

の技術革新と酒造統制を軸として酒林の目印という機能を

その契機は、『北京風俗図譜』の編纂にあった(4)。内容は酒

捉え、スギを使用した形状が示す意味と起源、その変遷を明

店の望子が中心で、望子を看板としながらも、目印と区別し

らかにしていくことを研究目的とする。

ているわけではない。その点は、江戸期における看板の認識
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る(9)。

を継承しているといえる。青木の指摘する部分は、漢籍の史
料を駆使して展開する。それでも、視点自体は江戸後期の和
書を追従しており、いわば江戸期の酒林中国起源説を、漢籍

２－２

にて検証したという手法を用いている。

火入れと酒林との関連性

1425(応永 32)年～1426(応永 33)年調査の『洛中洛外酒屋
名簿』によれば、342 軒の醸造酒屋が存在した(10)。室町期に

②立部紀夫：｢絵画資料にみる酒屋の看板・酒林｣，
『月刊歴
史手帖』
，第 21 巻４号，名著出版，1993，8-14 頁

おける貨幣経済の発達が、酒屋の増加を招いたことは間違

立部紀夫の研究成果は、酒林の成立時期について絵画資

いない。但し、現在の酒造業と比較した場合、極端に数が多

料を通して 16 世紀後半に遡ることを検証したこと、17 世紀

い。このことから、応永期の洛中洛外で展開した酒造業は、

初頭の『日葡辞書』に酒林とその関連内容の記述を見出した

柳酒店を除けば、おおむね小規模といえよう。

点にある。但し、酒造業の技術革新である｢火入｣(ひいれ)と

『日本産業発達史の研究』では、室町期の洛中洛外を代表

酒林の関係については一切触れていないことから、酒林の

する柳酒、柳酒屋についても具体的な記述をしている (11)。

成立に関する具体的な要因は追究していないことになる。

柳酒に関する文献の初出は、『東寺二十一口方評定引付』

③香川県琴平町の西野金稜株式会社歴史館に展示される天

1437(永享 9)年とされる。さらに、柳屋＝中興酒屋と捉え、

野武の研究

1393(明徳 4)年には七百二十貫の納税をしたと記している。

西野金稜株式会社歴史館には天野武監修の酒林に関する

柳酒屋と中興家との関係は少し年代の解釈に難しい面もあ

資料が多数展示されている。日本各地で使用される呼称の

り、本論ではその点については敢えて触れない。中興一族が

類型化、江戸期から明治期に至る画像資料の提示は、酒林研

大陸系の渡来人であるという指摘が、他の研究 (12)に認めら

究の成果を強く感じる。しかしながら、全てが資料提示であ

れることを重視する。

り、資料間等の考察は示されていない。

『山科家礼記』1457(長禄 1)年 11 月 23 日の記述に、｢柳
一荷｣とある(13)。すなわち、柳酒屋の酒が山科家という公家

２．酒林の成立と酒造業の技術革新

の生活に用いられているのである。また『山科家礼記』

２－１

1463(寛正 4)年の條では、1 月、5 月、9 月にも『柳一か』と

火入の成立時期と普及

日本酒は、生酒という種類以外、必ず 60℃～65℃に 30 分

いう記述が認められる。つまり、柳酒は季節に関係なく、年

程度熱して保存する。この手法を火入(ひいれ)と呼んでい

中飲まれていたことになる。

(5)

る。火入の成立については、『御酒之日記』 を中心に考察

柳酒屋の生産量拡大には、何等かの技術革新が関わった

されているが、明確な成立年代については未だ結論を見な

と捉えるべきである。酒の美味さと共に、量産を可能にした

い。その根本的な問題は、原本がなく、写本の年代から推測

技術との連動性を検討する必要がある。そこで問題となる

している点にある。

のは、大陸系の家系とされる中興家と酒造技術との関連性

小野均は、
『日本産業発達史の研究』で、
『御酒之日記』は

である。

(6)

1566(永禄 9)年以前に成立したと推定している 。この年代

宋代の 1117(政和７)年に、朱肱が著した『北山酒経』に

は書写された時代を示したもので、原本はさらに遡ると記

は、煮酒(火入)の記述があることから、中村喬訳『中国の酒

している。
『御酒之日記』の文中に、火入に関する記述が認

書』(14)を通して検討する。｢南宋時代都において官が醸造す

められる。坂口謹一郎も、小野の提示した成立時期を支持し

る酒の半分は煮酒となっていた｣という指摘がある。『北山

(7)

ており 、火入成立時期の下限であることは間違いない。原

酒経』の舞台になっている地は、現在の浙江省杭州市郊外で

本の成立時期については諸説あることから、本論では成立

あることから、南宋期の都周辺地域である。この地が必ずし

の下限だけでなく、上限についても可能な限り考察を深め

も火入のルーツと捉えることはできない。しかし、既に広く

ていく。

普及していたことは間違いない。紹興酒は、醸造酒であるの

小野均は、酒造方法について詳細に論じていないことか

に長期熟成をしていることで知られている。紹興も浙江省

ら、松本武一郎は｢『御酒之日記』とその解釈―佐竹文書よ

に位置しており、火入の発達が浙江省では宋代に浸透して

り―｣にて、火入方法の実態について言及している。すなわ

いたことから、長期熟成法の開発に繋がったのであろう。

ち、｢ねりぬき、又きかきの煎じ様｣とは、4 月 25 日から始

日本における火入の開発が、独自という検証はこれまで

まり、1 ヶ月毎に火入を 3 回する。1 回目は約 40℃、その後

成されていない。
『御酒之日記』は佐竹文書からの発見であ

は 60℃であり、1 年は保存できると解説している(8)。

る。しかしながら、佐竹家の旧領地である関東の常陸で、火

『日本産業発達史の研究』では、
『多聞院日記』1565(永禄

入がいち早く展開したとは考え難い。おそらく、中国から火

８)年 11 月 26 日の條に、｢酒を煮る｣といった記述があると

入れの技術が洛中に伝播し、その後に展開した酒造方法全

指摘している。この内容は、先の『御酒之日記』が書写され

体を、文書に写したと推察する。中国からの具体的な伝来時

た年代と近い時期であることから、火入が既に普及してい

期については今後の課題とするが、応永年間以前に遡るこ

たと読み取れる。さらに、吉田元は、
『日本の食と酒 ―中世

とは、酒造業の発達状況から見て至当であろう。そして、伝

末の発酵技術を中心に―』で『多聞院日記』の火入れについ

来の担い手に、中興家が何等かの関与をした可能性がある。

て詳しく論じ、夏酒にも火入れを施していると解説してい

そう捉えないと、大陸系の渡来人を祖先とする中興家が、酒
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表ー１ 酒林に関する文献史料及び画像資料一覧
資料名

制作年代

文献史料

絵画資料

①

『洛中洛外図屏風 国立歴史民俗博物館乙本』

1571-1591（天正年間）

②

『日葡辞書』

1603-1604（慶長８～慶長９）

○

③

「和玉篇』

1610（慶長15）

○

④

『洛中洛外図屏風 林原美術館本』

1615-1623（元和年間）

○

⑤

『洛中洛外図屏風 田辺市美術館本』

1622-1627（元和後期～寛永初期）

○

⑥

『醒睡笑』

1623（元和９）年または1628(寛永５）年

⑦

『曽呂利狂哥咄』

1661-1680（寛文～延宝）

⑧

『一休咄』

1668（寛文８）年

○

⑨

『好色一代男』

1682（天和２）年

○

⑩

『近代艶隠者』

1686（貞享３）年

○

⑪

『男色大鑑』

1687（貞享４）年

○

⑫

『奇異雑談集』

1687（貞享４）年

○

⑬

『人倫訓蒙図彙』

1690（元禄３）年

⑭

『西鶴俗つれづれ』

1695（元禄８）年

⑮

『都鄙図』

17世紀末

○

⑯

『諸国遊里図』

17世紀末～18世紀初頭

○

⑰

『一休和尚酔臥図』

1709-1724（宝永６～享保９）年

○

⑱

『和漢三才図会』

1712（正徳２）年

○

⑲

『東雅』

1717（享保２）年

○

⑳

『本朝文館』

1718（享保３）年

○

㉑

『江府名勝志』

1733（享保18）年

㉒

『増訓画引和玉篇図彙』

1739（元文４）年

○

㉓

『蕪村遺草』

1751-1755（宝暦初）年

○

㉔

『類聚名物考』

1760-1780（宝暦10～安永９）年

○

㉕

『半日閑話』

1793（寛政５）年

○

㉖

『本朝酔菩提』

江戸時代後期

○

㉗

『文政句帖』

1818-1827（文政年間）

○

㉘

『誹風 柳多留 84篇』

1825（文政８）年

○

㉙

『還魂紙料』

1826（文政９）年

○

㉚

『一茶句集』

1829（文政12）年

○

㉛

『筠庭雑考』

1830（文政13）年

○

㉜

『嬉遊笑覧』

1830（文政13）年

○

㉝

『誹風 柳留多 114篇』

1831（天保２）年

○

㉞

『燕居雑話』

江戸時代後期

○

㉟

『梅園日記』

1845（弘化２）年

○

㊱

『鹿児島風流』

1860（万延元）年

○

○

㊲

『守貞謾稿』

江戸末期

○

○

㊳

『工商技芸 看板考』

1889（明治22）年

○

○
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○

○
○

○

○
○

○

○

○

○

○
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造業で勢力を持つに至った理由が説明できない。日本にお

で、Ximo(下)の島々の意。本書が長崎での編集であるこ

ける火入の導入は、酒の保存に深く寄与し、酒の量産化に

とを反映した説明。

貢献した。

Fote(26)

③

火入の技術で、酒の保存期間が長くなり、酒の販売が盛

居酒屋の門口に置く木の枝。下(X)の語。

んになったことから、酒造業及び酒販売業の目印が必要に

Tamabauaqi(27)タマバウキ(玉箒)

④

なった。しかしながら、管見の限り 15 世紀において具体的

Fŏqiuo fomuru cotoba nari(箒を褒むる言葉なり)箒、時

な目印は絵画資料にも認められない。

には、居酒屋の門口にある、箒の形をした木の枝(さかば

中国では唐代に酒房の目印が既にあり、詩にも詠まれて

やし)の意に取られる。

いる(15)。この目印は旗であり、青布が一般的である。本論

例 Vreiuo farŏ

では目印と看板は別物として扱う。日本の江戸期における

(愁を掃ふ玉箒)悲しみを払いのける箒や木の枝である酒。

文献では、目印もすべて看板として記述され、特に区別し

1)

ていない。1712(正徳２)年に刊行された『和漢三才図会』で

上記の内容から、次のような事柄が読み取れる。

も、酒林を看板と解説している

tamabauaqi1)

酒の異名

(16)

。

サカバヤシという用語が既に定着しており、長崎も含めた
西国ではホテという用語も使用されていた。

２－３

酒林の初期文献史料及び絵画資料

このことから、酒林の成立は、少なくとも 16 世紀後半以

酒造業及び酒販売業の目印である酒林に関する主たる文

前に遡ると捉えるべきである。

献史料、画像資料については、表 1 に示した(17)。酒林は、
画像資料が先行する。立部紀夫が見出した『洛中洛外図屏
風 国立歴史民俗博物館乙本』(天正年間)に見られる酒林は、
図１(18)に示したものである。原本の描写精度から、具体的
な形状は確認できない。スギかマツの葉を表現したのであ
ろう。しかし使用樹種は特定できない。
図２は、英一蝶筆『一休和尚酔臥図』(19)である。制作さ
れた年代は 1709-1724(宝永６～享保９)年である。
一休和尚
という室町期の題材であるため、古い酒林を象徴的に描い
たと思われる(20)。それでも、図１と比較すれば、形状が異
なる。図２の酒林は、上部を紐で束ねたスギ葉(21)を箒状に
して吊している。図 1 の酒林に使用された樹種は特定化で
きず、
棒の前方に固定しているように見える。
17 世紀には、
棒の先端に突き刺すというスタイルに統一されるので、そ
の初期形状に位置付けられよう。
洛中洛外図屏風には、図１より先行する『洛中洛外図屏
風 国立歴史民俗博物館甲本』(1525(大永５)年以降)、『洛
中洛外図屏風 上杉本』(1574(天正２)年)(22)も現存する。し
図－１ 『洛中洛外図屏風 歴博乙本』に見られる酒林

かし、いずれにも酒林は描かれていない。酒造業の火入普
及時期と酒林の普及時期には、かなり時間差を感じさせる。
洛中洛外図屏風には、17 世紀に制作されたものでも、酒林
を描いたタイプと描いていないタイプがある。この点につ
いては、次章で詳しく述べる。
図１の酒林は、日本独自の文化と簡単には断定できない。
17 世紀初頭に刊行された『日葡辞書』(23)に、中国との関連
性を見いだせる箇所がある。
『日葡辞書』における酒林の記述は、下記に示した内容
である(訳文をそのまま引用)。
①

Sacabayaxi(24)
サカバヤシ(酒林)居酒屋の門口に取りつけるもので、木
の枝を束ねて箒状に作ったもの。下(Ximo)で Fote(ほて)
と言う。

②

Ximo(25)シモ(下)
また、これらの島々、すなわち、西国。原文は Estas Ilhas

図－２ 英一蝶の描いた酒林
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酒林の形状は、木の枝を束ねた箒状のものと認識してい

状を分銅形と規定する(35)。図３は緑色、図４はくすんだ緑

る。この箒状とは、座敷箒状なのか、竹箒状なのかは判然と

色、図５は枯れ葉と同じ茶色になっている。図３を設えて

しない。また酒林は軒先に吊るすのではなく、居酒屋の門

図５の色に至るには、少なくとも半年程度は必要である。

口に置くと記述している。このことから、図 1 の酒林とは、

これでは、年間五回酒を仕込んで火入し、酒林を取り替え

かなり実態が異なっている

(28)

。

るという、一つのサイクルは構築できない。右隻にも酒林

最も重要なのは、宋代の蘇軾が詠んだ『洞庭春色詩』の

が描かれているため、一年に一回酒林を掲げたと断定する

｢酒は憂いの玉箒｣という内容を理解している点である。
『日

ことも難しい。

葡辞書』の編纂に日本人が参画したことは当然だが、玉箒

火入は、酒の貯蔵期間を長くしたことに加え、酒の熟成

という宋代の文化を基軸に酒林を解説したことは、極めて

効果を生み出したことに寄与している。酒林の色が異なる

意義深い。つまり、辞書という機能としては、酒林のルーツ

ことは、酒の熟成度を示しているとも読み取れる。すなわ

が大陸にあることを示していると言っても過言ではない。

ち、単に新酒だけが酒の嗜好を示すのではなく、熟成した

酒林の大陸伝播説は、1603(慶長８)年以前から展開してい

酒も好んだことが、酒林の色を描き分けるという精神に結

るのである。

びついていると推察する。

酒の異名である掃愁帚は、
1444(文安 1)年成立の
『下学集』
に記されている可能性が、元和期の写本(29)により窺える。
酒林という目印以前に、酒の異名が大陸より予想以上に速
く伝来している。

３．酒林の普及と使用目的の変化
３－１

絵画資料から見た酒林の普及

『洛中洛外図屏風 歴博乙本』の制作以降も、洛中洛外図
屏風は制作され続け、90 作品近くが現存する。ところが代
表的な作品の一つである国宝『洛中洛外図 舟木本』(元和
初年頃)に、酒林は描かれていない。精緻な表現で庶民の生
図－３ 『洛中洛外図屏風 林原美術館本』(部分)－１

活描写をしているのに、何故か酒林は登場しないのである
(30)

。

『洛中洛外図屏風 林原美術館本』(1615-1623(元和年間))
には、多数の酒林が左隻、右隻共に描かれている(31)。通常、
右隻左側から右側へは春から夏、左隻左側から右側へは秋
から冬の季節が示される。このことから、酒林に季節感は
特段ないと言うことになろう。それでも酒林の色が緑一色
だけではなく、茶色のタイプもある。こうした色の多様性
をどのように捉えるかが焦点となる。酒林の素材はスギで
ある。スギは桶・樽材にも使用され、酒造業とは縁が深く、
造形的にも利便性があった。
洛中洛外の生活描写において、酒造業や酒販売業の酒林
に色の違いがあると明確に描写していることは、何等かの

図－４ 『洛中洛外図屏風 林原美術館本』(部分)－２

意味を象徴していると読み取るべきである。仮に年間に五
回酒を仕込んで、火入を行って新酒として販売すれば、酒
林は年に五回新調することになる。針葉樹のスギ葉は、年
中使用可能なので、素材の供給自体に問題はない。手間を
惜しまず、火入を終えた酒ができたら、酒林を新調したと
捉えるべきかもしれないが、そのような単純なサイクルで、
酒林の使用を考えるべきではない。火入後の熟成期間も考
慮しなければならない。
図３(32)、４(33)、５(34)は、
『洛中洛外図屏風 林原美術館本』
に見られる酒林であり、図３、５が左隻、図４が右隻に描か
れている。
本論ではこの三例に的を絞る。酒林の中央部は細く、紐
図－5 『洛中洛外図屏風 林原美術館本』(部分)－３

で縛っている。両端は丸い形状に整えられている。この形
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図 1 は右隻にあり、分銅形の形状は詳細には確認できな

たことになる。サカバヤシの発音自体は『日葡辞書』にも既

い。このことから、図３、４、５の形状は、16 世紀後半辺

に認められることから、漢字表記に関しては、17 世紀初期

りに成立した可能性が高い。ヨーロッパや中国に、この形

に至っても、我が国独自で創出されなかったようである(45)。

状の手本となる目印は認められない。また『日葡辞書』に示

1623(元和９)年または 1628(寛永 5)年に刊行された『醒

された玉箒には、形状との関連性が示されておらず、箒の

睡笑』という酒に関わる話には、｢酒屋の亭主立ち休らひ、

形状と図３、４、５に強い類似性はないため、仮に箒状の目
印が中国から伝来しても、分銅形とスギの使用は日本での
独自性が強いと捉えるべきであろう。しかし、分銅形とい
うシンメトリックな形状にした具体的な意味は読み取れな
い。この形状と共に、紐で縛るという結束性も、日本の独自
性を強く感じさせる(36)。
図６(37)は、1686(貞享 3)年に刊行された『近代艶隠者』
に見られる酒林である。現代の図学図法からすると、酒林
の両端に関する表現は間違っている。江戸時代後期におい
ても図学図法は進化しない(38)。それでも、形状はおおむね
認識できる。後ろには格子の中に大桶が見える。この酒林
は、酒造業の目印である。
図７(39)は、1690(元禄３)年に刊行された『人倫訓蒙図彙』
に見られる酒林である。この形も分銅形で、左右に丸みが
あり、スギ葉が整えられている。｢酒や｣の場面である。しか
しながら、酒造業の店先なのか、酒販売業の店先なのかは
図－６ 『近代艶隠者』に見られる酒林

判然としない。解説に、｢京、奈良、伊丹、鴻池等、名酒品々
にあり、酒造る男を杜氏漉酌といふなり｣と記しているので、
酒の小売業という可能性が高い。
図８(40)は、『都鄙図 興福院本』に見られる酒林である。
『都鄙図』は、『洛中洛外図屏風』に類似した要素があり、
住吉具慶筆と伝えられる(41)。酒林を支える棒は、図６と同
様に地面と平行に固定される。形状は同じでも、設えた向
きが先行している図３、４、５の事例と異なる。この酒林
は、図６と同様に酒造業で用いられている。この絵に見ら
れる大桶は、10 石の京細(きょうぼそ)と呼ばれる細桶であ
る(42)。
図９(43)は、1712(正德２)年刊行された『和漢三才図会』
に示された酒林である。酒林の形状は、これまで見られた
分銅形から少し変化し、中央部分が太くなっている。それ

図－７ 『人倫訓蒙図彙』に見られる酒林

でも酒林の形状は、18 世紀初頭まで分銅形を基軸に展開し
たということになる。
『和漢三才図会』には、当然中国の酒
に関する目印も示されており、図９の下に見える唐帘は『三
才図会』を引用している。
３－２

文献史料から見た酒林の普及

『和玉篇』という漢和辞書が室町期に編纂される。現存
する写本の古いものは、1610(慶長 15)年という元号が記さ
れている(44)。この中では帘を訓読みで、サカバヤシ、サカ
ハタ、タクワウと読ませている。右端の記述がサカバヤシ
であることから、既に広く使用されていた用語であったと
読み取れる。帘は、はためく旗の意味であり、スギを使用し
た分銅形の酒林とは、根本的に意図する対象が異なる。つ
まり、サカハタなのである。このことから、サカバヤシとい
図－８ 『都鄙図 興福院本』に見られる酒林

う呼称は成立していても、中国の帘という文字を当ててい
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も、その一つの方策であったといえる。

り、酒ばやしのもとに寄り｣という記述がある(46)。この刊行

寒造りとは、その年に収穫した米で、晩秋以降から春先

物の記述方法には仮名文字が多いことから、断定はできな

に酒を仕込み、醸造後に火入をして一定期間熟成させ、旧

いが、｢ばやし｣の漢字表記は未だ定まっていなかったと考

暦の９月９日(重陽の節句)以降に、新酒として販売すると

えられる。
こうした漢字と仮名が交じった｢酒ばやし｣という表記は、
井原西鶴の作品でも幾つか認められる。例えば、1687(貞享
４)年に刊行された『男色大鑑』では、｢色にとめる酒ばや
し｣という記述があり(47)、｢酒ばやし｣という表記は京や大坂
で普及していたことが窺われる。
ところが、1687(貞享４)年に刊行された『奇異雑談集』で
は、｢路地の小家に酒箒あり。二人よりて濁醪をのむ」と記
述している(48)。｢酒ばやし｣ではなく、何故か同じ対象物を
｢酒箒｣(さかぼうき)として示したのである。｢酒ばやし｣が
定着していると推察される時期に、他の呼称と文字が示さ
れたことに着目する必要がある。この疑問点については、
次章にて検討する。
宝暦年間初期(1751-1755)の『蕪村遺草』には、
「帘軒にと
しふるしぐれ哉」(49)とあり、帘を「さかばやし」として使
図－９ 『和漢三才図会』に見られる酒林

用している。句集においても酒林という表記は、この時期
においても普及していないようである。
画像資料においては、1712(正徳２)年刊行の『和漢三才
図会』を、分銅型酒林における普及の下限とした。
『和漢三
才図会』に用いられる文字は旗に似ている。しかし現在の
漢字には見当たらない。下に帘の訓読みとして、｢左加波太
今云酒林｣と補足している(50)。ここで始めて酒林という漢字
表記が示されたことになる。｢今云｣とは、伝統的な使用方
法ではないと読み取れる。このことから、中国から伝わっ
たのは帘の文字であり、酒林(さかばやし)は日本での造語
ということになろう。それでも図には、｢和帘｣｢唐帘｣とい
う表記を用いたり、酒林の解説には、｢酒家ノ望子也｣とあ
り、中国の漢字表記が主体となっている。こうした『和漢三
才図会』に見られる酒林の視点は、あくまでも『三才図会』
との比較を目的としたものであり、1712(正徳２)年におけ
る日本での客観的な視点とはいえない。明らかに、中国に
先行するルーツがあると論じているのである。この中国ル
ーツ論については次章にて詳しく紹介する。

図－10 『曽呂利狂哥咄』に見られる酒林

３－３

寒造り以外の禁止令と酒林

江戸時代初期より、船にて上方の酒が大量に江戸へ運ば
れている。所謂下り酒である。当初は伊丹、池田の酒が主体
であった。
江戸幕府は、1634(寛永 11)年に最初の酒造統制令を出し
ている。その後も度々酒造統制令を出すが、1673(延宝 1)年
の寒造り以外の禁止令は、酒林との関連性が深い。
幕府による酒造統制令の主たる目的は、米相場の安定で
あり、飢饉への備えである。酒税は幕府の大きな財源であ
る。しかし酒米を酒造業の自由にさせると、酒を競って醸
すため、米の不足が懸念された。拡大する酒造業に対し、製
造量をコントロールする必要があり、寒造り以外の禁止令

図－11 『江府名勝志』に見られる酒林
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いうものである。早くて半年、長いものでは９ヶ月以上も

な創作なのかというと、管見の限り具体的に指摘した論考

熟成させることになる。この時貯蔵に使用する大桶を、囲

はない。図 13(59)は、屋外に設置されたしめ縄で、三つの前

い桶(51)と称する。この囲い桶は、長年使用した大桶を修理

垂れ(60)が吊り下げられている。屋外では紙垂(しで)を使用

して用いる。長期貯蔵であるため、木香のなくなった古い

出来ないことから、全国各地の神社で前垂れが見られる。

桶を大事に使ったのである

(52)

。

そのルーツについては今後の課題とするが、『江府名勝志』

長期熟成させた酒を販売するため、旧暦の９月が新酒と
なる。この新酒を｢ひやおろし｣と現在も呼んでいる。寒造
りは、日本の清酒醸造で長く継承され、現在も多くの酒造
業では、この方法を基本にしている(53)。
新酒の目印が酒林で、販売時期には新しいものに取り替
えた。すなわち、17 世紀後期より、一年に一度取り替える
という方式が確立したのである。こうした酒林と、四季醸
造が行われていた時期の『洛中洛外図屏風 林原美術館本』
に見られる酒林とは、意匠が類似していても、目印として
の機能が同じであるとは限らない。

４．酒林の形態変化とルーツ論の展開
４－１

酒林の形状変化
図－12－１ 『本朝酔菩提』に見られる酒林

酒林における形状変化の兆しは、図 10(54)に示した『曽呂
利狂哥咄』(1661－1680(寛文－延宝))に認められる。形状
は分銅形になっている。しかし、上から吊り下げており、同
じ時期の酒林とは取りつけ方が異なる。酒造業ではなく、
酒販売業の目印であろう。
図 11(55)は 1733(享保 18)年に刊行された『江府名勝志』
に見られる酒林である。これまでの酒林は、おおむね畿内
を中心に見られたが、江戸に位置する神社の門前で酒林が
使用されていることに注目したい。この酒林も、図 10 と同
様に酒の小売業、または酒を提供する店としての目印であ
る。
江戸は酒の消費地ではあっても、酒の生産地ではない。
専ら下り酒を大量に消費していた。そうした江戸の地で図
11 が用いられたことに意味がある。図 12－１、２(56)は江戸
に在住した山東京伝(1761－1816)作の『本朝酔菩提』に見
られる挿絵で、刊行年代は不明である。19 世紀初頭辺りに
刊行された可能性が高い。図 12 の酒林は、先の図 11 に示
した酒林の発展形状であることは間違いない。形状自体が
大型化し、上部で縛るスギの枝が多くなっている。

図－12－２ 『本朝酔菩提』に見られる酒林

図 12－１には、酒林と共に「諸白片白」という看板が掲
げられている。さらに、図 12－２には酒林の下に、｢酒賣亦
六が妻於三輪悲歎｣という記述がある。｢亦六｣という用語は、
一休禅師を題材とした『一休咄』に示された｢極楽をいずく
のほどに思いしに杉葉立てたる又六が門｣(57)に依拠してい
る。一休禅師の内容は挿絵にも認められる。しかし｢三輪悲
歎｣は、人形浄瑠璃や歌舞伎の演目になっている『妹背山婦
女庭訓』を題材にしている可能性が高い。この場合、三輪は
地域であり、また女性の名前にもなっている。つまり、酒林
は図 11 とは異なって、江戸文化という設定にはなっておら
ず、三輪山信仰とスギの酒林が強調されている。
18 世紀における酒林の形状変化を知る手掛かりとして図
11、12 は極めて貴重である(58)。では、こうした形状が完全

図－13 島根県津和野町若宮神社のしめ縄
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にも認められる。この前垂れは、通常毎年付け替えられる。

う点である。すなわち、17 世紀後半において、酒林は分銅

図 13 は 5 月に撮影したので、前年の秋に付け替えられてい

形だけではなかったのである。その後 100 年以上を経て、

ることから、かなり時間が経過している。この素材は藁の

上部の縛った部分がなくなり、完全な球体になったのであ

ようである。しめ縄は、この藁に加え、真菰(61)、麻も用い

ろう。但し、そのプロセスを示す画像資料は見当たらず、球

られる。図 14

(62)

は、麻の前垂れを３年以上放置したもので

状になる必然性がどこにあったのかは簡単に見いだせない。

ある(63)。その結果、図 11、12 に類似した形状に変化してい

分銅形の酒林にも、球状の一部に類似した部分がある。こ

る。酒林の形状に類似性があるというだけで、直接酒林に

のことから、球状は分銅形から発展した要素も含んでいる

影響を与えた論拠にはならないが、吊るすという方法と藁

ことになる。先に、図 13、14 を通して、図 11、12 の創出

や麻の使用は神道との関連性を窺わせる。

に関する参考事例を紹介した。これは単なる類似性を示し

図 15

(64)

は、幕末に喜田川守貞が『守貞謾稿』に示した酒

林である。守貞は江戸と京坂で生活した経験を基礎に、東
西文化の比較を試みている。図 15 は酒の解説に使用された
挿絵である。｢三輪山には杉を神木とす此故に酒店の招牌に
杉葉を用ひさかばやしと號け酒旆に代る｣｢杉葉を以て製之
大小不同あり大略尺餘或二尺許酒店の軒に釣昔は三都緒國
とも専用之也京坂今も往々用之たる店あり江戸には深川△
町に一戸用之店を見るのみ

田舎には今も専用之｣と記し

ている。
｢酒旆に代る｣という記述は、論拠が全くない。歴史的な
内容については極めて脆弱で、｢昔は三都緒國とも専用之
也｣の昔についても、具体性がない。過去には江戸でも数多
く使用されたという記述も、実態が読み取れない。この挿

図－14 富山県氷見市長坂神社のしめ縄と前垂れ

絵と解説からは、スギの球状タイプの酒林が普及している
こと、江戸では酒林が殆ど使用されていないことしか確認
できない。
管見の限り、これまで球状の酒林に関する出現過程につ
いては、一切論じられていない。1830(文政 13)年に喜多村
信節が著した『筠庭雑考』には、図 16(65)に示したような酒
林が掲載されている。19 世紀前半という時代になっても、
古い酒林を用いているのは、ルーツを示す意図があるから
で、英一蝶が描いた『諸国遊里図』の｢伊勢明星｣に見られる
酒林を引用している(66)。信香とは、英一蝶を名乗る前の本
名であり、一蝶からの引用であることを示している。図 16
には、酒林と共に簪状の目印が付けられている。これは断
ち切り饂飩の目印で、中国から伝播した(67)。このことから、
日本の商業用目印には、中国と同じものも交えた、複数一
図－15 『守貞謾稿』に見られる酒林

体型も存在した時期があった。
1826(文政９)年に刊行された『還魂紙料』には、図 17

(68)

に示した図が掲載されている。酢の看板を論じている個所
に、曲物の目印が共通していることから、酢の看板に含め
たのだろう。｢セツカイは味噌の看板なり
は酒(さか)ばやしなり

ふくろめくもの

下に釣(つる)曲物(まげもの)はか

の酢のかんばんなり｣と図の上部に解説している。この看板
＝目印も、図 16 と同じように、味噌、酒、酢の複合的な販
売業を示している。
｢せっかい｣は、すり鉢の内側に付いた物を掻き取る木製
の道具で、図 17 では上の長い棒状の先を篦状の形に施した
ものである。このことから、この目印は、味噌屋ではある
が、酒と酢も取り扱っているという意味を持つ。重要なの

図－16 『筠庭雑考』に見られる酒林

は、酒林が寛文期に上部を縛った球状に描かれているとい
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ただけで、三輪信仰との具体的な接点とはならない。造形
における契機は極めて難しい内容だけに、結論は見いだせ
ないが、三輪信仰を通して、球状という幾何学的な形状が
定着したことは、目印という機能から見ても、かなり特異
な現象ということになる。すなわち、目印の形状は通常産
業や商業に関連する内容を象徴しているのに、球状の酒林
には、そうした要素が認められない。球状の成立は図 17 で
も述べたように、17 世紀に遡ることから、三輪信仰から生
じた形態というより、先行した球体の酒林が、19 世紀にな
って、三輪信仰のスギと酒に関連付けられたと読み取りた
い。
このシンプルな形状は、実際に製作してみると、結構手
間暇がかかる。半球状の籠か笊を二つ合わせて球状にし、
スギの葉が付いた枝を根気強く差し続け、その後に、球状
に刈り込むのである。そうした労力を惜しまず、目印とし
ての機能を求めた所に、日本の酒林における位置づけと意
図－17 『還魂紙料』に見られる酒林

匠観がある。
４－２

酒林のルーツ論

新井白石が 1717(享保２)年に著した『東雅』には、｢今も
酒家の望子に、杉の葉を用ゆるが如き。また此事に因れる
なるべし。それをサカバヤシといふ。ハヤシとは望子の訛
れるなり｣(69)という記述がある。新井白石は朱子学者なので、
望子といった中国文化にも精通していたはずである。とこ
ろが、望子(ボウシ)

がバヤシに訛ったと捉えるのは、些

か無理がある。17 世紀初頭の『日葡辞書』にサカバヤシと
記述しているので、白石の主張する訛りとは、16 世紀後半
以前に遡ることになり、検証する

ことは難しい。仮にサ

カボウシと過去に発音していたならば、酢の目印を酢望子
(スボウシ)と発音していたことになる。そもそも、ボウシ
と発音すること自体、既に日本語の発音になっている。望
子はボウズと発音すべきである(70)。白石は、帘という文字
には一切触れていない。
『和名抄』
『延喜式』といった古書を
他の内容では用いているので、
『和玉篇』を何故用いなかっ
たのだろうかという疑問が残る。白石のボウシが訛ってバ
ヤシになったとする説は、論拠に乏しく支持できない。
酒箒が中国から伝わった後に酒林に変化したとする説は、
1845(弘化２)年に刊行された『梅園日記』で詳しく論じて
いる(71)。日本における酒箒の使用事例には、先に示した『奇
異雑談集』を挙げている。中国の酒箒に関する事例は、
『容

図－18 『工商技藝 看板考』に見られる酒林

斎続筆』
『北行目録』
『水滸伝』
『清嘉録』とし、箒または帚
の文字を論拠としている。そして｢掃愁帚｣といった酒の異
名と関連付けている。こうした解説内容から読み取れるの
は、箒、帚といった酒店の目印は、田舎にあっても、都市の
大規模店では用いていないという点である。換言すれば、
酒箒という用語には、中国における酒造業、酒販売、飲食業
の中心的な目印を示していないことになり、解説の割には
ルーツとしての本質を感じさせない。それでも、箒が田舎
にある酒店の目印として中国に実在していたことは間違い

図－19 『鹿児島風流』に見られる酒林

ない。江戸後期は、
『梅園日記』に見られる酒箒の中国ルー
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ツ論と、
『本朝酔菩提』に見られる三輪信仰とスギによる酒

いことから判然としない(76)。この球状の酒林は全国の酒造

林ルーツ論が、日本文化の中で共存していたのである。こ

業で見られる。しかし、現在は明治中期の『工商技芸 看板

の共存については、思想と社会の実態には大きな差がある。

考』に見られる多様性は殆どない(77)。
図 21(78)は、神戸市の灘で見かけた酒造業の酒林である。

すなわち、中国ルーツ論は一部の文人における認識である
のに対し、新しく形成された日本ルーツ論は、社会におけ

しめ縄を神社で用いるのは、そこから先は神の領域である

る酒林を席巻し、日本中の酒林を球状にしてしまった。

ことを示すためである。こうしたしめ縄を用いた酒林は、
奈良県や山形県にもある。山形県の場合は、月山の信仰と

５．明治期以降の酒林

結びついており、麓の酒造業では、球状の酒林にしめ縄を

５－１

巻いている。月山の信仰は元々神仏混淆であり、修験道の

図 18

明治期の酒林
(72)

は、1889(明治 29)年に刊行された『工商技芸 看

盛んな地であった。明治の廃仏毀釈で、神社の格式が整え

板考』に示された酒林である。この図 18 は、著者の坪井正

られたことから、酒造業が酒林を神格化するのは明治期以

五郎が描いており、箒状の酒林が三つ見える。
『祇園祭屏風』

降である。

(73)

戦後は｢ひやおろし｣を新酒として扱う風潮が廃れ、酒林

に示した。かなり形状が異なり、箒状に示したい意図が描

は単に酒造業の目印という役割しか持たなくなった。こう

く側に当初からある。おそらく、能登七尾高畠下村で見た

した傾向は、明治期より欧米の影響を受けた目印や看板が

という酒林も、箒状に作者が脚色して描いている可能性が

都市社会では目立つようになったことも関わっている。明

高い。

治 30 年代より大都市ではビヤホールが開業し、大正期には

は確認できないが、
『鹿児島風流』は確認できたので図 19

坪井正五郎は、1717(享保 2)年に刊行された『本朝文鑑』

地方都市でもカフェが流行し、酒林の使用は清酒製造業に

の｢又六が門の帘｣を事例に挙げ、帘を「さかばやし」と読ま

特化していった。

せている。さらに『中古風俗志』(明和元年老人筆記)を事例

高度経済成長期以降、清酒の消費が落ち込み、清酒製造

に挙げ、｢昔は酒屋の軒に杉の葉にて毬のごとくこしらへた

業の目印という酒林の役割も徐々に薄れてきた。それでも

る酒林という物あり尤九月ごろ新酒のくだる時分には田舎

清酒製造業は、未だに酒林を掲げている。樽酒は現在も木

よりこしらへて賣に來る、それを買てかけたるよし｣(74)と引
用している。但し、1772(明和元)年刊行の『中古風俗志』は
現在見当たらず、1837(天保８)年刊行の『八十翁昔話』にも
該当する文章はない。仮に、1772(明和元)年刊行の『中古風
俗志』が存在したとしても、球状の酒林が 18 世紀初頭に普
及していたとは思えない。明らかに実証性のない文章であ
る。
『江府名勝志』
『和漢三才図会』『曽呂利狂哥咄』の酒林
は、少し誇張している面もあるが、一応実際の刊行物を手
本にして描いたのであろう。全体としては、酒箒ルーツ論
を強く感じる。換言すれば、一部ねつ造してまで箒状を主
張していることになる。
『梅園日記』に見られる中国の酒箒
渡来説を、明治半ばになっても盲信しているのである。
図 18 には、越後や能登に完全な球状ではない酒林も示さ
れている。多少なりとも、明治の半ばには球状以外の酒林

図－20 大神神社の酒林

も存在したのであろう。
５－２

現代の酒林

江戸時代は酒造業だけでなく、酒販売業や酒を提供する
飲食業でも酒林を軒に掲げていた。英一蝶の作とされる『諸
国遊里図』の｢伊勢明星｣は、飲食業が酒林を使用している
代表的な事例である。こうした使用方法は、戦後の日本で
は殆ど目にしない。極希に酒場の入り口に酒林を吊してい
ることがある。但し、その多くは新酒の目印という、本来の
役割は果たしていない。おそらく、清酒主体の酒場だとい
うことを意図しているのであろう。
図 20(75)は、大神神社に吊り下げられた酒林である。何時
から吊り下げるようになったのかは、文献も遺されていな

図－21 神戸市灘区で使用される酒林
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香が尊ばれる。しかし清酒自体は木香を嫌う傾向にあり、

使用は 17 世紀初頭から認められるが、その根底には三

戦後の清酒業界は木桶から琺瑯タンクに仕込み桶や囲い桶

輪信仰とスギとの関係があったことは言うまでもない。

を移行させ、清酒と杉との関連性は殆どない

(79)

。

酒林が球状に発展していく中で、畿内を中心に酒林と三

三輪信仰と酒造業の関わりは畿内の一部に限られ(80)、全

輪信仰との関係が深まっていったと推察される。その背

国的には特段意識されていない。三輪信仰は、三輪山自体

景には江戸後期における国風文化の進展、さらに明治初

を崇拝するものであるが、古来より酒との関連性が窺われ

期の廃仏毀釈があり、日本全国で球状の酒林を掲げるこ

る。しかしながら、酒と中国伝来の酒林が直接大神神社に

とになる。

結びつくのは江戸後期からであろう。

６)酒林が新酒の目印として定着するのは、17 世紀後半に

1825(文政８)年に刊行された『誹風 柳多留 84 篇』
では、
「三輪の杉の葉折にて村酒屋」とあり

寒造りの統制が出された以降で、酒造業だけが用いたわ

(81)

、三輪信仰と酒林

けではなく、酒販売業や料理屋等、酒に関わる仕事の目

が結びついているように認識されている。
18 世紀中葉の
『蕪

印として広く使用された。

村遺草』とは、酒林の位置づけが大きく異なっている。おそ

７)明治以降、酒林の使用は徐々に酒造業だけに限られてい

らく、18 世紀後半以降に、酒林が三輪信仰に結びつくこと

くが、形状を変えながらも、一つの目印が 400 年以上前

になったと考えられる。つまり、酒林のルーツは中国にあ

から現在まで継承されていることは、世界でも稀な現象

るのに、日本ルーツ論に三輪信仰を介して置き換えられた

といえよう。酒林の変遷は、東西における酒造業の発達

のである。

と、経済活動に関する共通要素を探る貴重な資料である。

それでも、日本の酒林は当初の形から変化を遂げながら
も、スギの枝葉を使用するという伝統を踏襲し、現在も清
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(30)17 世紀前半に制作された『洛中洛外図屛風 京都国立博物館本』

生活資料の多い『山科家禮記』を重視した。

『洛中洛外図屏風 大阪市立博物館本』に、酒林は描かれてい

(14)中村喬：中国の酒書，東洋文庫 528，平凡社，1991，98-100 頁

ない(学芸員の方から確認)。酒林の描かれているものは、『洛

(15)横山伊勢雄：唐詩の鑑賞 珠玉の百首選，ぎょうせい，1978，

中洛外図屏風 林原美術館本』『洛中洛外図屏風 田辺市美術館

346 頁

杜牧の｢江南の春｣には｢水村

山郭

酒旗の風｣とあ

本』が代表的な事例とされる。後者は生活描写が詳細に示され

り、既に旗という目印が普及している。

ており、洛中洛外図屏風としては異色の存在である。『洛中洛

(16)島田勇雄，竹島淳夫，樋口元巳：和漢三才図会５，東洋文庫 462，

外図屏風』は、幾つかの系統本があり、長く同じ構図で描き続

平凡社，1986，284 頁

けていたことが知られている。

(17)辞典類、日本酒関連の諸本、香川県琴平町の西野金稜株式会社

(31)『洛中洛外図屏風 林原美術館本』(旧池田本)は、全容を示す

歴史館の展示に掲載されている資料を掲載した。
句集も一部を

刊行物がない。林原美術館の学芸員の方にお願いし、左隻と右

加えた。表 1 の史料、資料をすべて解説することは紙面上困難

隻の酒林を確認していただいた。

なので、
論究する際はその内容に関連する主たるものに的を絞

(32)林原美術館より画像資料提供

った。

(33)林原美術館より画像資料提供

(18)国立歴史民俗博物館より画像資料提供

(34)林原美術館より画像資料提供

(19)小林忠，榊原悟：守景／一蝶，日本美術絵画全集第十六巻，集

(35)分銅形とは、もっと中央部が太いことから、必ずしも的を射た

英社，1978，図版 74 東京都板橋区立美術館より掲載許可を

表現ではないが、他によい対象が見当たらないことから敢えて

いただく。

規定した。

(20)当時の酒林は、『和漢三才図会』にみられる鼓形であるのに、

(36)17 世紀初頭まで武士の髪型に見られた茶筅髷は、紐で何回か

意図的に形状を変えている。その目的は、酒林の原型を箒状に

巻いて縛るというもので、紐で縛ること自体に美意識を求めて

示すことにあったと推察する。図２は、座敷箒を意識したよう

いる。

な形体になっている。これは英一蝶の独自な解釈というより、

(37)小川武彦解説：近世文学資料類従 西鶴 23 近代艶隠者他，勉

酒箒が酒林になったとする、
当時の文人における認識を具現化

強社，1975，139 頁

したものといえる。

(38)葛飾北斎の車輪における描写でも、現代の図学図法からすれば

(21)針葉樹の代表的なスギかヒノキと思われる。
使用場所が平地で

見当違いの内容が認められる。一点透視図法は、ヨーロッパの

あるので、身近なスギを使用したとすべきである。

影響を北斎の時代に受けているが、図学図法全般に及んでいる

(22) (1574(天正 2)年)より、さらに遡るという説もあることから、

わけではない。
図学図法は、基本的に中国の影響を受けている。

単に成立の下限を示しただけである。

特に車輪の描写に関しては、
車輪を楕円に描く方法が中国から

(23)土井忠夫，森田武，長南実編訳：邦訳 日葡辞書，岩波書店，

伝わり、鎌倉期の『天神縁起絵巻』では角度的にも無理な楕円

1980 『長崎版日葡辞書』は、1603(慶長 8)年に日本イエズス

に描いている。

会によって刊行され、続いて翌 1604(慶長 9)年にその補遺が

(39)朝倉治彦校注：人倫訓蒙図彙，東洋文庫 519，平凡社，1990，

刊行されている。『日葡辞書』における酒林については立部紀

142 頁

夫も解説しているが、
中国のルーツ論には深く言及していない。
(24)前掲(23)，545 頁

64 頁 『都鄙図』そのものは、幾つか伝承しており、全てが同

(25)前掲(23)，767 頁
(26)前掲(23)，265 頁

(40)榊原悟：住吉具慶筆『都鄙図』解題，古美術 88，三彩社，1988，

一作者とは限らない。
このホテという用語はその後も実在したよ

(41)『洛中洛外図屏風 真野家本』にも住吉具慶筆とされるものが

うで、香川県琴平町の西野金稜株式会社歴史館に展示される酒

あり、
酒林の表現は
『『都鄙図 興福院本』
と強い類似性を持つ。

林と、酒林の地方名一覧にも認められる。この展示は、日本酒

(42)大桶には底６尺、高さ６酌の 30 石桶、底が小さな細桶と呼ば

造史学会理事の天野武氏が監修され、酒林をサカボウケ系、サ

れる 20 石桶、さらに底が細い 10 石桶があり、この 10 石桶が

カバタ系、スギダマ系、サカバヤシ系、サカホテ系に分類され

京細と呼ばれている。名前の通り、京都で使用されており、戦

ている。

後間もない頃まで長く継承されていた。

(27)前掲(23)，607 頁

(43)前掲(16)，283 頁

(28)門口に取り付ける方法は、16 世紀後半以降の資料からは見い

(44)新日本古典総合データベース『和玉篇』58/253

だせない。まさに門松のような表現になっている。この方法が

(45)例えば、桶という文字は、13 世紀まで曲物容器を指していた。

実際に使用されていたならば、17 世紀前期の『洛中洛外図屛

ところが、現在使用する桶が中国から伝来したため、区別する

風』等に何らかの痕跡を残すはずである。そうした実態がない

必要が生じた。｢結｣という漢字、または｢ゆい｣という仮名が桶

以上、門口に取り付けていたという指摘を正当化することは難

に加えられ、
「結桶」
、「ゆい桶」という表記が 14 世紀前半(海

しい。

龍王寺文書)から使用されるようになった。

(29)山田忠雄監修・解説：元和三年版 下学集，古辞書叢刊〈第二〉
，

(46)鈴木棠三校注：醒睡笑(上)，岩波書店，1986，405 頁

新生社，1968，181 頁 『下学集』の原本は遺されていないよ

(47)麻生磯次，冨士昭雄：男色大鑑，対訳西鶴全集 六，明治書院，

うである。

1979，335 頁
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(48)高田衛編・校注：江戸怪談集(上)，岩波文庫 1989，184－185
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(71)日本随筆大成編輯部：梅園日記，日本随筆大成 第一期 第六巻，

頁

吉川弘文館，1975，42 頁

(49)株式会社創美社編：古典俳文学大系 12 蕪村脩全，集英社，

(72)坪井正五郎：工商技芸 看板考，哲学書院，1887，11 頁

1972，169 頁

この図も、香川県琴平町の西野金稜株式会社歴史館にて、天野

(50))前掲(16)，283 頁

武氏が提示されている。本論では、福島県立図書館所蔵のもの

(51)畿内での用語と推察する。

から転載した。

(52)酒の運搬に使用する樽は、木香を調整するため、側板に使用す

(73)国立国会図書館デジタルコレクション 『鹿児島風流』27/84

る材は、
外側が白太、内側が赤身になるよう木取りをしている。

(74)前掲(72)，10 頁

こうした木取りを施した材を｢甲付き｣と畿内では呼んでいる。

(75)筆者撮影 2014 年 11 月

大桶であっても、長年使用して木香が殆どなくなったものを敢

(76 大神神社の社務所にて、酒林の出現時期を尋ねたが、明確

えて使用した。

な資料がないという返答であった。

(53)寒造りは、麹菌以外の微生物が活性化しないことから、安定し

(77)香川県琴平町の西野金稜株式会社では、球状ではなく、蜜

た清酒製造方法であることは確かである。しかしながら、鹿児

柑の形に酒林を成形している。また前掲(1)69 頁に分銅形の

島県で焼酎が発達したのは、
気候が温暖なので寒造りが成立し

酒林を上から吊っている写真が掲載されている。この写真

ないといった誤解を招いている。
元々日本の清酒は四季醸造と

には、京都の西陣近くの酒造業という解説がされているだ

いう流れを持っており、鹿児島県でも清酒は醸造できる。

けで、撮影した時期については明記していない。

(54)新日本古典籍総合データベース

『曽呂利狂哥咄』18/103

(55)国 立国会 図書 館デジ タルコレ クショ ン

(78)筆者撮影 2015 年 11 月 神戸市の灘では、もう一つしめ縄を

『 江戸 名勝志 』

取り込んだ酒林が見られた。このことから、しめ縄の使用は一

(３)21/79

部の酒造業ということになる。

(56)早稲田大学図書館古典総合データベース

『本朝酔菩提』

(79)酒造業における琺瑯タンクの使用は、
第二次大戦中にまで遡る。

(９)5/20，(10)13/24

これは民間の酒造業の自発的な使用ではなく、政府の指示によ

(57)三瓶達司，禅文化研究所：一休ばなし集成，
禅文化研究所，1993，

るとされている(堺市藤井桶店からの聞き取り調査による)。木

71 頁

製の桶だと貯蔵時に酒を吸収することから、生産量が減ると政

(58)この資料も、香川県琴平町の西野金稜株式会社歴史館にて天野

府は捉え、量の確保を目的として、琺瑯タンクの使用を奨励し

武氏が指摘されている。但し、資料提示だけであり、具体的な

たのである。

酒林の形状の成立過程については、解説されていない。

(80)灘や伏見の酒造業では、
酒林を大神神社から購入している場合

(59)筆者撮影 2020 年５月 22 日

がある。こうした風習の成立期は不明であるが、かなり新しい

(60)前垂れという用語に全国が統一されているわけではなく、
便宜

習慣と推察する。伏見は京都の文化圏であるため、酒を信仰の

上本論で使用しているだけである。

対象として扱う場合は、本来松尾大社と深く結びついていたは

(61)イネ科マコモ属の多年生植物である。
日本一大きな出雲大社の

ずである。

しめ縄には、マコモが使用されている。

(81)岡田甫校訂：誹風 柳多留全集 六，三省堂，1977，292 頁

(62)筆者撮影 2020 年５月 17 日

(82)2016 年に北京大学を訪れ、歴史学の研究者に酒箒の具体的な

(63)元々は氏子が集まって作っていたが、
作り手がいなくなったの

形状を尋ね、また北京大学附属図書館でも検索したが、確認す

で、専門の業者から購入したということである。経費が嵩むこ

ることはできなかった。このことから、中国の研究者も、酒箒

とから、３年以上放置されている。

については、これまで研究の対象としていないと推察する。

(64)室末岩雄編輯：類聚近世風俗志 下巻，名著刊行会，1989，419

(83)「うまさけ」が「三輪」の枕詞になっている。

頁
(65)国立国会図書館デジタルコレクション 『筠庭雑考』(２)13/59
(66)福士雄也：―英一蝶《明星茶屋之図》と『筠庭雜考』，動物絵
画をめぐる四つの断章，アニマルワールド ―美術のなかのど
うぶつたち，静岡県立美術館，2014，7－8 頁
(67)除小蠻編輯：授衣廣訓，中國古代版畫叢刊，上海古籍出版社，
1988，641 頁

『授衣廣訓』は 1808(清嘉慶 13)年に刊行され

ている。
ここでは三つの簪状の目印を食堂の軒先に掲げている。
断ち切り饂飩の専門店と推察する。
(68)国立国会図書館デジタルコレクション 『還魂紙料』44/66
(69)市島謙吉編輯兼校訂：東雅，新井白石全集 第四巻，吉川半七，
1906，88 頁
(70)中国では｢子｣をズと発音している。
「子」の使用は法則化され
ていない。
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