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昭和初期の酒類流通における
商業者の品揃えの拡大と乱売の発生
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１．大正―昭和初期の乱売問題の発生
２．新しい業種店の誕生―清酒と醤油，洋酒の流通システムの統合
おわりに

はじめに

生産技術の革新によって，大量生産体制を確立させただけでは産業として
発展できるとは限らない。生産規模の拡大に見合う市場を形成することがそ
の条件であり，産業発展と市場形成は，不可分の関係にある。石原（2000）
は，商業者と取引することによって，生産者が，間接的に向き合うことがで
きる消費者が大幅に増加することを「商業者の市場形成機能」と呼んだ（17
頁）
。一般に経済学では，市場は与件とされ，
「生産者と消費者との間の無限
の取引ネットワークとして概念」される。しかし，それは，生産者と消費者
との間に介在する「何段階にもわたる商人の市場形成機能の上にはじめて現
実性をもつことができた」
（76 頁）
。ここでイメージされる市場は，個別商
業者によって連結された市場であった。
二宮（2006）において，発展途上国を事例として，市場勃興期における流
（1）
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通ネットワークが商業者によっていかに形成されるかを考察した。流通ネッ
トワークは，個別商業者の形成する広域取引網を意味し，生産者にとっては
商品販売に必要なインフラストラクチャーとして機能する。個別商業者の形
成する流通ネットワークの「質」は，市場形成に影響を及ぼし，個別生産者
にとって，販路網をいかに構築するのかということは，その成長に関わる重
要な課題である。商業者の流通ネットワークが広域にわたるものであれば，
生産者が向かい合うことができる消費者の数は乗数的に増加し，まとまった
量の需要と，需要に関する豊かな情報が生産者に提供されることになる。
しかし，現実の市場を歴史的に考察すると，商業者が形成する流通ネット
ワークが，生産者にとって期待する機能を果たさない局面が発生することが
ある。また，商業者の市場形成機能は，無条件に発揮されるものではない。
商業者の市場形成機能が発揮されず，生産者の成長が大きく制約される場
合，生産者自らが望ましい販路を形成しなければならない。
市場勃興期においては，販売リスクを担う商業者の金融機能が，重要であ
る。市場において販売リスクを担うことができる主体が少ないからである。
市場勃興期においては「売れるかどうか分からない」商品を仕入れて買い取
り，販売リスクを負い，市場を形成する主体が求められる。商業者の機能の
発揮と産業の成長過程の分析とは密接な関連がある。本稿では，市場勃興期
の酒類産業を事例として考察する。
明治維新以降，日本では新政府の殖産興業政策により，西欧の先進工業国
の生産技術と経済制度が積極的に導入され，近代産業の移植・育成が図られ
た。しかし，こうした移植産業はすぐには定着せず，明治前期の日本にお
ける主たる産業は，
「在来産業」と呼ばれる江戸期からの歴史をもつ産業で
あった。とりわけ，醸造業（清酒・醤油・味噌）および織物業が，重要な位
置を占めていた。輸出産業へ転換を遂げた織物業とは異なり，醸造業は，明
治期以降も主たる市場は国内市場に限定された（中村，1971，20 頁）。ただ
（2）
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し，国内市場の担い手は，大きく変貌を遂げることとなった。
明治前期まで，酒造業，醤油業は，異なる独立した産業として，固有の流
通システムを有し，東京市場での販売は，旧問屋仲間が独占していた。清酒
の原材料は米，醤油は大豆・小麦，食塩で，製法も違いがあるため，生産者
も産地も異なる専業者であった。ところが，明治後期に入ると，東京市場に
おいて，清酒も醤油も取り扱う 1 次問屋が出現した。
他 方， 明 治 期 以 降登場した，ビール・甘味葡 萄 酒 な ど の 洋 酒， 焼 酎，
みりん

「味の素」を代表とす
味醂，缶詰，ソース・ケチャップなどの洋風調味料，
る化学調味料などの新興商品を積極的に取扱い，大きく成長した商業者が登
場した。こうした新興商業者は，地方市場の商業者を自らの流通ネットワー
クに組み入れて，生産者と特約契約を結び，1 次特約店となった（二宮，
2013）。新興商人は，特に瓶詰清酒を積極的に取り扱ったが，その販売手法
は囮販売を中心とした「乱売」によるものであった。囮販売の標的とされた
のは，清酒のみならず，ビール，醤油なども同じであった。
既存研究において，産業分析は，生産者の分類を基本としておこなわれ，
生産者分類別に研究が蓄積されてきた。他方，商業論において，商業者の分
類は「業種」によって説明されてきた。産業と業種の枠組みが，この時期，
商業者によって大きく変更されることとなった。産業と業種の枠組み変更
が，現実の市場においてどのような事態をもたらすかについて本稿で記述す
ることとしたい。以下，１．で，清酒の流通システムが問屋の商業信用を基
礎として乱売を引き起こしたことについて，２．では清酒と醤油，洋酒の流
通システムが，商業者によって統合される過程をとりあげる。

（3）
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１．大正―昭和初期の乱売問題の発生

１－１

問屋の商業信用を背景にした酒販店の乱立

1920 年代，酒販店の新規開店が相次ぎ，酒販店の「乱売」が問題となっ
た。『東京小売酒販組合四十年史』および『東京小売酒販組合六十年史』執
筆編者の増田耕四郎は，1920 年代の酒類を取り扱う小売店（以下，酒販店）
の経営状況について，以下のように記している。
「官吏の古手や何か他の事業で失敗した者がいとも簡単に開店できたのが酒
屋であった。それは店さえ開けば資金がなくても卸業者は競って荷物を送り
込むという時代でもあったからである。ところが開店をして荷物が揃っても
素人である。直ちに商売が儲かるというわけにはいかない。そこでやたらと
濫売や景品付販売をやる。売出しや特売日のビラを配る，盛んに使われたの
がチンドン屋で。チンドン屋が通ればまた酒屋の開店かといわれたほどであ
る（東京小売酒販組合，1981，19 頁）
。
」
酒類流通システムには，問屋を核とした商業信用の長い連鎖が形成されて
いた。問屋による商業信用の供与は，乱売の発生の一因となった。一般家庭
せっき

の酒代金の支払いは「盆と暮れ」
，年２回清算の節季払いで，酒販店は一般
家庭に対して掛売し，問屋は，酒販店に対し長期で延払した。酒類流通で
かけうり

のべばらい

は，こうした「掛売・延払」の商習慣が，酒問屋の信用供与により長らく維
持されていた。各月末，酒販店は手元資金が残っていれば，商品代金の内金
を問屋に支払うが，買掛金全額を決済することはなく，
「ある時払いの催促
なし」であった。長期にわたって買掛金の支払いを猶予された酒販店は，目
先の売上高をあげるために，価格競争や景品付販売をおこなった。
また，酒販店の商品仕入に必要な資金は，酒問屋が商品代金の延払という
形で負担してくれたため，酒販店の開業資金は，他の業種店より相対的に少
なくてすんだ。例えば，1918（大正 7）年の東京市の調査によると，開業資
（4）
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金が最も必要な業種は呉服店で，2,000-3,000 円，米穀店は 500-2,000 円，砂
糖店は，800-1,200 円，水産物店は 300-400 円であるのに対し，酒販店は 200300 円であった 1。
1920（大正 9）年の国勢調査において，物品販売業に従事する商業者総
数 2,423,875 名において，業種別（全 39 業種）人口の第 1 位は菓子・麺麭
264,565 名，第 2 位織物・被服類 234,333 名で，それについで，第 3 位が酒
類調味料清涼飲料，204,063 名であった 2。1927（昭和 2）年の昭和恐慌以
降，深刻な経済不況が日本を襲い，農村部から都市部へと移動した人々が商
業に就業機会を求めたが，酒販店は，開業資金を十分に準備できない人々を
数多く引き付けたと考えられる。
こうして，1920 年代から 30 年代にかけ，酒類を取り扱う小売店（酒・味
噌・醤油取扱店。以下，酒販店）は乱立した。1930（昭和 5）年の東京市の
調査によれば，酒類は，全業種の中でも「最も密集の甚しい」状態で，半径
5 町（約 546 メートル）以内に 16 軒以上の同業者が営業している酒販店が，
全体の 4 割を占めた 3。大阪市の調査では，酒類は半径 3 丁（約 327 メート
ル）以内に 5 軒以上の同業者が営業している酒販店が，全体の約 6 割を占め
た 4。ただし，酒問屋が，酒販店の信用状態について詳細を調べることはな
かった。営業経験と資金力に乏しい未熟な酒販店であっても，問屋は半年間

1

竹林（1941），183-184 頁。原資料は，東京商工会議所調査課『東京市内商工業金融調査資料』，

26-27 頁。
2

竹林（1941），21-22 頁。原資料は，内閣統計局『大正 9 年及昭和 5 年国勢調査産業別人口

の比較』。
3

東京市役所編（1932），677-679 頁。調査は，営業収益税または府税営業税を納付する日用

品 34 業種の販売業者総数 53,442 軒に対しておこなわれた。酒味噌醤油類業種店数は 3,565 軒で，
営業者数において，菓子店の 8,486 軒に次いで 2 位であった。
4

竹林（1941），70-71 頁。原資料は，大阪商工会議所『小売業経営調査』付録 7 頁。実施時

期は不明だが，ほぼ同時期と推定される。

（5）
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の商品代金支払いを猶予した 5。
酒販店は運転資金が逼迫すると，現金問屋（バッタ屋）に商品在庫を「投
げ売り」した。現金問屋は昭和初期に登場し，瞬く間に全国に叢出し，
「酒
類醤油調味食品ならなんでも，トラック１車単位で安く叩き買い」した（鎌
田，1985，71-74 頁）
。酒販店は，資金調達が必要となると，在庫を現金問屋
に投げ売りして自転車操業で経営を継続した。酒販店にとっては，普通の酒
問屋から仕入れるよりも，
「安価でしかも少量をバラで仕入れられる利点」が
あった。ついには，商品の仕入に恒常的に現金問屋を利用し，買い溜めして
は倉庫に寝かしておく酒販店や，
「夏場の季節商品的な性格をもっていたビー
ルを，採算を無視して“バッタ屋”に売り払い，半年前に仕入れた清酒の代
金の精算」にあてる酒販店もあった（アサヒビール編，1990，174 頁）
。仕入
れた商品を現金問屋に転売すると，無利息の運転資金を手に入れることがで
き，
「商品を金融に利用する」ことが一般的になった。また，清酒価格は相場
によって乱高下する「相場商品」であった。酒販店や酒問屋はしばしば投機
的仕入に手を染め，酒販業者は，
「相場師」的な要素を多分にもつことになっ
た。こうした商業者の行動が，酒価の乱高下に拍車をかけたのである。

１－２ 「徒弟制度」に支えられた酒販店の経営
酒・味噌・醤油を取り扱う小売店は，酒販店だけではなかった。1910 年
代から，公設市場が各地で急速に普及し，他方で，1923（大正 12）年の関東
大震災以降，急速に大衆化を進めた百貨店も，酒・味噌・醤油を販売した 6。
公設市場も百貨店も，現金持ち帰り制度を導入し，御用聞きや商品配達と

5

1913（大正 2）年当時の大阪の場合，約 3,000 軒の酒販店があり，そのうち電話を設置して

いる店は 216 軒しかなかった。行商も約 30 軒あり，こうした状況では，信用調査は実質的に
難しかった（鎌田，1985，32 頁）。

（6）
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いった小売サービスを省いた「近代的」業態で，酒販店よりも低い価格で販
ごよう

「商品配達」といった付加的な小売サービス
売した。酒販店は，
「御用聞き」
も維持していた。酒販店は，公設市場や百貨店といった「近代的」小売業態
とも競争を余儀なくされた。酒販店は，東京でも大阪でも組合が月に 1 度の
公休日を定めるまで，年中無休，長時間営業が当たり前で，こうした営業形
態は，無給の「丁稚」を雇用する徒弟制度によって支えられていた 7。
商店の丁稚制度は，第二次世界大戦前まで維持された。1932（昭和 7）年
すみこみ

の調査によれば，商業従事者の 97％は住込で，日給 1 円未満で働く者が全
体の約 10％，月給 5 円未満の住込も全体の約 14％を占め，商業従事者全体
の 24％は，丁稚相当の階級であった（竹林，1941，288 頁。別表）
。竹林
（1941）によれば，東京市の年一人あたりの家族生活費の最低金額として，
150 円が最低ランクに位置付けられていることから，上記の賃金では生計を
独立して立てることは困難であったと推定できる（484 頁）。商店は，住込
の「丁稚」を別家として独立させ，長年の奉仕に報いた。本家は，別家の仕
入れについて「商品を貸す」など面倒を見たため，酒販店の新規出店をさら
に増加させることにもなった。
酒販店の乱立の結果，酒販店の売上高利益率は，低く抑えられていた。酒
販店（酒・味噌・醤油店）は，年間平均販売額は大きいのだが，売上高利益
率の平均は 12.5％と，砂糖や白米といった，コモディテイを扱う業種同様に
低かった（図表１）
。
酒販店間の競争の激化は，取扱商品の品質の低下を引き起こす事態を引き

6

酒販業者は，公設市場に対しても，百貨店に対しても，組合を通じて反対運動をおこなった。

1919（大正 8）年，東京酒類仲買商同業組合は，公設市場撤廃を決議，1927（昭和 2）年，東
京酒類商同業組合は，三越百貨店に対し，三印醤油の出荷停止（荷止め）を実施している。
7

東京では，1919（大正 8）年に毎月 19 日を公休日と定めたが，公休日にも隠れて営業する

店もあった（東京小売酒販組合，1981，813 頁）。

（7）
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起こした。酒販店は，消費者の好みに応じて甘口と辛口の樽詰酒をブレンド
わりみず

し，割水をして量り売りしていたが，量り売りの際，「1 割 2 割のおまけは
ザラ」で，こうした増量販売は，5 割増し，6 割増しと，エスカレートして
いった（月桂冠編，1999，107，178 頁）
。増量販売される酒は，過度に割水
されているばかりではなく，混成酒や腐敗酒を混入する業者もいた（東京小
売酒販組合，1963，52 頁）
。
図表１

1928（昭和 3）年の東京市における業種別小売店の売上高と利益率

業種内年間
1 店舗当たり
平均売上高利益 売上高利益率の
総販売額（千円）平均販売額（円）率
幅
白米
34,428
12,000
10.0%
10%
干物
15,753
10,909
11.0%
7 ～ 15%
酒・味噌・醤油
36,720
9,600
12.5%
5 ～ 20％
砂糖
3,517
9,231
13.0%
13%
文房具・書籍
14,838
6,000
20.0%
10 ～ 30%
小間物・化粧品
11,097
5,714
21.0%
12 ～ 30%
薬
10,309
5,333
22.5%
10 ～ 35%
野菜・果実
14,045
4,800
25.0%
20 ～ 30％
漬物
3,806
4,800
25.0%
20 ～ 30％
鳥獣肉
4,355
4,444
26.5%
13 ～ 40％
西洋食料品
4,312
4,286
15.0%
15%
茶
2,741
4,000
25.0%
25%
菓子
29,708
4,000
33.0%
30%
魚類
9,216
3,000
40.0%
30 ～ 50%
業

種

出所 : 竹林（1941），439-440 頁より作成。
原資料は，竹林「小売店問題解決策としての連鎖店組織」『経済時報』第 2 巻第 1 号 145-146 頁およ
び東京商工会議所調査。

さらに，酒販店間競争の激化は，景品付販売として展開した。酒販店の
景品は，明治中期におこなわれた沢ノ鶴の酒粕による売り出しが開始され
て以降，酒粕と決まっていたが，1920 年代頃には年々派手になり，酒 1 升
に，砂糖１斤，米 1 升や 1 升餅をつけるようになっていた（鎌田，1985，72
頁）
。各酒造家ほぼ同様の景品の内容で，一駄ごと抽選券をつけ，抽選すれ
ば相当額の商品券が給付される，実質的な価格割引であった。それに加え，
5 駄ごとに観劇券，大相撲見物，1 泊から 2 泊の旅行招待や，取引先酒販店
（8）
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1929（昭和 4）年度の景品付販売の一例

発売元

商標名（醸造元）

景

品

内

容

小網商店

黒松菊華
（西宮酒造）

１駄に付観劇招待，5 駄ごとに抽選券，１等商品
券 100 円１本など合計 5,290 円。

小網商店

醤油 20 商標

10 樽に付抽選券，1 等は商品券 30 円 2 本など合
計 997 円。

広屋商店

桜 雲（ 久 星 酒
造）

5 駄に付ヒゲタ醤油 9 升詰 3 樽進呈，特売数 1,000
駄。

金星鈴木

鳳凰正宗
（本辰酒造）

1 駄に付抽選券，1 等は商品券 100 円 1 本など合
計 1,534 円。

金星鈴木

白菊，吉慶鯛，
壽 々 亀， 壽 王 １駄に付抽選券，5 駄ごとに観劇招待，１等は商
正宗，大自慢， 品券 100 円１本など合計 1,534 円。
鳳凰正宗

金星鈴木

萬代盛，忠誉，
1 駄に付抽選券，1 等は商品券 200 円 1 本など合
日出盛，国悦，
計 715 円。
金雪

金星鈴木・山星
きんし正宗
鈴木

5 駄に付 1 泊旅行，または 1 駄に抽選券景品（詳
細は不明）

荒井商店

黒松白鹿

1 駄に付抽選券，
1 等は商品券 100 円など合計 3,984
円，および 3 駄毎に観劇招待。

吉田泰久商店

大 黒 正 宗， 國
の春，富貴寄， 10 駄に付別府温泉 2 泊旅行，1 駄に付抽選券 1 枚，
王 勲， 升 盛， 1 等は商品券 100 円など合計 1,655 円。
朝日鶴

中井酒店
（ 売 捌 元 は 内 藤 瓶詰大関
商店）

野田醤油

万上みりん

大箱 1 箱に付抽選券 1 枚，１ダース 3 箱ごとに抽
選券，1 等は商品券 30 円 1 本など合計 901 円，1
升瓶詰 18 本入り 1 箱に 6 本添付，1 升瓶 12 本入
り一箱に付 4 本添付。
1 樽に付抽選券 1 枚，1 等は商品券 200 円 20 本な
ど合計 32,520 円，およびみりん 10 樽で観劇招待，
30 樽で抽選会招待，みりん瓶詰 2 ダースに付瓶詰
2 本進呈。

三橋本店

富 貴（ 紅 野 平
左衛門）
，いろ
盛（西宮酒造）
，
1 駄に付抽選券，1 等は商品券 100 円 1 本など合
し ら 雪（ 小 西
計 1,237 円，および 3 駄に付観劇招待，富貴印は 2
本家）
，色自慢，
駄毎に羽二重羽織裏
招 徳， 福 自 慢
（西宮酒造）
，
天授

三橋本店

朝 陽， い ろ 娘
（以上，紅野善
三郎）

3 駄に付 1 泊旅行招待，1 駄毎に抽選券，1 等商品
券 100 円など，合計 1,806 円および 3 駄ごとに観
劇招待（お土産つき）

出所 : 日本醸造公論社『醸造公論』，1929 年，第 15 巻 11 月号より一部抜粋，作成。
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への店員サービスとして運動会のようなイベントまで開催され，消費者に対
しても，景品付販売を実施した（図表２）
。
1929（昭和 4）年度の西宮酒造の売上高における販売管理費（営業費との
合計）の比率は，20％に達した（西宮酒造編，1989，214-215 頁）
。酒造家
は，販売競争の激化にともなう販売費用の増加に苦しんだ。そして，酒造家
にとってさらに深刻な事態が発生した。相応の販売費用をかけて売り出され
た商標が，
「囮商品」として特売されることとなったのである。

１－３

瓶詰清酒の囮販売

明治期まで，酒造家は，問屋ごとに異なる問屋商標によって自家酒を出荷
していた。一般消費者にとって清酒商標とは問屋商標を指し，どの酒造家に
よって醸造されたのかについてはあまり問題にならなかった。大正から昭和
初期にかけ，灘・伏見の一部の酒造家は，東京で直営店を開設し，自家商標
によって販売，広告宣伝することで自社商標の浸透＝ブランド化を推進し，
成長した（二宮，2013）
。しかし，販売費用をかけてブランド化を推進した
酒造家の商品こそが，囮販売の標的となった。
囮販売は，囮商品の価格割引（特売）によって買物客を誘引しようとする
販売手法で，しばしば，仕入原価を下回る価格で販売された。囮商品は「安
かろう，悪かろう」では，顧客誘引効果は見込めない。囮として効果の上が
る商品は，品質が標準化し，宣伝広告された，
「有名」の特定商標品であっ
た。当時，ビールは，酒販店の主力商品ではなかったが，中元など夏場の贈
答品として宣伝され，次第に売り上げを伸ばしていた。ビールは全て瓶詰さ
れ，品質が標準化していたため，囮商品として最適であった（東京小売酒販
組合，1963，106 頁）
。
瓶詰清酒の販売量の伸びとともに，瓶詰清酒が囮商品とされるようになっ
た。瓶詰清酒の生産は 1920 年代に伸長したが，瓶詰清酒への移行速度は，
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酒造家により違いがあった。1918（大正 7）年頃の灘酒の容器販売比率は，
樽詰が全体の 82.3％，瓶詰が 17.7％であったが，10 年後の 1928（昭和 3）
年でも樽詰は 63.5％，瓶詰は 36.5%と，灘全体ではまだ樽詰が過半を占めて
いた（西宮酒造，1989，168 頁）
。
一方，積極的に瓶詰に取り組もうとする酒造家は，大規模な自動瓶詰工場
の設立を手掛けた 8。灘で先駆けて瓶詰清酒拡販に取り組んでいた白鶴（嘉
納合名会社）は，樽詰と瓶詰の販売石数の比率を，1919（大正 8）年には逆
転させていた。1927（昭和 2）年，瓶詰工場が完成し，1930（昭和 5）年に
は樽詰と瓶詰の比率は 3 対 7 となり，1931（昭和 6）年には，買酒・他社商
標を含む 39,000 石の瓶詰清酒を販売した（白鶴，1977，253，298 頁）9。月
桂冠も 1930（昭和 5）年，瓶詰工場を完成し，造石高の 3 分の 1，1 万石近
い瓶詰酒を出荷した（月桂冠，1999a，187 頁）
。
ただし，顧客誘引にいかに効果があろうとも，小売商は，売上の主力商品
を囮とすることには慎重であった。なぜなら，価格割引は，小売商にとっ
て，売上高の減少を直接もたらすからである。しかし，小売商の品揃えの幅
が拡がれば，「主」と「従」の商品の売上高に差がなくなり，顧客誘引効果
のある商品を狙いさだめて囮とすることができる。酒販店や問屋が，清酒だ
けではなく，醤油や味噌の他，さまざまな商品を取扱い，品揃えを拡大した
ということは，囮販売の激化＝乱売に拍車をかける要因となった。すでに，
酒類を取り扱う小売店は，清酒を主として販売しているわけではなくなっ
ていた。1927（昭和 2）年には，酒販店における醤油と味噌の売上高の合計

8

瓶詰工場の設備としては，瓶詰機の設置だけではなく，送酒ポンプ，瓶洗浄機，殺菌機，

打栓機，ラベル張機などが必要であった。白鶴の場合，着工から竣工まで 3 年を要している。
9

大正の不況期を反映し，酒造会社各社は低廉品，不良品の「次印」や「処分物」を瓶詰販

売した。しかし，白鶴では樽詰として生産した商品を瓶詰には使わなかったという（白鶴，
1977，263 頁）。
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が，全体の 36％を占めており，清酒売上高の全体に占める割合は，31％に
すぎなくなっていたのである（図表３－１）
。
業種の統合は，問屋の品揃えの拡大によって実現した。酒問屋は醤油を取
扱い，醤油問屋が清酒を取り扱うようになり，互いの取引先小売店に新規取
扱商品を流通させた。加えて，明治期以降，洋酒，缶詰，ソースなどの洋風
調味料，「味の素」に代表される化学調味料などの新興商品も酒類流通に組
み込まれた。新興商業者は，薬種問屋や乾物問屋などの流通ネットワークを
再編し，清酒や清涼飲料を積極的に取扱った。
問屋は，新たな市場を開拓できれば，新規取扱商品の 1 次特約店となるこ
とができた。1 次特約店になれば，生産者から取扱高に応じて累進的リベー
ト（払戻金）が直接与えられ，傘下の 2 次特約店に販売する権利をえた。1
次特約店の座を獲得するためには，より多くの商業者と取引をし，売上をあ
げなければならず，問屋は，販売が見込める有標品（「銘柄物」）の価格割引
や景品添付をしなければならなかった。業種統合は，こうした特約店の地位
をえようとする問屋間の水平的競争を激化させることとなった。
ブランド化を推進した酒造家の有標品は，恰好の囮商品となり，問屋間の
競争手段として用いられた。1926（昭和 2 年）東京酒類商同業組合の調査
によれば，最高品質と位置付けられている酒造家の有標品は，販売価格は
「並」商品よりも高く設定されているが，粗利益率はより低く，瓶詰清酒に
いたっては，販売価格が仕入価格よりも下回る場合があった（図表３－２）。
瓶詰清酒の販売比率が上がれば，酒販店の売上高利益率がさらに低下するこ
とは，明らかであった。酒造家は瓶詰清酒の囮販売に悩まされ，抽選券付き
開函通知券を発行し，瓶詰の流通経路の実態把握に乗り出した。
1920 年代，酒類は，醤油などの調味料や清涼飲料水とともに販売される
ようになっていた。それまで，酒・清涼飲料を取り扱う小売店と，味噌・
醤油・其他調味料を取り扱う小売店とは異なる業種だったが，統合され，
（12）
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「酒類味噌醤油・清涼飲料販売」が，業種店として確立した（竹林，1941，
329-334 頁）。
図表３－１
1927（昭和 2）年の東京酒類商同業組合所属小売業者の売上高および利益構成
取扱商品
清酒樽詰
同 瓶詰
麦酒 1 本売
同 １打売
葡萄酒
焼酎
醤油樽売
同 升売
同 瓶詰
味噌
塩酢その他
雑収入
合計

売上高構成比
24%
7%
10%
9%
4%
3%
15%
4%
7%
10%
6%
3%
100%

利益構成比
32%
5%
4%
3%
2%
1%
11%
6%
6%
7%
4%
20%
100%

粗利益率＊注
16.0%
9.1%
5.9%
4.5%
9.6%
17.0%
10.7%
8.8%
5.9%
5.7%
9.1%
―
12.5%

出所 : 東京小売酒販組合（1963），88 頁より作成。
注 粗利益率は，販売価格に対する，粗利益の割合。

図表３– ２

1926（昭和 2）年の清酒樽詰・瓶詰の粗利益率
名
甲

樽詰樽詰

清酒瓶詰

乙
丙
丁

称
大 関
日本盛
桜正宗
次最上
並上物
並 物
桜正宗
月桂冠
大 関

仕入価格

販売価格

（１升 / 円）

（１升 / 円）

粗利益率

2.55

3

15.0%

2.07
1.67
1.27
（最高）1.75
（平均）1.75
（最低）1.75

2.5
2
1.5
2
1.9
1.7

17.2%
16.5%
15.3%
12.5%
7.9%
－ 2.9%

出所：東京小売酒販組合（1963），89-90 頁より作成。

問屋の供与する商業信用を背景に，囮販売を繰り返す酒販店の経営は不安
定であった。酒販店の乱立による競争激化により，酒販店は，新規開業も多
ければ，廃業も多かった。大阪酒類商同業組合では，1924 年から 1935 年ま
（13）
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で，毎年組合員数の 1 割から 2 割が廃業し，年によっては，新規開業者を上
回る廃業者がいた。1927（昭和 2）年の金融不況後には，廃業者数が特に増
加し，1928（昭和 3）年には，廃業者が新規開業者数を上回った（図表４）。
酒販店が倒産すれば，問屋も「貸倒れ」となり，川上へとその影響は波及し
た。しかし，掛売・延払の決済方式は商慣行として維持され，酒販業界は長
い間「乱売」に苦しんだ。
図表４

大阪酒類商同業組合の新規開業者と廃業者の推移

年 度
1924（大正 13）年
1925（大正 14）年
1926（昭和元）年
1927（昭和 2）年
1928（昭和 3）年
1929（昭和 4）年
1930（昭和 5）年
1931（昭和 6）年
1932（昭和 7）年
1933（昭和 8）年
1934（昭和 9）年
1935（昭和 10）年
1936（昭和 11）年
1937（昭和 12）年
1938（昭和 13）年
1939（昭和 14）年

新規開業者数
548
516
625
626
474
406
401
398
334
347
369
579
830
1,481
715
―

廃業者数
393
300
288
563
552
418
548
361
566
478
281
265
342
382
432
97

年度末組合員数
4,136
4,352
4,689
4,752
4,673
4,661
4,514
4,551
4,319
4,188
4,276
4,590
5,078
7,177
7,460
7,360

廃業率

＊注
n.a.
6%
6%
11%
11%
8%
11%
7%
12%
10%
6%
5%
6%
6%
5%
n.a.

出所：鎌田（1985），46 頁より作成。原資料は，大塚新蔵回顧談。
注：廃業率は，廃業者数 ／（前年度末組合員数＋新規開業者数）として計算。

１－４

組合による価格協定の挫折

前節のような流通システムを改善しなければ，酒類業界全体が共倒れに
なってしまうという危機感は，生産者も商業者も共有していた。すでに
1880 年代から，東京でも大阪でも組合組織の結成により乱売を解決しよう
とする試みがおこなわれた。その第一歩は，組合による酒価の統制であっ
た。酒価を統制しようとするならば，生産者と直接取引する１次問屋だけ
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の取組では難しく，川下の流通業者（仲買，小売店）との協定が必要であっ
た。酒専業問屋がいなかった大阪市場では，いち早く，小売業と仲買を組織
化し，明治末期には価格統制に踏み込むことができた。一方，江戸期，問屋
株により下り酒販売を独占した問屋が存在した東京市場では，取引独占を
巡って問屋，仲買が対立し，協定取り組み時期は若干遅れた。以下，大阪，
東京の順に，酒販業者の組合結成の歴史を振り返り，酒価統制についての動
きをみていくこととしよう。
・大阪市場 10
大阪では，1882（明治 15）年，大阪府の認可を受け，大阪酒類商組合が
発足，1888（明治 21）年には大阪酒問屋組合と提携し，早々に自主的に酒
類価格を統制した（大阪酒類商同業組合，1936，1-5 頁）
。1906（明治 39）
なかだち

年，問屋，仲立業者，小売業者の合計 1,443 名（組合員の販売石高は 48,300
石）によって，大阪酒類商同業組合が認可され，東京よりも早く，酒類販売
業者の組合が結成された。1911（明治 44）年，次の 5 項目について決議し，
組合員に通達した（大阪酒類商同業組合，1936，35-36 頁）。

10

大阪では，地元酒造家が問屋業務を兼業しており，酒造家と直接取引する酒専門の問屋は

いなかった。1880 年代後半以降，灘酒造家が直営店方式をとり，大阪市場の開拓をおこなっ
たため，大阪の酒問屋は，灘酒を直接酒造家から仕入れて販売することはできなかった（二宮，
2012）。大阪の酒問屋は，灘酒造家の直営店から仕入れて 2 次問屋（仲買）として販売するか，
なかつぎ

こ

岡山，山口，広島，島根，香川，愛媛，奈良，滋賀などの地方酒を「仲次」から仕入れ，「小
だ うり

駄売店」と呼ばれる小売店兼業の問屋や，小売店，業務店（料飲店等）へ販売していた。大正期，
大阪の大手酒問屋には，吉川商店（1891（明治 24）年創業），巴屋商店（1913（大正 2）年創業），
吉長商店（1921（大正 10）年創業）の他，鹿島商店，播又商店，堀口商店，喜多本店，松島
商店などの名前があげられ，小駄売屋は 14，5 店あった（秀平，1967，279 頁）。酒造家との
取引はすべて現金で，川下への販売は，現金あるいは委託販売（貸し売り）によっておこな
われていた。小駄売店の売上高のうち，小売としての売上げが 7 割，卸売としての売上げが 3
割であった。
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一，各種瓶詰を定価通りに販売すること（但し小売）
一，各価格は販売元より取り決め，組合事務所へ届出するものを以て定価
を定む，若し不当の定価と認めたるときは協定の上相当の定価に改
むること
一，定価を届出ざるものに対しては役員会に於て決議の上確定したるもの
を以て定価を定む
一，
一升空瓶買い戻しの際は一本金十銭以下に買取ること
一，定価より割戻し，或は値引，又は空瓶一本十銭以上に買戻したるとき
は定款八十三条の範囲内に於て違約処分す
この取り決めは，酒類販売において初めて，商業者により売価標準を協定
する具体的なルールを表記したものであった。
『大阪酒類商同業組合沿革史』
は，売価標準実施の目的について，以下のように説明している。
「凡そ同業者の団体が，組合の組織によって大きく更に強く伸びて行かんが
ためには，統制を完全にして円満なる協調がなくてはならない，殊に同一の
商品を多数によって販売するに当っては，同一商品の売価を一定せしめ社会
の信用を得，商業の本道に基いて正業の発達を期しなくてはならぬ。本組合
はこの点に特に留意し最大任務の一として売価を統制し乱売を防止するため
歴代理事長何れも献身の努力を払い来ったものである（35 頁）。」
これは，同一商品の売価を一定にすることが，販売業者の社会的な信用に
つながることを訴えた内容であるが，小売店頭において複数の酒をブレンド
する樽販売の場合，そもそも「同一商品の売価」を小売段階で決定して協定
することは難しかった。瓶詰清酒の登場により，「同一商品の売価」を特定
することが，はじめて可能になったのである。同年，瓶詰酒乱売取締りのた
めに，下記 13 種の銘柄を「標準酒」とし，最低売価標準を決定した（図表
５）。「標準酒」として掲出された 13 の商標は，小売段階におけるブランド
化に成功していた。直営店において生産者商標の下に販売をおこなっていた
（16）
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甲東会の銘柄が，その中心的存在であった。
しかし，すでに述べたように，瓶詰清酒商標のブランド化の達成は，囮
販売という販売手法を小売商がとる直接的な動機ともなった。米騒動後の
1921（大正 10）年，政府の物価抑制政策により，いったん価格協定の撤回
命令が出されたが，業界をあげて要請し，価格協定は復活した。組合では販
売価格を監視し，違約者の処分を繰り返した。しかし，明らかになったこと
は，組合による価格協定・監視体制では，根本的な解決とはならないという
ことであった。
大阪酒類商同業組合組長の泉谷宗兵衛は，標準価格協定の限界と酒販免許
制度の必要性を痛感し，1925（大正 14）年，
「全国酒類商同業組合連合会」
（全酒連）を設立した。
「全国」とはいっても，東京の組合は加盟しておら
ず，京阪神，横浜，名古屋，熊本，高松の７組合のみの参加であった。し
かし，全酒連設立を皮切りに，泉谷は酒販免許制要望運動をスタートさせた
（鎌田，1985，18-19 頁）
。
図表５

1911（明治 44）年の大阪酒類商組合の標準酒銘柄（13 種）
分類

銘柄名

甲東会会員の商標

沢の鶴，富久娘，菊正宗，金露，白鶴，桜正宗，忠勇，月桂冠

上記以外

泉正宗，世界長，愉快，山星，名山

注：甲東会の創設時の会員は，下線部。分類は，日本醸界新聞社（1966），広告 45-46 頁による。下
線部以外の会員の加盟時期は不明。

・東京市場
東京では，下り酒の 1 次問屋として，
「東京酒問屋組合」
（通称は甲組，
1881 年設立），関東地廻り酒の 1 次問屋および東京酒問屋組合の 2 次問屋と
して「東京酒類問屋組合」
（乙組，1886 年設立）の２つの組合が，1900 年代
までは，東京市場の清酒流通を独占していた（二宮，2013）。この２つの組
合員が，江戸期以来の委託販売をするとともに価格決定権を有していた。こ
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うした商取引も，酒類の流通システムの「乱れ」に拍車をかけていた。
1917（大正 6）年，東京酒類仲買小売商同業組合（設立時の組合員数
3,884 名）が設立・認可された 11。酒販店の乱立による貸倒れの防止と，売
価の統一という目的が掲げられ，組合設立後，ただちに，増量販売をしない
きります

「切升実行」と，ビール，醤油の標準価格の協定に着手した。
1923（大正 12）年の関東大震災以降，東京下り酒問屋は資金力を失い，
信用取引の要として金融機能を果たすことはできなくなっていたにも関わら
ず，樽詰清酒については問屋が価格決定権を有し，延払する商慣行＝委託取
引が維持されていた。1923（大正 12）年に震災手形処理等のため，東京酒
問屋組合，東京酒類問屋組合，更新会，甲東会など合計 49 店を糾合し，「中
央酒類問屋連盟会」が結成されたが，取引改善の動きを進展させることはで
きなかった。
1930（昭和 5）年になって，東京酒問屋組合と酒造家の取引改善案がまと
まり，1931（昭和 6）年度より実行されることとなった 12。その規定は，以
下のようなものであった。

11

同業組合準則に基づき，すでに 1892（明治 25）年，東京酒類仲買商組合（設立時の組合

員数 497 名）が東京府より認可を受けて設立されていた。東京府下には約 4,000 の酒類業者が
存在し，小売商の中には「仲買に長ずる」業者もいたが，「仲買商組合では之等新興の実力者
に対して門戸を開かず，加入を心良しとしなかった模様」であった。1914（大正 3）年，同意
者 2,300 名によって東京酒類小売商組合設置発起の認可を得，それに対抗して 1917（大正 6）
年には 526 名が東京酒類仲買商同業組合設置発起の認可を得た。しかし，実態として仲買と
小売商との区別は明らかではなく，仲買商組合の同意者には，「純然たる小売業者」279 名が
含まれていた。互いに組合設立同意者の争奪戦が展開されたが，東京酒問屋組合・東京酒類
問屋組合の斡旋により，仲買，小売両組合は申請を取り下げて合体することになった（東京
小売酒販組合，1963，3-20 頁）。
12

関東大震災前，蔵敷料として，10 駄につき 2 円を荷主たる酒造家が負担していた。震災後，

同年 11 月 17 日から 1930（昭和 5）年まで，蔵敷料，物品保険料として，10 駄につき 4 円を
荷主が負担していた。酒問屋側は口銭 8 歩への引き上げを酒造家に要望していたが，承認を
得られず，従来同様の 7 歩口銭のままに据え置かれた。
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一，各月の送金は駅着 20 日までの荷物に対し概算金を翌月 10 日迄に送付
する事
二，各月概算代金の送付は約束手形を以てする事を得此場合は支払期限を
90 日以内とする事
三，毎年度仕切書を左記に区分し各期末の翌々月中に作製送付する事
第1期

4，5，6 月

第2期

7，8，9 月

第3期

10，11，12 月

第4期

翌年 1，2，3 月

但し第 1 期，第 3 期は値極めとし第 4 期（年度最終）仕切の際精算する事
四， 年度仕切の残金は受入荷物の売片付を以て決済する事
（以下，略）
この協定により，ようやく，酒造家は自家酒の販売価格を 1 年後に知らさ
れるということはなくなり，約束手形によって短期決済をおこなうことを東
京酒問屋は決定した（横地編，1943，356-359 頁）
。しかし，その決定に従う
仲買，小売店はなく，取引制度は従来のままに据え置かれた。
第１次世界大戦以来，物価は高騰し，米騒動にまで発展した。米騒動の後
の 1921（大正 10）年，政府の物価抑制政策により，大阪市場同様，東京市
場においても価格協定の撤回命令が出されたが，1933（昭和 8）年，東京小
売酒販組合の協定価格の復活の要望が認められた。価格協定のできる商品
が，以下のように定められた（図表６）
。樽詰・缶詰醤油以外は全て，瓶詰
商品が協定対象商品となった。ビールを代表とした瓶詰商品は小売店頭にお
いて囮商品として乱売の対象となり，価格競争に巻き込まれていた。
東京酒類仲買小売商同業組合は，重要物産同業組合法に基づく組合であっ
たため，組合組織地区内において営業する業者には強制加入権が付与されて
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いた。しかし，強制加入権が組合に認められたかどうかに関わらず，以上の
ような価格協定の実効性があったとは言えなかった。東京酒類仲買小売商
同業組合は，商品の標準価格表を作成，配布し，その回数は 20 回にも及ん
だが，乱売を抑止することはできなかった。乱売発生要因が，掛売・延払
といった決済方法だけではなく，商業者の品揃えの幅の拡張にあったからで
あった。清酒問屋が醤油を扱い，醤油問屋が清酒を扱うようになった。こう
した「業種」の垣根を越えた問屋間競争が，乱売をさらに激化させていたの
である。次章において，醤油問屋の変化について述べていこう。
図表６

東京小売酒販組合の協定銘柄
商

品

分

類

清酒瓶詰
（甲東会会員の商標）

銘柄名
白鶴，富久娘，菊正宗，桜正宗（＊注 1），大関，白鹿，
忠勇，キンシ正宗，月桂冠

清酒瓶詰（上記以外）

東自慢，菊華，金亀

白酒瓶詰

花白酒，江戸の草分白酒

味醂，焼酎瓶詰

宝味醂，万上味醂，金扇味醂，宝焼酎，花形焼酎，ダ
イヤ焼酎

麦酒瓶詰

ヱビスビール，ユニオンビール，キリンビール，サク
ラビール，オラガビール，化粧箱（＊注２）

洋酒瓶詰

赤玉葡萄酒，蜂葡萄酒，大黒葡萄酒，信玄葡萄酒

醤油
（16 リ ッ ト ル 樽 詰，2 リ ッ
キッコーマン，ヤマサ，ヒゲタ，マルキン，化粧箱
トル瓶詰，8 リットル瓶詰，
8 リットル罐詰）
出所：東京小売酒販組合（1981）70 頁より作成。
注１：甲東会の創設時の会員は，下線部。その他分類は，日本醸界新聞社（1966），広告 45 － 46 頁
による。下線部以外の会員の加盟時期は不明。
注 2：化粧箱とは，贈答用箱詰のことを示す。中元，歳暮にこれら瓶詰商品が用いられた。
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２．新しい業種店の誕生―清酒と醤油，洋酒の流通システムの統合

２－１

清酒と醤油の生産体制

明治中期から戦時体制下にいたるまで，清酒の造石高は，戦争および景気
動向に応じて年ごとに大きく変動した。重なる酒造業に対する増税の影響
もあり，第 2 次世界大戦前の全国の造石量は，第 1 次大戦景気による 1919
（大正 8）年の 5,877,162 石がピークとする数年以降，停滞的に推移した（図
表７）
。
酒造場の数が急激に減少し，1899（明治 32）年に 14,731 あった酒造場は，
1935（昭和 10）年には 7,635 と半減した。地方の零細規模の酒造場が淘汰さ
れ，1 酒造場あたりの造石高は，1899（明治 32）年には 275 石であったが，
1919（大正 8）年には 604 石となり，その後，500 石程度前後となった。灘
産地は着実に成長にとげ，1 酒造家あたりの造石高は，1884（明治 17）年の
1,275 石から，1936（昭和 11）年 5,647 石まで増加していたが，ただし，こ
の増加は，蔵の増設・買収によって実現していた。1 蔵あたりの最高造石高
が 1,000 石という数字は，江戸期以来変化はなかった。
第二次世界大戦後まで，清酒生産は，通年生産ではなく，約 3 ヶ月の冬季
仕込に限定され，清酒製造の近代化，機械化も部分的で緩慢にしか進まな
かった。確かに，1886（明治 19）年から蒸気機関を導入した精米がおこな
われたが，1930（昭和 5）年から酒造用電動竪型精米機が急速に普及するま
では，水車精米も併用されていた。また，1920 年代，木桶からホーロー製
タンクへの切り替えなど醸造器具の近代化や，瓶詰工程の自動化など，一部
工程の機械化はおこなわれてはいたが，醸造工程自体の近代化・機械化は
やまおろし

もと

，
ほとんど進まなかったといってよい。1909（明治 42）年に「山卸廃止酛」
そくじょうもと

1909（明治 43）年に「速 醸酛」13 が開発されるなど，醸造研究は着実に進
せいきく もろみ

んではいた。しかし，蒸米，製麹，醪搾りといった，酒造における中心的工
（21）
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程の機械化，自動化，連続化による量産体制の確立は，1950 年代半ばまで
は実現しなかった（図表８）
。
他方，醤油生産は，1920 年代，近代化が積極的に推進された。1917（大
正 6）年に合同により発足した野田醤油がその動きを先導した。積極的な設
備投資をおこない，1926（昭和元）年には近代的量産工場を稼働した。次節
で醤油産業の歴史をごく短く振り返ることとしよう。
図表７

1872（明治 5）年 -1945（昭和 20）年における全国の清酒と醤油造石高の推移

石高
6,000,000

5,000,000

清酒造石高
醤油造石高

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

1942

1937

1932

1927

1922

1917

1912

1907

1902

1897

1892

1887

1882

1877

1872

0

出所：清酒造石高は白鶴編（1977），180 頁，195 頁，212 頁，248 頁，292 頁，333 頁より，醤油造
石高は，深井（1954），1918 年以降はキッコーマン（2000），666 頁より作成。
注 1：1 石＝ 0.18KL として換算。
注 2：醤油造石高は，溜も含む。清酒・醤油ともに自家消費用は除く。

13

速醸酛は，乳酸と，純粋培養した酵母を添加する醸造方法である。安全かつ短期間に一定

品質の酒母を育成できることとなり，全国的に普及した。昭和期には全国清酒の約 2 割が速
醸法を採用したが，灘の酒造家は従来型の生酛法を維持した（新保，1962）。
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酒造工程の流れ

仕込（発酵）
樽詰・瓶詰

火入れ

おりびき

滓引・清澄

熟成

搾

米

圧

蒸

米

醤油流通の概要

もろみ

{

醪 仕込
もと
酒母（酛）仕込
製麹

洗

米

精

２－２

18 世紀前半，江戸に入津する醤油の 4 分の 3 は大阪からの「下りもの」
であったが，18 世紀半ばから銚子，続いて野田が醸造地として発展を遂げ，
関東地廻り醤油が江戸市場を席巻した。1821（文政 4）年には，江戸に入荷
する醤油 125 万樽のうち，123 万樽を関東地廻り醤油が占めるようになって
いた。関東地廻り醤油の取扱いは，醤油仲間が清酒同様に独占していた。
明治維新後，1887（明治 20）年，江戸醤油仲間の流れをくむ東京醤油
問屋組合が，同業組合準則に基づき，同業組合として認可された（藤原，
1999）
。東京醤油組合には，形成時から酒問屋が含まれていた。1913（大正
2）年における東京醤油問屋組合の会員は 19 店で，以下の通りであった（図
表９）
。金星鈴木商店（鈴木忠右衛門）
，広岡助五郎（加島屋）は下り酒を直
接蔵元から仕入れる 1 次問屋で東京酒問屋組合員であり，中沢彦吉，鈴木忠
右衛門（後の金星鈴木商店）
，和田善平は，東京酒類問屋組合員（地廻り酒
の 1 次問屋であり，下り酒仲買）であった。
醤油流通は，清酒同様，江戸期以来の問屋委託取引であった。醤油問屋
は，
「仕切価格」
（醤油醸造家と問屋との取引価格）に対する一定比率の手数
料を受け取っていた。仕切価格は東京醤油問屋組合員の合議によって決定さ
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れた。問屋組合には，東京市場向けに組合員以外の問屋と取引する醸造家の
商品は一切引き受けないという組合内規があり，醸造家側も問屋組合員以外
には出荷しないことになっていた 14。
図表９

1913（大正 2）年の東京醤油問屋組合員（19 店）
商

品

分

類

東京醤油問屋組合のみに所属

銘柄名
浜口吉右衛門，岡田商店（善五郎），遠山市郎兵衛，
中条商店（瀬兵衛），国分勘兵衛，岩崎重次郎，
蜂須賀与兵衛，森六郎，中井半三郎，高梨仁三郎，
中野長兵衛，村上治兵衛

兼

東京酒問屋組合（下り酒問屋） 金星鈴木商店（鈴木忠右衛門），広岡助五郎

兼

東京酒類問屋組合

和田善平，高崎為造，中沢彦吉東店（熊五郎），
升本喜三郎，鈴木新助＊注

出所：『大日本酒醤油業名家大鑑』（1912）より分類，作成。
注：当時の商家は，別家，分家制度をとっていたため，店主名で記載されている。鈴木家，升本家，
中沢家がそれに該当する。推定して，分類した。

こうした問屋主導型流通システムから脱しようと，1881（明治 14）年，
野田の醤油醸造家を中心とした 15 名の醤油醸造家と 1 名の東京醤油問屋と，
共同販売会社として東京醤油会社を設立し，醤油問屋を中抜きして販売しよ
うと試みた。この東京醤油会社の中心メンバーであった茂木佐平治は，自家
商標「亀甲萬」を 1885（明治 18）年頃に商標登録し，東京醤油会社を売捌
元（1 次特約店）とした 15。しかし，この当時は東京市場において醤油問屋
の手を通さない販売は難しく，1889（明治 22）年には解散を余儀なくされ
た。（藤原，1999，72 頁）
。醤油は主として醤油店で販売され，醤油店はす
べて旧醤油問屋仲間と取引をしていた。この当時，旧醤油問屋仲間の販路を

14
15

林（1986），246-253 頁。
『読売新聞』1885 年 7 月 15 日付広告。
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利用しなければ，東京市場での販売は不可能であった。醤油問屋は荷受問屋
といえども，特定の醸造家と排他的な取引をおこなっているわけではなく，
醸造家は清酒同様，問屋商標の下で販売していた（図表 10）。
1890（明治 23）年，醤油原料が 5 割以上高騰した際，1 府 6 県醤油醸造家
東京醤油問屋組合連合会（関東連合会）が設立された。原料高，製品安とい
う事態に直面した醤油業界は，醤油の市価の維持のために，各醸造組合の移
図表 10

1890 年代頃の醤油問屋と醤油醸造家との取引関係

問屋名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

浜口吉右衛門
岡田善五郎
遠山市郎兵衛
中条瀬兵衛
国分勘兵衛
中沢熊五郎（彦吉）
森六郎
中井半三郎
高梨仁三郎
中野長兵衛
高崎為造
村上治兵衛
榛原嘉助
鈴木忠右衛門
岩崎敬次（重次郎）
増田嘉助
高崎長左衛門
升本喜三郎
蜂須賀与兵衛
牧原仁兵衛
中沢彦七
鹿島利左衛門（利左平）

醤油醸造家名（代表的商標名）（取引年）
茂木七郎右衛
広屋儀兵衛
田中玄蕃
茂木佐平治
門
（ヤマサ）
（ヒゲタ）
（亀甲万）
（キハク）
（1889 年）＊注 （1895 年）
（1896 年）
（1902 年）
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○
○

○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○

○

出所：林（1986），249 頁，ヤマサについては，同，254-255 頁，ヒゲタは，読売新聞（東京），1895
年 8 月 18 日（朝刊 6 面），キッコーマンは，朝日新聞（東京）広告 1896 年 12 月 16 日（朝刊 6 面広告）
より作成。なお，一部，廃業した組合員はリストから除いた。
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入高と問屋の販売高を照合確認することによって，東京市場への醤油出荷を
制限した。
1910 年代，銚子と野田の醤油醸造業者が相次いで合同・合併し，1914( 大
正 3) 年には，銚子醤油合資会社（1918（大正 7）年に株式会社に改組，以
下，ヒゲタ），1917( 大正 6) 年に野田醤油株式会社（資本金 700 万円。以下，
キッコーマン）が誕生した。1918( 大正 7) 年，濱口儀兵衛（以下，ヤマサ）
は山十醤油を買収し，1928（昭和 3）年にはヤマサ醤油株式会社となった。
キッコーマンの生産石高の総計は，205,468 石にも達した（野田醤油，
1940，147-148 頁）。合同の際，問題になったのは，商標の整理であった。8
家の合同により誕生したキッコーマンは，商標登録されたものだけで「二百
数十種」の商標を保有していた（日本食糧新聞社，1967，162 頁）
。まず各
家の代表印 8 印に整理し，合同から 10 年を経た 1927（昭和 2）年，東京市
場において商標を「亀甲萬」に統一した（キッコーマン，HP）。ヒゲタも，
3 つの商標を「ヒゲタ」に統一して対抗した。東京市場では三印による寡占
化が進行し，1926（大正 15）年には東京市場での三印の市場シェアは 70％
を超えた 16。
醤油業界でも清酒と同じく景品付特売が盛んにおこなわれた。これを放任
すれば過当競争によって業者は共倒れの危険があるとし，醤油業界は，醸造
家主導の元，問屋主導型流通システムを清酒産業よりもいち早く変革しよう
と試みた。
1926（大正 15）年，キッコーマン，ヤマサ，ヒゲタの，三蔵は，東京醤
油問屋組合の販売区域に限り，販売協定をおこなうこととなった。キッコー
マンは 5.5，ヤマサ 3.2，ヒゲタ 1.3 の比率で出荷数量を定め，同時に委託販
売制度をあらため，値決め取引へと移行し，醤油共同取扱所を設置した（三

16

花井（1990），355 頁。また以下の醤油取引については，池田（2004）による。
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蔵協定）。醤油醸造家は，手形制度の導入にも着手した。手形制度導入の目
的は，問屋の裁量的な価格設定のコントロールと，問屋からの代金決済の短
期化・確実化にあった。1927（昭和 2）年，三印の価格協定（建値）が合意
に達し，東京市内 15 区および隣接郡部（現在の東京 23 区）への直接配送を
開始した。
東京市場における醤油醸造業の寡占化の流れを受け，醤油問屋は醸造元別
に再編された。1928（昭和 3）年 3 月，茗荷屋商店と浜口商事会社の醤油部
が合併し，広屋商店となり，同年 6 月，野田醤油の店受問屋であった中野商
店，村上商店，中井商店，高梨仁三郎商店，高崎屋は合併して小網商店と
なった。丸玉商店は，蜂須賀商店を合併し，翌 1929（昭和 4）年には和田善
平，加島屋（広岡助五郎）
，鈴木新助が合同し，合資会社鈴木商店が設立さ
れた。
「
（醤油問屋の経営は）すでに東京市場において寡占を果たした三印の
商品をいかに大量に仕入れるかにかかっており，それが故に，問屋は荷を請
ける醸造元別に再編されていった」
（藤原，1999，88 頁）
。醤油問屋は，醸
造家から累進的な割引リベート（
「蔵元割戻」
）を供与された。これが乱売の
原資となった。
東京醤油問屋組合構成員は，以下の 11 店となっていた。
広屋商店，国分商店，小網商店
丸玉商店，牧原商店，森六商店，中条商店，升本喜三郎商店，
鈴木商店，鈴木忠兵衛，遠山商店
三蔵は東京醤油問屋組合に，30 日サイト銀行払手形取引の導入を通達，
小売商側（東京酒類商同業組合）にも同意を求めた。小売商側は猛反発し，
折衝を十数回にわたって続けたが，結局はサイトを 5 日だけ延長し，35 日
とすることで妥結した（東京小売酒販組合，1963，103-105 頁）。手形取引移
行にともない，三印は出荷制限し，価格統制することを決定し，三印の出荷
比率を亀甲万 50％，ヤマサ 32％，ヒゲタ 18％と定めた 17。
（27）

― 166 ―

1927（昭和 2）年に実質的取り組みがはじまった三蔵協定は，早くも翌
1928（昭和 3）年下半期から足並みが乱れ始めた。小網商店と国分商店に対
抗しようと，広屋商店は，1927（昭和 4）年には３印の共同仕入れ会社（Ⓐ
共同会）を遠山商店，中条商店，牧原商店，升本商店とともに設立した。
1930（昭和 5）年には，小豆島の丸金醤油が東京市場に進出した 11。三蔵と
東京醤油問屋組合に対して「反感を持つ」小売店が中心になって，東京市場
での販売を丸金醤油に呼びかけて実現したものであり，乱売に拍車をかけた
（日本食糧新聞社編，1967，164 頁）
。
ついに，1932（昭和 8）年，ヒゲタは三蔵協定を脱退し，より一層激しい
景品付き乱売が再開し，翌年，全国各地に波及した。醤油業界のみの手形取
引の導入や，出荷制限だけでは，囮販売や乱売が収束しないことは明らかで
あった。

２－３

洋酒産業の勃興

新興商品である洋酒およびビールの販売は，清酒問屋ではなく，薬種問屋
と缶詰食料品問屋が担い，それらの一部が洋酒缶詰問屋となった。神谷伝兵
衛の蜂印香鼠葡萄酒と寿屋の赤玉ポートワインは，自社商標で販売したが，
販売自体は問屋にまかせていた。神谷伝兵衛の蜂印香鼠葡萄酒は，近藤利兵
衛の一手捌，赤玉ポートワインは，鈴木洋酒店，日比谷商店，川井商店，神
崎商店，国分商店が 1 次特約店となった。他方，洋酒缶詰問屋は，洋酒製造
免許を受けている洋酒製造業者に製造を委託し，各自の問屋商標（手印）を

17

具体的には，①三印の東京市場向け出荷価額比率を協定し，② 3 社製品の「共同荷扱所」

を設置し，これを醤油問屋との取引窓口にし，③従来の問屋委託取引をメーカーによる「値
極取引」にし，問屋との決済価格を事前に協議し，④問屋がメーカー指値を無視して販売し
た場合他，問屋に乱売行為があった場合は，共同荷扱所から当該問屋に警告を発し，場合によっ
ては三印の出荷制限，出荷停止をおこなう，というものであった（池田，2004）。

（28）

昭和初期の酒類流通における
商業者の品揃えの拡大と乱売の発生（二宮）

― 167 ―

つけて発売した（図表 11）
。
図表 11

明治，大正時代の主要洋酒問屋の商標と委託先
洋酒問屋

問屋商標
桐印葡萄酒，孔雀印ブランデー，孔雀印
国分商店（国分勘兵衛）
葡萄酒，M・H ブランデー，M・H ウイスキー

製造業者
平井商店

地球握印興奮葡萄酒，馬蹄印葡萄酒，ラ 平井商店
イオン・スイートワイン，ディプロマ・
鈴木洋酒店（鈴木恒吉） ウイスキー，特号葡萄酒
戦勝記念ビール

札幌ビール

内田甘泉堂

無印葡萄酒

平井商店

藤井長次郎

象印葡萄酒

平井商店

服部直吉
ラッパ印葡萄酒，興奮ブランデー
川井商店（川井敬次郎） 葡萄園印葡萄酒
日比野商店（日比野房吉） 猫印古加葡萄酒

大倉商店
大倉商店
大倉商店

倉島恒太郎

花蝶葡萄酒

大倉商店

亀田延次郎

金貨葡萄酒

大倉商店

神崎商店（神崎三郎兵衛） 鵞鳥印葡萄酒
三沢屋商店（小島仲三郎） 太陽印ジン・ファンデル

大倉商店
大倉商店

出所：日本和洋酒缶詰新聞社（1974），92 頁。

1910 年代前半，四方合名会社（のちに，宝酒造株式会社）をはじめ，新
式焼酎製造会社が誕生した。
「新式焼酎」とは，甘藷や馬鈴薯などのデンプ
ン質を原料として連続蒸留機によって製造したもので，96 ～ 97 度の高純度
のアルコールを水で薄めたものを焼酎として販売したものであった。アル
コールの製造法として，非常に効率が良いため，そのうち，新式焼酎製造会
社から洋酒を製造する業者があらわれた。これにより，洋酒問屋は工場での
製造を止め，新式焼酎製造会社の人工甘味葡萄酒，人工ウイスキー，人工ブ
ランデーなどを購入，瓶詰して販売するようになった。当時の人工洋酒は，
アルコールを割水して香料と色素を入れたようなものであった。大手の洋酒
問屋以外，洋酒問屋は洋酒瓶詰業者を兼ねるようになり，業界からは「かき
まわし屋」と異名をとった（日本和洋酒缶詰新聞社，1974，93 頁 ; 日本食糧
新聞社，1967，273 頁）
。
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てんま

大阪市場では，道修町の薬種問屋と天満の乾物問屋が中心となって洋酒流
通を担った。道修町，天満ともに，集散地問屋が集積する問屋街であった。
大阪市道修町で薬種問屋を営んでいた小西儀助商店（現，コニシ）は，輸入
洋酒類を販売するとともに，赤門印ぶどう酒を取り扱った。また武田長兵衛
商店（現，武田薬品工業）もいち早く洋酒・食料品部を設け，輸入洋酒を販
さいばら

売した。1878（明治 11）年，祭 原伊太郎商店が創業，輸入洋酒食料品を卸
売し，東京，神谷伝兵衛の蜂印香鼠ぶどう酒の大阪１次特約店となった。
日清戦争後には，ソースとカレー粉が登場し，これらを大阪道修町の薬種
問屋が販売するようになった。さらに愛知県の蟹江市太郎（のちに一太郎と
改名）がケチャップを販売，1925（大正 14）年には中島薫一郎の中島商店
からキューピーマヨネーズが発売された。これら新しい洋風調味料は新興商
人が新しく開拓した販路を使って，販売された。こうして構築された洋酒缶
詰問屋の流通ネットワークを通じて，清酒が販売されるようになっていた。

おわりに
清酒は，清酒のみを取り扱う専門の酒類商によってばかりではなく，清酒
以外の商品を取り扱う商業者によっても担われるようになった。従来，醤
油，酒，乾物，食料品は，それぞれ商品種類別に業種店が経営されていた
が，明治中期以降，業種の取扱商品の幅を超え，多様化した品揃えをもつ小
売店が登場した。酒販業界の流通システムは，こうした小売店の品揃えの拡
大により新しい局面を迎えることとなった。
酒問屋は醤油を取扱うようになり，醤油問屋が清酒を取り扱うようにな
り，互いの取引先小売店に新規取扱商品として流通させようとした。新興商
業者は，既存の問屋の流通ネットワークを再編し，清酒や清涼飲料を積極的
（30）
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に取扱った。問屋は，取扱商品の新たな市場を開拓できれば，生産者から 1
次特約店の地位をえることができた。1 次特約店になるためには，より多く
の商業者と取引をしなければならず，問屋は，1 次特約店の地位をえるため
に，価格割引や景品添付をしなければならなかった。業種統合は，こうした
特約店の地位をえようとする問屋が，水平的競争を激化させ，乱売を引き起
こしたのである。
そして，ブランド化を推進した酒造家の瓶詰清酒が恰好の囮商品となり，
問屋間の競争手段として用いられた。酒販店や問屋が，清酒だけではなく，
醤油や味噌の他，さまざまな商品を取扱い，品揃えを拡大したことは，囮販
売の激化＝乱売に拍車をかける要因となった。乱売に明け暮れる酒類の流通
システムは不安定で，酒造家および酒販業者の倒産が後を絶たなかった。こ
うした酒類の不安定な流通システムの是正は，酒販免許の導入を待たなけれ
ばならなかった。詳細は次稿で述べることとする。
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