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この書名か ら､なんの本かわかる人は､その道
の専 門家 か､か な りな食通 な人であ ろ う｡ 実 は､
福 岡市 を中心 に展開 している､醤油 を主 とした調
味料製造販売会社 の社史である｡ 著者 は､株式会
社 ジ ョーキュウの社長 自身である｡
では､なぜ会社 の社史 を地理の学会誌 に紹介す
るのか とい うと､本書が醤油の地理学の事例 とし
て､適切 と評価 したか らである｡ 醤油の地理学 と
い う用語があるのか定かではないが､醤油の地理
学的研究が米や野菜 な ど身近で必要不可欠 な食品
の地理学の一部 になることは明 らかであろう｡ 硯
に､数 は多 くないが､学会誌 に論文 (
高木亨 :坐
産 と流通か らみた 日本の醤油醸造業 と醤油曙好の
地域性.季刊地理学 57巻 3号.な ど) を見 ること
がで きる｡ お茶の水地理学会は､以前､野 田市 に
ある醤油工場 の巡検 を行 っている｡
第一章筑前紺屋 町桶屋 では､安政年 間(
1
850
年代後半)
の福 岡の地誌 の概要 と､それ に先立つ
江戸時代初期 に武士か ら商人に変わった創業のい
きさつが､平和 の到来で武士達の リス トラが断行
された時代背景 とともに述べ られている｡
第二章桶屋醤油の旅立 ち 第三章御用聞町人半
次郎 第四章御一新 の嵐 は､幕末の武家社会の
経済的変化､それに対応 した営業品 目の変更､藩
財政悪化 による献金の要請 な どの時代 的変容のな
かで､商業的資本の発展 に伴 う分家 として､醤油
製造販売業桶屋が独立 (
安政 2年) して発展 した
経緯 を記 している｡ そのなかで､黒船襲来で博多
湾 に も必要 とされた台場建設､維新前夜幕府 の指
示 で預 かった勤皇派の公家三条実美 らを黒 田藩 が
冷遇 した とされたことの謝罪 としての戊辰戦争で
の東北派遣命令 に伴 う莫大 な戦費調達 な どで､献
金が求め られた状況が語 られている｡ 更 に､明治
維新 にな り､西南戦争が始 まると､商家の座敷が
官軍の宿舎 に割 り当て られたことな ど､献金 だけ
でない戦争 の直接 的影響 も示 されている｡
第五章家族の杵 に措 かれた時代 になると､明
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治の世が治 まって きた ものの､初代 の引退後間 も
ない時期の二代 目の若死 に､親戚一族 に よる経営
の維持､三代 目の若夫人の死 と､高齢社会の現代
では想像 もつかない､平和 ではあって も死亡率の
高い不安定 な時代が浮 き彫 りにされてい る｡
第六章醤油屋か ら醸造業へ 第七幸久吉の説 く
商人道 か らは､明治政府が始めた全 国の人口 ･
産業 ･寺社仏 閣 な どの調査 の結果が､ 当地では
｢
福 岡県地理全誌｣ として刊行 され､桶屋 の出荷
高 も掲載 されているこ と (
明治 8年)､ 日清戦争
の戦費調達のため造石税が醤油 にも課せ られるよ
うになったこと､殖産振興政策 により福 岡市醤油
同業組合が設立 されたこと､組合が醤油醸造研究
所 を開設 したこと､品評会が始め られた ことなど､
わが国の明治か ら大正 にかけての経済的発展の一
端 を知 ることがで きる｡ ちなみに､桶屋 はなんど
か優秀賞や金賞 を受賞 して､上級の技術 をもつ こ
とが示 され た とき､ ｢上 久｣ とい う商標登 録 を､
現在のロゴ形式で､制度創設後の早い時期 に行 っ
た (
明治 43年)｡
第八章桶屋醤油の展 開 には､明治末 の桶屋の
販売先 と簡単 な販売先 マ ップが添 え られてい る｡
これによる と､舟運が利用可能な､九州北部沿岸
が商圏になっていることがわかる｡
第九章離陸の時代 第十華人 と技術 の章では､
大蔵省が税収増 を図るため､帳簿の整備 など管理
体制のあ り方 を指導 したこと､醸造試験所で長期
間の講習 を行い技術 の向上 に努めこと､それによ
って醤油醸造の近代化が推進 されたことが記 され
ている｡
第十一章戦争の時代 については､第二次世界
大戦下の原料不足､経済統制か ら､焼夷弾 による
火災の消火 まで､生々 しく当事者の思い出を語 ら
せている｡
第十二幸醤油業 に転換期 第十三幸低迷か らの
脱 出 第十 四章醤油 か ら調味料 ‑ の各章 では､
戦後の混乱か ら自由競争 に直面 させ られた苦難の

‑ 91‑

お茶 の水地理 (
Annal
so
fOc
hanomi
z
uGe
ogr
a
phi
c
alSoc
i
e
y),vol
t
.
46,2006

状況 と新 たな対応が､経済政策の変遷､技術 の革
新､晴好の変化､大阪万博 を契機 とする外食産業
の進展､宅配産業の発生 な どを背景に､麹造 りの
共同化､ア ミノ酸液混合 タイプの拡大 な ど､経営
や技術 の例 を挙げて詳細 に記述 されている｡
第十五章変革の十年 第十六章新時代‑の挑戦
において､バブル と崩壊後の対策が明 らかにされ
ている｡ 合名会社か ら株式会社 ジ ョーキュウに変
更､開発室の強化､工場 の増設､商品のサ イクル
の短縮化 ､安全管理 の徹底 ､値下 げの要求 な ど､
社会や経済の激動 に対応が求め られる経営者の苦
衷が察 しられる｡
第十七草誠実 と信用 に至 る と､会社 の規模 ､
販売先､商品種 目など､会社案内的に紹介すると
ともに､書かれた社訓 はないが､代 々受 け継がれ
て きたのは､ ｢誠実 と信 用｣ であ る こ とを述べ ､
支持 して くれた顧客や関係者､守 って きた職員 に
感謝 して終わっている｡
会社の社史 とい うものは部外者が読んで も面 白

くない ものだが､社史編纂室が職務で編集す るの
でな く､社長である自分が書 くのであるか ら､読
み物 となるよう工夫 をこらして綴 ってみた と､本
人が ｢あ とが き｣ で断っている｡
読 んでみると､醤油や食品地理の門外漢 にも面
白 く､一気 に読み終わって しまった｡プライバ シ
ーに関ることではあ るが､著者 は元 NHK職員で
婿養子の経営者である｡ 見識が広 く､筆致 は巧み
で､記録文書やオラル ヒス トリーを基 に､社会的
背景､業界の経営 ･技術 の変化 を興味深い話題で
簡潔 に綴 り､貴重 な写真 を豊富 に用い､一企業の
歴史 を通 して､九州北部の醤油醸造業の発展 と現
在 を紹介 している｡ 残念 なが ら､城下町について
かな り述べ られているが､ タイ トルか ら期待 され
るほ どの､経済や地域 の構造的記述 はない｡それ
には関わ りな く､気楽 に読めて知識が得 られる書
である｡ 非売本ではあるが､お茶の水女子大学地
理学教室の図書室 に寄贈 されているので､ ･
読す
ることをお勧め したい｡

