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要 旨 
 

旧岩田商店の家屋は、 福岡県北九州市門司区東本町に位置する北九州市指定文化財である。 所有者である岩田
基氏(以下、基)は、大学で声楽を学び、 現在は蔵を改装し、 ウィーンで学んだ声楽を披露するコンサートを開い
ている。 岩田商店は基の祖父母によって創業された酒店である。 創業後まもなく建てられた家屋はいくどもの
災害や戦争被害から逃れ、2022年に築100周年を迎えた。 大正時代の日本の世相を表現する見事な町家建築で
あり、文化財認定の際に建屋に対する調査がなされている。 しかし、この岩田商店そのものの歴史について書か
れた記録は、ほとんど公にされていない。 
基の話によると岩田家は岡山にゆかりのある家系であり、その歴史は江戸時代中期にまでさかのぼることがわ
かった。そこで筆者は、 岩田商店に生きた人々、 すなわち岩田家の歴史に焦点を当てて現地調査をおこない、
岡山から門司に至る経緯を明らかにしようと考えた。 
調査を進めると、旧家の一部は今も現存しており、江戸時代の岩田家は北前船の寄港地であった玉島港の廻船
や繰り綿問屋であったことがわかってきた。 さらに、岩田家はそもそも造り酒屋としての顔をもっていた。また、
家系図をみると、跡取りとして婿養子を頻繁にとっていることがわかった。 これは商家独特な女系による事業継
承であると考えられ、岩田商店においては近代に入ってもこの傾向が続いている。 
明治時代を迎え日本に近代化の波が押し寄せると、蒸気機関の導入によって船の大型化や鉄道網の敷設が開始
される。流通の主体が帆船から汽船へ移り、さらに鉄道へと移行する。 大型化した船に対応できなかった玉島港
の賑わいが衰えはじめるころ、 岩田家は火事をきっかけに門司港へ進出した。 
当時の門司港は特別輸出港として開港し、瀬戸内海地域に加え大陸との航路を結ぶことで、国内外から物資や
人々がゆきかう国際港となっていた。 この時期の門司港では出光など多くの企業が生まれている。岩田家は、ビ
ールの需要と鉄道による流通に注目し販路を広げる。 日露戦争や第一次世界大戦によって酒類の需要が高まり、
料亭や駅の食堂車などの卸売りも増加した。 戦時中に海外進出をせず、空襲の被害も逃れた岩田商店は、戦後も
事業を展開していく。 基の父・一三は、1975 開通の山陽新幹線での酒類販売権も獲得している。 全般的に､ 借
金に手をださないという理念のもと、自己資金で賄う堅実な経営であった。 
門司港の国際色豊かな文化的背景から音楽家としての基は育った。跡取りとして期待されていた妹が婚出した
ため、ウィーンでの留学から帰ってきた基は店を継ぐことになる。 しかし、時代が平成に入り、 酒類販売業に
規制緩和が施されたことで酒の流通が変わりはじめたため店を畳む。 借金を負うことなく資産を整理した基は、
岩田商店の蔵を自身の声楽を発表する場所として改装し、今に至る。 
岡山から門司へわたった岩田家は、近世から近代にかけて、つねに時流を読みながら店や家を繋いできたこと
が今回の調査からわかった。こうした岩田商店の歴史は、その時々の社会を映す鏡となり、同時に基の生き方は、
門司港を舞台にそうした時代が確かに存在したことを示す最後の光でもある。 
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第 1章 研究の背景 

 

1-1 岩田基氏について 

 岩田商店は、福岡県北九州市門司区東本町２丁目に位

置し、関門国道トンネルに続く国道 2 号線と県道 72 号

線の交差点の一角をなす。「かつて酒屋だった場所で、声

楽を披露する人物がいる」という話を耳にした筆者が当

店を訪れ、主の岩田 基
もとい

氏（以下、敬称略）と邂逅した

のは 2018 年 10 月 27 日のことである。店内では、基み

ずからピアノを演奏しながら声楽を披露していた。基は

「今の僕の生活があるのは、親父やおじいさんたちがが

んばってくれていたおかげ」と語る。この言葉にどれほ

どの岩田家の営みの歴史が込められているのか、出会っ

た当時は思いもよらなかった。 

基は酒屋の長男として生まれ、高校を卒業するまで門

司に在住していた。高校卒業後は国立音楽大学へ入学

し、同大大学院を経て神奈川県立厚木高等学校にて音楽

科の非常勤講師として勤務した。数年働いた後、オース

トリア国立ウィーン大学へ留学し声楽の学びを深めた。

家業を継ぎ岩田商店の代表となったのは、留学を終えて

帰国し数年が経過した 1991 年であった。 

家業である岩田商店は、基の祖母・マキと祖父・ 廣
ひろし

が 1899 年に創業し、1922 年に現在の場所に店舗兼住

宅を建設した。当店は日本酒やビール、ワイン、醤油を

扱う特約店として、料亭や他の酒屋への卸売りと店舗で

の小売りをおこなっていた。マキと廣が創始した当店

は、長女・豊子
とよこ

と婿の文
ぶん

三
ぞう

へ、豊子と文三から三女・

紀子
のりこ

と婿の一三
いちぞう

へ(次女の温子
はるこ

は岡山へ嫁いだ)、紀子と

一三から基へと受け継がれ、2000 年に閉業した［図 1

参照］。 

創業者のマキと廣は、ふたりとも岡山県で生まれ育っ

た。岩田家は、岡山の出身なのである。成羽
な り わ

(岡山県高梁
たかはし

市)で暮らしていた岩田家は、江戸時代に玉島(岡山県倉

敷市)に移住した。マキは 1881 年に岡山県浅口郡玉島町

大字阿賀崎
あ が ざ き

にて父・吉
きち

三
ぞう

と母・以蕎
い そ

の次女として生まれ

た。マキが生まれたころには、岩田家はすでに酒類の醸

造と販売をおこなっていた。酒類だけでなく、味噌や醤

油の醸造や販売もてがけており、さらに廻船問屋として

の一面ももっていた。廣は 1877 年に岡山県上道郡
じょうとうぐん

西大寺
さいだいじ

町(現・岡山市東区)にて酒屋を営む父・伊原疇太
ひさた

と母・佐野の次男として生まれた［図１参照］。基は、伊

原家は西大寺の名士のひとりであったという。廣は岩田

家の養子に来るまでは銀行員として働いていた［北九州

市文化財課 2005］。マキと廣が門司に居を構えたのは、

創業と同じく 1899 年のことである。 

 

1-2 研究の目的 

現在の岩田商店は「岩田家住宅、主屋、土蔵」の名称

で北九州市の文化財に指定されている。指定の際に建築

史学の観点から調査されているが、そこで暮らしていた

岩田家の人々にまつわる公的記録はほとんど残されてい

ない。そこで筆者は、岩田家の歴史を岡山で暮らしてい

たころまでさかのぼり、拠点を門司へ移した経緯と岩田

商店で暮らした人々の営みを明らかにしたいと考えた。 

調査方法として、聞き取りと文献調査をおこなった。

記録をはじめた 2021 年 10 月以降、筆者は岩田商店に

通うだけでなく、基が成羽や玉島を訪れる際は同行し、

必要に応じて聞き取りをおこなった。一方的なインタビ

ューを避けるために、筆者は岩田商店の清掃や催しの補

助をおこなうことで基の普段の活動の一部を担い、そこ

から生まれる会話から聞き取りをおこなった。 

文献調査には岩田商店が文化財に指定された際の調査

結果をもとに、市内の図書館や文書館など公的機関に所

蔵されている資料を用いた。岡山を訪れた際には現地の

公的機関の資料も調査した。これに加えて岩田商店に所

蔵されている帳簿や私信、手記なども研究資料として採

用した。 

調査を進めるなかで、岩田家の歴史の背景には、近世

における岡山の酒造家や商人たちの暮らしが存在するこ

とが明らかとなった。成羽にて生活していた岩田家は西



「近世からつづく商家と流通の歴史 

― 門司港の岩田商店はいかに時代の海をわたったか」 上田雄大 

 

- 5 - 
 

『フィールドワーク研究』2022 vol.1  
北九州市立大学人類学論文集 

http://jinrui.apa-apa.net/soturon/index.html 

廻り航路の寄港地として活況を呈した玉島に移り、繰り

綿(綿花から種子を分離させた綿毛)や廻船の問屋として

生活し、酒造家としての顔ももっていた。 

日本が近世という時代から脱却し、近代という高みを

目指すなか、流通の主力が帆船から汽船、そして鉄道へ

と移行した。岩田家はこの変化に柔軟に対応した。汽船

に対応できなかった玉島港から、国際港として開かれた

門司港へ移り住んだ。旅館や料亭、そして食堂車へ日本

酒やっビールを納入することで得た資金をもとに、マキ

と廣は 1922 年に店舗兼住宅を建設した。 

 岩田商店は代を代わるごとに困難に直面した。二代

目・文三の代の日本は第二次世界大戦の渦中にあった。

統制によって酒類販売業は厳しい制限を受けた時代であ

り、空襲によって建物そのものが焼失の危機に陥った。

三代目・一三の代には明治以降の門司の賑わいが急速に

失われていった。一三は支店を設け、販路の拡大と維持

に努めた。そして基の代に元号が平成に変わり、ディス

カウントストアなどが酒類販売の役割を担いはじめた。

酒屋そのものの存在価値が揺らぎはじめたとき、基はい

ち早く店を畳み、建物を手放さなかった。2022 年現

在、その姿を 100 年間保たれてきた岩田商店は、酒屋で

はなく芸術の場として機能している。人々の営みは今も

なお続いているのだ。 

本文では、江戸時代から現在までの流通や酒類産業の

歴史と、岩田家が暮らす門司の歴史を並行して論述す

る。複合的な歴史のなかで、目まぐるしく変化する時代

に岩田家はいかに適応してきたのか。その動態について

明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 江戸時代 

 本章では、近世において発達した日本の海運や酒造り

の歴史について述べる。両者は江戸時代の岩田家の動き

の根幹にかかわる重要な要素である。 

 

2-1 海運 

 江戸時代の岡山は美作
みまさか

・備中
びっちゅう

・備前
び ぜ ん

の３国に分かれて

いた。備中の一部を領有していた松山藩が現在の高梁市

に相当し、成羽藩が成羽町、備前国が倉敷市に相当す

る。高梁市から倉敷市にかけて流れている高梁川は、吉

井川・旭川と並ぶ岡山県の一級河川である［図 2］。当川

は県北西部に位置する新見
に い み

市に源を発し、小坂部川、有

漢川、成羽川、小田川を合わせ、岡山県と香川県の間に

広がる水島灘に繋がる。 

成羽川は中世末期には高梁川にかけて高瀬舟が運航さ

れており、これは 1307 年に備中北部及び備後
び ん ご

(広島県東

部)で産出される鉄の輸送のために開発された水運であ

る。備中国では高梁川の土砂が堆積し陸地が拡大したこ

とで 16 世紀から大名・宇喜多秀家による新田開発が進

められていた。松山藩・成羽藩における新田開発は 17

世紀より進められた。松山藩は 1642 年に入府(領主が初

めて領地内へ入ること)した水谷
みずのや

勝
かつ

隆
たか

(以下、勝隆)の主導

で船穂
ふ な お

、玉島、阿賀崎を中心にして藩営新田の開発に着

手し、後に玉島港が発展してゆく礎を築いた。主となっ

た 3 か所はそれぞれ浅口郡船穂町、玉島新田村、阿賀崎

新田村となる［下中 1988：690，849］。 

備中で新田開発が開始されたころ、酒造の運営に幕府

が介入をはじめる。1657 年に幕府は酒株による免許制

で酒造を運営することを決定した［鈴木 2015：37］。

酒株とは酒造家の酒造米高を表示したもので、所有者の

みに営業権を認めるものであった［柚木 2005：48-

49］。備中国成羽には 1658 年に山崎
やまざき

豊
とよ

治
はる

が讃岐国丸亀

(現・香川県丸亀市)から入府し、下原町(現・成羽町)にて

陣屋町(代官所などを中心につくられた町)を建設した。

陣屋町と松山城を結ぶ往来や、ベンガラの産地として有
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名な吹屋地区を経て新見の陣屋町と結ばれる吹屋往来な

どがあり、成羽は交通の中心地であった。勝隆によって

成羽藩の亀島新田の開発も計画されていたが、勝隆の転

封(大名の領地を他へ移しかえること)により中断され、

最終的に山崎豊治のもとで町人や牢人が開発を請け負っ

た。豊治の入府の翌年に玉島新田村が完成し、寛文年間

(1661 年から 1673 年)に問屋街が形作られた。玉島新田

村から西部に位置する阿賀崎新田村は、1670 年に汐留

が完成し、玉島新田村から続く堤防上に商家を誘致し、

問屋や蔵屋敷を集めたことで、玉島港の中心地は玉島新

田から阿賀崎新田へ徐々に移行した［下中 1988：

719，722，849，858］。玉島が商港と化す準備が着々

と進められていた。 

玉島港が形作られたころの 1672 年、流通における大

きな変革が起こる。変革の契機となったのは、江戸幕府

より命を受けた河村
かわむら

瑞
ずい

賢
けん

による東廻り航路・西廻り航路

の開発である。東回り航路は奥州信夫
し の ぶ

郡
ぐん

桑折
こ お り

・柳川(福島

県)から江戸へ向かう航路で、西廻り航路は出羽国酒田か

ら日本海を南下し関門海峡、瀬戸内海を経て大阪・江戸

に至る航路である。西廻り航路の寄港地のひとつである

下関の補助をおこなっていた門司区田ノ浦にも北前船が

入港していた［北九州市 1998：13］。 

西廻り航路が開いたことによって、年貢米のほか各地

の特産品の流通が活発となった。北前船と呼ばれる和船

が初夏から秋にかけて日本海側から来航し、東北・北陸

地方の年貢米に加え、ニシン・カズノコ・〆粕・昆布な

どを瀬戸内海地域へ運び込んだ。ニシンや干鰯
ほ し か

などの魚

肥は、瀬戸内地域で盛んに営まれていた棉作で大量に必

要とされた。春を迎えると帰り荷として大阪や瀬戸内各

地から塩・砂糖・紙・木綿・甘藷・衣料品・酒類などを

調達し、北国へ戻った。その際瀬戸内海の廻船が重用さ

れ、讃岐塩飽(香川県)、備前日比(岡山県)、摂津伝法(大

阪府)などの廻船が北部地域の年貢米の輸送を担当した

［山口 2001：112-113］。塩飽廻船は、塩飽衆と呼ばれ

る船乗りたちが豊臣秀吉による九州征伐に大阪から兵糧

を輸送したことや、小田原征伐に塩飽衆が兵役に服した

こと、朝鮮出兵に水主
か こ

(船員)を派遣したことが功を奏し

たことで、幕府といちはやく結びついた。加えて彼らの

卓越した航海技術と彼らの所有する船(千石船)が大型で

あったことで年貢米などの輸送に重用された［柚木 

1979：252-253］。 

備前廻船が江戸に運んだ塩の販売が成功を収めたこと

で、瀬戸内塩の需要が急激に伸びた。瀬戸内東部の塩は

京都・大阪・東海・江戸に渡り、中部の塩は東北・北陸

へ、西部の塩は山陰に送られた。製塩地が近いにもかか

わらず、瀬戸内塩の入手は困難であった津山・勝山・新

見方面には吉井川・旭川・高梁川の各舟運で運び込ん

だ。日本海側の地域には北前船で運び、九州には長門や

周防から運ばれた［廣山 2007：472-475］。 

16 世紀末頃は、日本で木綿が広く作られるようにな

り、民衆の生活に普及した時期でもある。陣幕・幟・陣

羽織・馬衣などの軍需品の素材として用いられていた木

綿は、帆布の素材として採用された。 蓆
むしろ

を素材とする

帆と比べ、木綿帆は風が抜けずによく風をはらんだこと

が理由であった。さらに、木綿の採用が中世から近世に

おける船の大型化に寄与した。昼間の風のないときに進

む櫓や櫂を主力とした小型船は、強度や防水性が増し木

綿帆によって速度も増し、昼夜問わず長距離航海が可能

となった大型船に取って代わられた［永原 2004：

268，273-274，276］。しかし、木綿が採用されたとし

ても薄く、帆としては強度に欠けたものであったため、

帆を重ね刺子
さ し こ

にして使用していたという指摘もある［松

木 1981：6］。木綿が広く受け入れられた理由は二点挙

げられる。第一に、それまで衣料の素材として主流であ

った麻布と比べ木綿の方が防寒の点で優れており丈夫で

あったこと、第二に木綿の紡織費用が麻布と比べて安上

がりであったことである。綿花の集散地として大阪・江

戸をはじめ尾張三河(愛知)の一部地域、丸亀および多度

津(香川県)、備中玉嶋(玉島)、筑前博多が著名であった。

［楫西 1950：30，34］。 
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摂津伝法の廻船は日本酒の輸送にも用いられていた。

より澄んだ日本酒を造るためには丈夫な酒袋で絞る必要

があり、その圧力に耐えられる素材が木綿であった木綿

を採用することができたであろう池田(大阪)・伊丹(兵庫)

の酒は伝法から樽廻船を用いて江戸まで運んでいた［寺

岡 2007：415-416］。 

大阪では木綿の問屋組織が形成され、実綿(摘みとった

ままの綿花)や繰り綿、木綿織物の問屋組織が形成され

た。万事年間(1658 年から 1661 年)に江戸・北国筋へ繰

り綿を売り出す「綿買次問屋」が生まれ、1666 年には

畿内・西国の実綿や繰り綿を大阪に送るために仲買する

「綿屋仲間」が生まれた［結城 2020：107］。こうした

綿業の流通は廻船業の発展を促進し、商品経済を拡大さ

せた［永原 2004：338］。玉島港には北前船によって

米、茶、塩、薪炭に加え、繰り綿や干鰯等が運び込まれ

た。東廻り航路と西廻り航路の寄港地として、玉島港は

繁昌していた。『新修倉敷市史』には、玉島港の更なる開

発の様子が記録されている。阿賀崎新田村に汐留が完成

した後、勝隆は 1674 年頃に灌漑用水路「高瀬通」を高

梁川から玉島港に設け、高瀬舟を通した。全長 9.1 キロ

メートルで閘門式運河が設置されたこの水路は、秋から

春にかけて運用された［倉敷市 2000：451］。これによ

り高梁川水運の効率化が図られ、玉島港は諸国との中継

地だけでなく、岡山での河川舟運の起終点としての地位

も確立したのである。 

 

2-2 酒造り 

日本の酒造りは 1688 年から 1704 年にかけた元禄年

間に盛んになった。清酒の起源について、鴻池屋という

酒造家の話がある。この酒造家のもとではたらくひとり

の番頭が主人を恨み、酒を仕込んでいた桶のなかに灰を

投げ入れたことで澄んだ酒、つまり清酒が生まれたとい

う逸話である［尾上 1939：82］。これは慶長年間(1596

年から 1615 年)に起きた出来事で、酒造家とは山中勝庵

という人物を指す［岡村 1925：50］。しかし鴻池起源

説を否定し、後世の創作であるという指摘もある。日本

酒の歴史について著作を上梓している加藤百一は、中世

の寺院酒造の系譜の南部(奈良)諸白が清酒の起源である

と述べる。諸白とは麹米(麹用の米)、掛米(もろみに仕込

まれる米)ともに白米を用いたものである。対して、麹米

は玄米、掛米のみに白米を用いたものを片白と称す［加

藤 1977：226，1989：6-7］。本文では便宜上、日本酒

と清酒を同義とする。 

日本酒は杜氏と呼ばれる技術者のもとで、労働者たち

が各工程に配置されて造られていた。この労働者は「働

き人」と呼ばれ、精白、洗米、蒸米、麹づくり、酒母づ

くり、もろみづくり、搾りあげ、火入れ等の工程に配置

された［鈴木 2015：31］。このような分業の労働力を

動員した工場制手工業方式によって作業能率が上昇した

ことが、酒造が盛んになった理由のひとつである。ま

た、この分業労働には山漁村民が駆り立てられた。商業

的作物や工業的副業に活路を見出した山漁村民にとっ

て、農閑期の酒造での出稼ぎは生活を維持するうえで大

きな比重を占めていた［加藤 1977：211-212］。 

有力な酒造地は日本各地に点在し、西日本においては

伏見(京都府)、灘五郷(兵庫県)、西条(広島県)、玉島(岡山

県)、城島(福岡県)などが挙げられる。吉井川・旭川・高

染川の三大河川が県下を南北に縦貫する岡山県は、軟水

で鉄分等の有害物質が少ない良質な水が豊富なことか

ら、酒造地として適している。また、備中杜氏と呼ばれ

る者たちが存在し、働き手にも恵まれていた［中浜 

1983：738］。最初に備中杜氏と呼ばれた浅野彌治兵衛

を筆頭に、農地の少ない僻地から杜氏を目指す者が増加

した［小出 1966：527-528］。1717 年、灘五郷のひと

つである西郷にて沢の鶴(現・沢の鶴株式会社)が創業さ

れた。のちに沢の鶴は岩田商店と特約店契約を結ぶ。 

 

2-3 岩田家 

基はマキから「江戸時代、浄土真宗のお寺を連れて 3

軒の岩田が玉島に降りてきた」と伝えられており、これ
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について「江戸時代に寺を連れてやってくるほどだか

ら、そのときすでに味噌・醤油などの商売でお金があっ

たのだろう。玉島、水島あたりが埋め立てられ、要所と

なったために廻船などをして栄えたのでは」と語る。岩

田家が高梁市から倉敷市に移り住んだことについて、岩

田牧子氏(以下、牧子)が自身の著作『六代二〇〇年の物

語』にて以下のように記している。 

岩田家は、いまから 270～280 年前まで、備中松山

(高梁市)で住まいしていた。そのころ岩田家の菩提寺で

ある高運寺が、落雷による火災のため 7軒の御門徒と

共に玉島に移ることとなった。新しく開拓され隆盛期

を迎えていた松山藩の玉島新田に、一家で移植するこ

とになったのである。この時から玉島新町の西喜屋が

始まった［岩田 2012：18］。 

この高運寺がマキの話していた浄土真宗の寺である。さ

らに、『成羽町史』には高運寺が高梁市から玉島へ渡った

経緯が以下のように描写されている。 

成羽町大字布寄字木ノ村にあった。慶長三年(一五九

八)八月の開基で、開山僧は〝円月〟である。この寺は

もともと下原村(成羽町下原)にあり、本正寺と称してい

たようである。いつの頃か塩田村竹ノ本に移転して高

雲寺と改称した。ついで上房郡松山村(現高梁市松山)に

移り、更に浅口郡阿賀崎村へ移転、高運寺と改称した

のが天明元年(一七八一)六月と、倉敷市玉島阿賀崎の高

運寺の明細帳にあるという。 

 高雲寺は、信者に無断で移住したらしく、荒れるに

まかせていたが、天保三年(一八三二) 塩田村支郷野々

丸(成羽町布寄木ノ村)へ、この地の信者達が堂宇を建立

して本尊仏を安置した。明治七年(一八七四)無住・無檀

の故をもって廃寺届が出されている。然し本尊阿弥陀

如来立像はそのまま安置されていて、信者達は浄福寺

住職山下教円師に兼務を依頼し共々に本山へ永続を願

ったが成就せず、教円没後近郷の真宗寺院の住職達が

交替で説教を行い変わらぬ信仰を得ていたが、堂宇も

損傷し維持も困難になったので、本尊仏像は往時の信

徒代表の家に移し堂宇は解体してしまった［成羽町 

1996：139-140］ 

牧子の記録が 2012 年のものであることを考慮すると、

岩田家が高梁市にいた時期は 1732 年から 1742 年のあ

いだとなる。しかし成羽町誌では高運寺が現在の場所に

移動したのは 1781 年とある。大きく開きがあるが、ど

ちらの話からも、江戸中期まで高梁市で暮らしていたこ

とが予想できる。 

牧子の記す、7 軒の御門徒の内 3 軒がマキの話す岩田

家だったと考えられる。マキの口ぶりは岩田家が寺を連

れて玉島に移住したというものであったが、牧子は高運

寺が落雷による火災の被害に遭ったため、檀家とともに

松山から玉島に移り住んだと記している。さらに成羽町

史には高運寺は信者に無断で移住した可能性が描かれて

いる。成羽町史での描かれ方に対して高運寺の住職は

「寺としての務めを果たしていないようにみえる」と主

張し、納得していない。 

これらの話のつじつまをあわせるならば、落雷による

火災の被害に遭った高運寺は多くの檀家を高梁市に残し

つつ、秘密裏に 3 軒の岩田家を含む 7 軒の檀家とともに

玉島へ渡ったということになる。落雷を裏付ける資料も

なく、移動の主体が岩田家と高運寺のどちらなのかも判

断しかねるが、高梁市から倉敷市玉島へ移り住んだこと

は確かである。 

1743 年、材木屋治兵衛が酒造業を開始した。これは

後に嘉納合名会社を経て白鶴酒造株式会社(以下、白鶴)

となる。白鶴も沢の鶴と同じく、のちに岩田商店と特約

店契約を結ぶ。 

成羽と松山を結ぶ成羽川は 1768 年にさらに開発が進

んだことでより利便性が高まった。しかし上流と下流の

あいだで継船制という制度が敷かれたことで、後に開発

される新見の船は下流へ下ることを禁じられ、主に塩を

運んでいた松山や成羽の船が上流へ上ることも禁じられ

た［下中 1988：32］。1785 年、工楽松右衛門という人

物が木綿を採用しても薄く強度に欠けていた帆布を、厚
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く強靭にする技術を発明した［松木 1981：6］。その帆

は松右衛門帆という名で全国的に普及し、2 尺 5 寸(76

センチメートル)のものがほぼ統一的に使われるようにな

った［須藤 1968：170］。松右衛門帆の発明以降、木綿

の需要はさらに高まったと考えられる。 

18 世紀以降の瀬戸内地域と九州地方は、石炭と塩によ

って結ばれていた。 

はじめは薪炭を用いて塩を製造していたが、薪炭の枯

渇により代わりに石炭が 17 世紀半ばから用いられるよ

うになり［北川 2007：481］、17 世紀の後半から 18 世

紀前半頃に本格的に利用されるようになった［北澤

2020：46］。18 世紀末から 19 世紀末にかけて石炭の使

用が急速に広まり、瀬戸内の製塩業における石炭の使用

が北九州を中心とした石炭業を発展させ、石炭の輸送に

より瀬戸内沿岸の廻船業が発達した［渡辺 1987：

272］。九州各地の石炭は、肥前(佐賀・長崎)から筑前を

経て瀬戸内海に至る進路で輸送することが多かった［北

川 2007：482］。 

18 世紀の玉島は災害や商品の質の低下、幕府による取

引制限の影響などが重なり港の賑わいが失速する時期を

迎えるが、明治時代に移行しても高瀬通による交通の便

の良さと千石船の中継地として全国に開かれているとい

う利点が急速に失われることはなかった。 

江戸時代後期には門司で港湾開発の兆しが現れる。下

関の補助港であった田ノ浦港［図 3］が 1835 年に整備 

されたのだ。このころ、玉島へ拠点を移した岩田家は西

喜屋という店を持ち、港で問屋を生業としていた。牧子

はこれにかんして以下のように述べている。 

岩田家が玉島に移住して、その後 130 年がたった江

戸時代の終わりごろ、千石船を保有して湊問屋 屋号

「西喜屋」を構えていたのは、岩田吉蔵である。吉蔵

は、親類筋にあたる「本家西喜屋」の三代目岩田宗七

の七男で、新町「西喜屋」の娘のヒナに婿入りした。

(中略)湊問屋が競って繁昌する玉島港で、「西喜屋」を

受け継いだ岩田吉蔵は、繰り綿、種子、砂糖などの問

屋として、また備中銘酒の造り酒屋として取引を拡大

していった。ところが吉蔵にも家督を相続する長男が

いなかった。自分が苦労して築き上げた大店をどのよ

うに継承するか吉蔵は悩んだ末に、3人の娘達それぞれ

に養子を迎え、二男の吉三を加えて、合計 4人の子ど

も達に分家させることに決心した。西喜屋・北店、西

喜屋・南店、西喜屋・西店、そして二男の吉三は本西

喜屋として、それぞれが玉島港新町で出発していった

［岩田 2012：18-20］。 

4 つに分かれた岩田家について、豊子と文三の子すなわ

ち基のいとこである岩田 昶
ひさし

氏(以下、昶)は自身の手記

(日付不詳)にて、以下のように述べている。 

東西南北にそれぞれ岩田の「東店」「西店」「南店」

「北店」とあり、必ず長女がその跡を継いでいまし

た。祖母のところは、本家だったのかどうかはわかり

ませんが、「花嫁」という酒を造っていました。美味し

くて評判のいい酒でとてもよく売れていたそうです。 

吉三の子がマキであるため、彼女の孫である基と昶は本

西喜屋の家系となる。 

もうひとり、記しておきたい人物がいる。吉蔵の七

女・志げである。彼女は高梁市に住む高田浦吉という人

物と結婚し、高田家の人間となった。かつて、基は母・

紀子から、彼女が幼いころに高梁市を訪れ、親戚の家々

に挨拶をしてまわったことを聞いている。その際、紀子

は同じ年齢ほどの子供と遊んだと話しており、その子供

の家は味噌や醤油を売っていたという。基はその子供は

志げの子孫だったのではないかと推測している。 

吉蔵が分家した残り３つの店のうち、基やマキと関係

があり、存命している子孫の様子が判明しているのは西

店と北店である［図１参照］。 

西店を継いだ六女・きくの子孫は現在も玉島に在住し

ている。かつては氷やたばこを販売しながら暮らし、近

くの水門を管理していた。彼女らは岩田家の墓守でもあ

った。現在は店の営業や水門の管理はおこなっていない

が、墓守だけは継続して務めている。基が子供のころ、
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墓参りのために玉島を訪れると、きくの子である二代目

菊三郎が、水や墓に供える花をもって「こちらです、こ

ちらです」と言いながら寺まで案内したという。西店か

ら高運寺に向かうまでの道のりに、武田商店という店が

ある。この店の前方に、かつてもう一軒の岩田姓が住ん

でおり、マキは墓参りの際は必ず挨拶に出向いていた。     

筆者は、昶が記していた東西南北の 4 つにわかれた店

のうちの東店が本西喜屋に相当すると考えたが、このも

う一軒の岩田が東店である可能性もあるのではないか、

と基は推測する。2021 年 10 月、筆者が基の墓参りに同

行した際は、二代目菊次郎の子である純明の妻と子が墓

の管理をおこなっていた。しかし純明について、基の

父・一三は「同じ岩田という姓だが、彼は養子だから、

血の繋がりはない」と基に説明していた。もう一軒の岩

田姓の家が存在した場所は、現在は駐車場となってい

る。 

北店を継いだのは長女・婦さである。『六代二〇〇年の

物語』によると、婦さの婿である富三郎は、先代から継

承した繰り綿・種子・砂糖・茶・酒を主に取り扱い、千

石船を用いて瀬戸内から赤間関(現在の下関市)を経て九

州へ輸送し、日本海側や大阪方面へと交易の範囲を広げ

た［岩田 2012：21-22］。酒の主な銘柄は「花嫁」であ

ったといい、昶の手記にあるように、本西喜屋でも同じ

銘柄の酒を造っていた。 

［図 3 田ノ浦港］ 

第 3章 明治時代 

江戸時代に高梁から玉島へ移動した岩田家は、酒造を

手がけながら廻船や繰り綿の問屋として生活していた。

本章より、時代は明治に移る。近代化を目指した日本が

外国から技術を取り入れ、諸産業が大きく変化した。ビ

ールや汽船の登場に鉄道の敷設が代表するように、酒類

産業と流通に大きな変化が生まれたこの時代は、岩田家

の歴史においても大きな分岐点であった。 

 

3-1 ビール時代の到来 

明治時代は、日本におけるビール産業の幕開けの時代

であった。横浜のスプリング・ヴァレー・ブルワリーや

大阪の渋谷麦酒、甲府の三ッ鱗麦酒など、1869 年以降

に起きたビール会社の設立を日本におけるビール醸造の

始まりである［水川 2002：8］。 

酒類をとりまく税制について、1871 年に「清濁酒醤

油醸造株鑑札収与」という新たな税則が実施され、酒造

制度の全国画一化が図られた。この新たな税制度によっ

て江戸時代から続く酒株が廃止されたことで、免許料(営

業免許税)の支払いのみで酒造の営業が可能となり、酒造

量の制限も撤廃されたことで地方の酒造家が増加するき

っかけとなった［山片 1977：174］。これ以降、国家財

政のなかで酒税は重要財源のひとつという見方が強ま

り、1875 年に公布された「酒類税則」より徴収される

税額が増加したが、ビールに限っては営業税のみが徴収

され、醸造税は免除されていた。 

1876 年、富国強兵・殖産興業を掲げ近代化を狙う明

治政府のもと、北海道にて開拓使麦酒醸造所が設立され

た。開拓使は商人の協力のもと、醸造したビールを東京

へ送り、翌年より札幌冷製ビールとして販売を開始し

た。ビール産業が、国家事業のひとつとして存在してい

たことが読み取れる。 

ビールは重量物であり、貯蔵や販売に氷を必要であっ

た。そのために、従来の問屋に依存できなかったことか

ら、1879 年より大取次人制度という新たな流通制度を



「近世からつづく商家と流通の歴史 

― 門司港の岩田商店はいかに時代の海をわたったか」 上田雄大 

 

- 11 - 
 

『フィールドワーク研究』2022 vol.1  
北九州市立大学人類学論文集 

http://jinrui.apa-apa.net/soturon/index.html 

導入した。しかしこの制度は配送費用の問題や貯蔵期間

の長期化を招いたことで翌年に廃止された［サッポロビ

ール株式会社 1996：72-75］。 

本西喜屋を受け継いだ吉三と妻・以蕎のあいだにマキ

が生まれたのは 1881 年のことである。マキが生まれる

1 年前の 1880 年、吉三は紡績業に携わっていた可能性

がある。『郷土史事典岡山県』には、この年は岡山におけ

る紡績所の先駆けである岡山紡績所が開業した年である

と記されており、同年に浅口郡玉島にて難波二郎三郎と

いう人物とともに玉島紡績所(以下、玉島紡績)を設立し

た中心人物に吉三の名が記されている［昌平社 1982：

183］。しかし『日本紡績業と原綿問題研究』では玉島紡

績所の設立年は 1882 年であり［名和 1937：95］、さ

らに『本邦綿絲紡績史』によると、1880 年より岡山県

宛てに紡機の払い下げの嘆願書を提出した者は、岩田吉

三ではなく岩内吉三である［絹川 1990：164］。玉島紡

績所の設立には地元の綿花問屋などの有力者が賛同して

おり、また玉島紡績の特徴として、資本を九州の出資者

に依存していた。これは玉島紡績所の頭取・川口淵蔵が

久留米の絣問屋と知り合ったことが由来である［岡本 

1993：320-321］。結局のところ、岩田吉三本人なのか

定かではないが、繰り綿の問屋としての一面をもってい

た父・吉蔵から店を継いだ吉三が、玉島紡績所の設立に

かかわっている可能性はあるだろう。 

当時の玉島港は 1882 年に西洋型の帆船が入港し、

1888 年には蒸気船が入港した。このように、海上輸送

に用いる船の主流は帆船から汽船へと移行した。帆船

は、汽船と比べて輸送量や船の速度において引け目をと

る。また、浅く狭い玉島港に汽船の寄港は困難であっ

た。これにより、大型船をもつ廻船業者は玉島港から姿

を消していった。［玉島テレビ放送株式会社 2017：

90］ 

1882 年に開拓使が廃止されたことで、開拓使麦酒醸

造所は札幌麦酒醸造所の名で農商務省工務局の所管とな

った。翌年に設置された同省札幌工業事務所、東京の物

産取扱所にて北海道の諸産物を一手に売りさばく体制を

とった［サッポロビール株式会社 1996：84-85］。 

 

3-2 玉島の大火 

 マキが生まれ育った玉島地区は、彼女が 18 歳でこの

地を後にするまでに二度の大火に見舞われている。はじ

めの火事は、1887 年 8 月 30 日に発生した。当時の阿賀

崎村を範囲に、数十棟の家屋が焼失したことが同年 9 月

4 日の山陽新報で以下のように記録されている。 

客月三十日阿賀崎村(玉島町、南町、横町)の出火は近年

の大火なりしが玉島港にては從來消防組なく随つて其

器械も備らず見す見す數十棟の建物を灰燼にし數萬圓

の金銭を焼失せしは實に残念なるとありとて此度同港

の富有者は奮つて消防組を設け器板の準備を爲さんと

相談したる由又此の出火に就き大ひなる手柄をなせし

は八島村のゴム製ポンプ紡績所の同器張なりしと云ふ

(原文ママ)［山陽新報社 1887］ 

さらに翌週 15 日の記事で、この火災で 30 棟の家屋が

焼失したことが明らかにされた。地元の有志を募り、災

害対策に努めるように紙面で以下のように呼びかけてい

る。 

甕江の有志諸士に告ぐ 

（中略）明治二十年八月第五火曜日は果して何等の凶

日ぞ我親愛なる甕江の人士は俄然祝融の禍に罹り家屋

を蕩燼する無慮三十の上に出て其貨財に至りては未だ

幾万圓なるも知るへからすと吾人は一たひ之を聞き二

たひ之を思ひ轉た悲痛の情？迫り胸中無限の感慨を惹

起せり（中略）豈に深く警戒を加へ豫め防災の方を講

せざるへけんや曾て吾人の聞く所によれば該港の水害

に遭逢せしは去十七年八月の暴潮以て初回とし其大火

に遭逢せしは今回を以て初回とす共に築港以來未曾有

の一大變災と謂ふへき也吾人は眞に甕江百年の安全を

圖らんには左の要件の片時も忽諸に付すへからさるの

必要を感するなり同港の有志者以て如何と爲す若し幸

に吾人と感想を同ふせは早く率先従事する所あれよ是
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れ吾人か？港の同胞を愛顧するの眞情なりとす 

一非常水防の方を講究實施すること 

一非常火防の方を講究實施すること 

一町内の板橋を石橋に改造すること一 

八幡の近傍に一大波止を築くこと 

一非常災變の節物貨監護の方法を講究實施すること

［山陽新報社 1887］ 

火災に加えて、およそ 3 年前の 1884 年 8 月には水害

にも見舞われていることが読みとれる。これらの教訓か

ら、防波堤の構築や橋梁の改造など具体的な災害対策を

試みたことがわかる。しかし有志の努力もむなしく、玉

島は再び大きな火災に見舞われる。 

1887 年 8 月 30 日の火災からおよそ 2 年後の 1889 年

8 月 1 日（旧暦 7 月 5 日）、玉島新町にて再び火災が発

生した。当時玉島に住んでいた進藤喜八郎という人物

が、自らの手記で当時の様子を以下のように描写してい

る。 

新町ノ大火災 明治二十二年 旧暦七月五日  

新町西端岡本左方ヨリ出火昇天ニ加テ防火設備ナク手

ノ施シ様ナク燃ルニ任セ南町横町ノ延焼數十戸灰燼に

帰ス玉島始テ以来ノ大火災テアツタ 

罹災者ノ内西㐂屋ト云フ酒醸家ノハズニ火ガ入リ破裂

清酒川ニ流ル量大ナリノ為川中ノ魚数ガ中毒瀕死ノ状

態ニテ浮上リタルヲ手握ミニ獲リタル事ヲ覚テ居マス 

彼の記述から、この年の火災は 2 年前の火災よりも被

害が大きかったことが読みとれる。さらに「西㐂屋ト云

フ酒醸家」が岩田家の営む西喜屋であり、彼らも被害に

遭ったことがわかる。このときの様子をマキは「当時、

数人のお手伝いさんとともに女学校に通っていた。火事

は女学校のころの出来事で、酒樽がバンバンと破裂する

ほどだった」と基に言い聞かせたという。酒樽が破裂し

た旨は、「火が入り破裂し、清酒が大量に川に流れた」と

いう上記の内容とも一致する。 

ただし、この火災が発生したときのマキの年齢は 8 歳

である。1886 年 4 月 10 日に交付された小学校令におい

て、火災当時 8 歳のマキが通っていたのは女学校ではな

く、尋常小学校であったことが予想される。被災地域が

1887 年の火災と重複しているため、この年にも西喜屋

が被害に遭った可能性があるが、それでもマキの年齢は

6 歳である。どちらの火事も、マキが女学校に通ってい

たころの出来事とは考えにくい。4 つにわかれた岩田家

は同じ新町でそれぞれの店を営んでいたため、進藤の示

す西喜屋が本西喜屋ではなく、西店・南店・北店のいず

れかである可能性もある。しかし、昶の手記には、焼け

たのは本西喜屋であり、それが故郷を離れた要因のひと

つであると記されている。 

失火で全焼し、近所隣に迷惑をかけて、いづらくな

ったのか、当時海外渡航の拠点として繁栄が期待され

る門司市に、新天地を求めてやってきたようです。ま

た、親戚の借金の保証人になり、そこがつぶれて、返

済を余儀なくされ、家が左前になったからということ

も聞きました。 

彼の記述によると、火事は岩田家の過失によって引き

起こされたものであった。当時の日本家屋の多くは木造

であり、いちど火の手があがれば被害が急速に拡大する

ことは想像に難くない。肩身の狭い思いを感じたことは

いうまでもないだろう。しかし、マキが玉島を出て門司

に渡ったのは、彼女が 18 歳になり廣と結婚した 1899

年である。本西喜屋の過失によって引き起こされたもの

が新町の大火災であるなら、火災発生から玉島を後にす

るまで 10 年の歳月が経過している。居場所を失くし、

故郷を後にするには少し長い時間である。このことか

ら、マキとその家族は家を焼け出されたものの、早急に

拠点を変更することはできなかったと考えられる。加え

て、火事が起きた年には、マキには弟・吉
きち

三郎
さぶろう

がいた。

吉三郎は火事によって通っていた学校を辞めざるをえな

くなり、他所の家に奉公に出されている。このことから

マキの家族は、他の家や分家の西喜屋に助けを求めた可

能性がある。 

この 10 年のあいだに、本西喜屋はどれほど立ち直る
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ことができたのだろうか。マキは数人の従業員らととも

に女学校に通っていたという話から、ある程度は持ち直

すことができたと考えられる。元の生活を取り戻しなが

ら親戚の借金を返済するためには、焼失する以前よりも

多くの資金を得る必要があっただろう。 

 

3-3 全てが動き出す時代 

玉島が最初の大火に見舞われた年、門司では工事設計

書が提出され、港の整備が開始される。『西日本文化』に

よると、この年にはすでに稲荷座［図 4］という劇場が

存在した［西日本文化協会 1987：８］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 4］稲荷座 

門司では音楽や絵画、文芸も盛り上がりを見せはじめ

る。この年は山陽鉄道株式会社（以下、山陽鉄道）が設

立された年でもあり、中国地方における鉄道の歴史の始

まりの年でもあった。近代における輸送手段について

『流通経済史』では、まず汽船が発達し、次に鉄道網が

形成されたと述べられている。中国・四国・九州地方は

1884 年の大阪商船の開業によって大阪と結ばれたが、

帆船から汽船への転換が急激に起きたわけではなかっ

た。大型の汽船が寄港できる港は限られており、ときに

は近距離輸送や輸送量の変化に柔軟に対応できる帆船が

合理的な場合もあった。鉄道網の形成には地域差があ

り、公益性を生むための運賃低廉化や港との連絡、ダイ

ヤ整備など、輸送手段として十分に機能を果たすために

解決しなければならない要素があった。さらに民間鉄道

会社が自社の採算を優先した場合もあったため、鉄道の

本格的な整備が始動したのは鉄道国有化が実行された

1906 年以降であった［中西 2002：282-283］。 

1887 年はビール企業における節目の年でもあった。

開拓使が廃止されて以降、開拓使麦酒醸造所は札幌麦酒

醸造所、札幌麦酒醸造場と姿を変えていたが、渋沢栄一

や大倉喜八郎などの実業家たちのもとで札幌麦酒会社(以

下、札幌麦酒)として認可が下りた年であった。さらに、

渋沢と大倉は九州の米を輸出するために日本輸出米商社

を設立し、門司区白木崎に工場を設置した。後に浅野総

一郎によって買収され、浅野セメント門司工場となる。 

この年は日本麦酒醸造が設立された年でもあり、日本

麦酒醸造は恵比寿ビール商会(東京)・ヱビス商会(大阪)・

三井物産会社出張店(山口)の 3 店舗を特約店とし、恵比

寿ビールの販売を開始した。これより 2 年さかのぼる

1885 年にはジャパン・ブルワリー・カンパニー(以下、

JBC)が設立され、1888 年に明治屋が代理店として販売

を一手に引き受ける契約を結び、麒麟ビールの販売を開

始した。 

札幌麦酒は認可の翌年より正式に営業を開始し、同年

に山陽鉄道の兵庫－明石間が開通した。同年 3 月に設立

された倉敷紡績所(現・クラボウ)は規模や経営において

これまでの紡績所とは一線を画すものであり、西日本初

の近代的な紡績工場であった。九州においては、同年 6

月 27 日に九州鉄道会社(以下、九州鉄道)が博多に本店を

置いて発足し、鉄道の敷設が始まった。開業以来大倉喜

八郎率いる大倉組札幌支店にビールの販売業務を委託し

ていた札幌麦酒は、この年の 8 月を以て社が直接販売業

務をおこなう方針に変更し、大販売店を中心とした販売

体制をつくった。この大販売店には他の国産ビールを扱

わない専売制が義務づけられていた［サッポロビール株

式会社 1996：101-102］。 

1889 年 3 月 28 日に門司築港会社が創立されると、

同年 7 月 8 日に同社による埋め立て工事が開始された。

同月末に特別輸出港規則が交付され、門司を含む 9 つの
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港が、石炭、米、麦、麦粉、硫黄の 5 品目の特別輸出港

として指定された後、11 月 15 日に門司港が開港した

［図 5］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 5］門司港 

同年に大阪麦酒会社(以下、大阪麦酒)が設立され、ア

サヒビールの販売を開始した。会社の設立には灘や堺の

酒造家がかかわっていたこともあり、当初は澤之鶴など

が直営の日本酒販売店でアサヒビールを取り扱い、明治

時代に一般の酒屋がビールを扱うことはなかった［アサ

ヒビール株式会社 2010：16］。 

九州鉄道においては、1889 年に博多－久留米間の工

事が竣工した。これと同年に遠賀川－門司間が開通し

た。『北九州市産業史』によると、同年に石田平吉という

人物が関門連絡汽船を創業し、同区長谷などに設けた貯

水池から鉄管を敷設し、船舶へ給水・売水をおこなった

［北九州市 1998：31］。石田平吉は後に旅館の経営に

着手し、岩田商店と取引をおこなう。1889 年は豊前地

方を九州鉄道に繋げようと豊州鉄道が設立された年でも

あり、行事(福岡県行橋市)から四日市(大分県宇佐市)まで

を本線とし、1895 年に伊田(福岡県田川市)－行橋間が開

通し、翌年に伊田－後藤寺間が開通したことで田川から

の石炭輸送が可能となった。豊州鉄道は、九州鉄道に依

存しない独自の路線を田ノ浦まで伸ばす計画も立ててい

た。 

九州鉄道は 1891 年 4 月 1 日には博多－門司間、高瀬

(熊本)－久留米間が開通したことで高瀬－門司間が全通

した。これにより、本店を博多から門司区清滝へ移転し

た。同年に、大阪商船は赤間関支店所属として門司営業

所を開設した。九州鉄道全通と同年に若松－直方間が開

通した筑豊鉄道によって、1893 年に折尾を経由して門

司までの石炭運送が可能となった。 

石炭にまつわる瀬戸内と北九州(門司・若松港)の関係

について、門司港は瀬戸内に対して豆
まめ

糟
かす

を出し、瀬戸内

からは食塩を入れる関係をもち、同時に石炭の大規模輸

出港としての側面をもつ港であるのに対し、若松港は石

炭・鋼鉄・錬鉄を瀬戸内に出す小規模輸出港や門司港へ

の中継港としての役割を果たしていたと述べ、門司港と

若松港は同じ石炭輸出港でも役割が異なっていた［日比

野 2007：486］。 

山陽鉄道においては、1891 年に倉敷－笠岡間が開通

し、その中間に玉島駅(現・新倉敷駅)が開設された［図

2］。玉島駅が設置されたことで海上輸送との接続が悪く

なり、港の利用者が減少した。産業においては、外国と

の貿易が盛んになり外国の安価な製品が輸入されはじめ

たことで、国内の綿の生産が減少したことで玉島港は経

済的な衰退を迎えた［柚木 1954：123-124］。 

『北九州市土木史』によると、門司港が特別輸出港と

して指定された後、人口の急激な増加と船舶への給水な

どを目的とした水道敷設の調査が 1892 年に開始された

が、調査を依頼されたW.K.バルトンの計画は財政上の理

由などから立ち消えとなった［北九州市 1998：359］。

『北九州市産業史』の記録では、浅野セメント創業者・

浅野総一郎は、大倉喜八郎と渋沢栄一が 1887 年に設立

するも休止していた日本輸出米商社の白木崎工場を買収

し、翌年にセメント工場へ改造した［北九州市 1998：

39］。 

1894 年 8 月 1 日に勃発した日清戦争では、門司港に

御用船［図 6］や軍艦が集まった。これを経て石炭需要 

の増大を受け、門司港を拡充する時流が生まれた。1894

年から 1899 年にかけて金融、倉庫に関連した企業が門

司へ進出し、石炭だけでなく米穀の輸出入も増加した。 
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［図６］御用船 

この 5 年間に進出した企業として門司倉庫(後の九州倉

庫)、第八十七銀行本店、三菱合資、門司貯蓄銀行、門司

石炭取引所、筑豊石炭倉庫、日本商業銀行、日本貿易銀

行、内国通運、九州石炭、藤田鉄工所、門司製氷、三井

銀行、第百三十銀行、三井銀行、明治屋、住友銀行、帝

国商業銀行、住友炭業、大阪毎日新聞などが挙げられる

［羽原 2011：106］。日清戦争を経て台湾が日本領にな

ったことで、1896 年に開設された台湾航路を大阪商船

が引き受け、門司は大陸との接点をもった。以降、門司

は日本と日本領とを結ぶ航路の拠点となる［日比野 

2007：487］。日清戦争に勝利した日本は軍備拡張を図

り、1897 年に官営八幡製鉄所の建設を決定する。同

年、大阪市で嘉納合名会社(後の白鶴)が設立され、中

国・四国・九州の酒屋と特約店契約を結んでいった［山

片 1977：218，223］。 

山陽鉄道は 1894 年に広島まで開通し、1897 年に徳

山まで開通した。この開通によって開かれた徳山－門司

間の汽船航路によって、山陽鉄道は九州と結ばれた。こ

の汽船航路とは、大阪商船の尾道門司線が改称されて生

まれた徳山門司線を指す。この航路は翌年に山陽鉄道傘

下の山陽汽船商社（以下、山陽汽船）へ譲渡され、官鉄

東海道線と九州鉄道、豊州鉄道の連絡線となった。この

九州と東京・京阪神との連絡輸送体制の確立が瀬戸内海

航路との競争上、大きな転機となった［長船 2008：

126］。九州鉄道、筑豊鉄道、豊州鉄道によって形成され

た鉄道網の外部の炭鉱から石炭を輸送するために、1895

年に金辺鉄道が設立され、小倉－下山田(嘉麻市)間の路

線の開通が図られた。同年門司で片山逸太という人物が

旅館・群芳閣［図 7］の経営を開始した［北九州市 

1998：15］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 7］群芳閣 

日清戦争後、1897 年に九州鉄道は業務効率化を図っ

て筑豊鉄道を合併した。さらに筑豊鉄道の合併後、資金

繰りが悪化し田ノ浦線の工事も延期していた豊州鉄道を

合併し、伊万里や唐津などの鉄道にも合併の手を伸ば

し、肥前の石炭輸送も担うようになった［北九州市 

1998：53］。日清戦争が終わると速門楼(同区清滝)に門

司音楽会クラブの建物が建造され、学校教員で大半の顔

ぶれが構成された門司音楽会が発足した。1897 年は玉

島にて浅口郡酒造組合が設立された年でもあり、同年時

点の大阪麦酒の販売店は、特約販売店、特約専売店、大

販売店の 3 つに区分されていた。特約販売店は、大阪・

京都・神戸・堺は年間 2000函
はこ

(１函は大瓶 4 ダース)、そ

の他の店は年間 500 函以上を販売するものとしていた。

さらに、特約専売店はアサヒビール以外のビールを取り

扱わない契約を結んでいた［アサヒビール株式会社 

2010：16］。 

山陽鉄道の開通の影響について、とくに影響を受けた

地域は、伊原家が住む西大寺(岡山市東区)であった。西

大寺は吉井川を通航する高瀬舟によって県中北部との流
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通の拠点であったが、和気
わ け

駅が設置されたことで人の流

れが途切れてしまい、流通の要所としての意義が失われ

てしまった。山陽鉄道に輸送の役割を取って代わられた

吉井川水運に、追い打ちをかける出来事が起こる。それ

は 1898 年の中国鉄道の岡山－津山間の開通［図 2］で

ある。地元岡山の中小資本家に大阪の大資本家が加わっ

て創立された中国鉄道は、岡山県中北部の貨客を一手に

引き受けた。これにより吉井川水運は全区間、旭川水運

は建部町(現・岡山市北区)以南で影響を受けた［土井・

定兼 2004：135-136］。 

1899 年、門司市政が施行された。この年は、岩田商

店と門司の岩田家の始まりでもあった。結婚を機に門司

にやってきたマキと廣は岩田商店の屋号を構え、酒類の

販売を開始した。ふたりは現在門司電気通信レトロ館の

建つ国道 261 号線(旧日銀通り)沿いで店舗を借り日本酒

の販売に力を入れた。嘉納合名会社(後の白鶴)、沢の鶴

の特約店であり、玉島の岩田家が造る「花嫁」の販売店

であった。後にビールや醤油の卸売りや小売りもおこな

うようになる。卸売り先は主に港湾労働者相手の遊郭

や、門司駅から出発する鉄道の食堂車であった。麒麟麦

酒株式会社(1983)によると、この年に日本初の食堂車が

山陽鉄道にて導入された［麒麟麦酒株式会社 1983：

91］。この食堂車の営業は神戸の自由亭という食堂に委

託されていた［長船 2008：143］。 

自由亭を展開した後藤勝造(以下、勝造)という人物

は、1877 年に蒸気船問屋の経営をはじめ後藤旅館の経

営にも携わっており、その宿泊客のひとりに後藤新平が

いた。何(2006)によると、後藤新平は 1898 年に台湾総

督府民生長官に着任し、1906 年まで台湾の統治に携わ

った［何 2006：28］。勝造は樟脳・洋糖取扱商であっ

た鈴木商店店主・鈴木岩治郎と面識があったため、岩次

郎没後、台湾の樟脳に商機を見出していた鈴木商店番

頭・金子直吉を後藤新平と引き合わせ、鈴木商店の飛躍

に助力した。勝造自身も台湾に進出し、中国大陸まで回

漕店(船問屋)の事業を拡大した。 

マキと廣が門司にやってきたころ、玉島紡績所は経営

不振に陥ったことで債権者の管理下に置かれていた。結

果として公売処分となり、債権者によって 1899 年に吉

備紡績株式会社（以下、吉備紡績）となった［伊藤 

2021：4］。 

山陽鉄道神戸－下関間が全通したのは 1901 年であっ

た。これにより、下関－門司間の連絡船が運航されるよ

うになった。門司は海運の要所として九州と本州を結

び、鉄道にて石炭やセメントを運搬し九州の重化学工業

の発展に寄与した。麒麟麦酒株式会社(1983)によると、

同年に官鉄の東海道線に食堂車が導入され、香川県の讃

岐鉄道に登場した喫茶室や関西鉄道の車内販売など、各

地に存在した鉄道会社でビールが販売されるようになっ

た［麒麟麦酒株式会社 1983：91-92］。 

経済の波に乗った門司には、花柳界としての一面があ

った。『港と歩んだ 70 年』によると、門司港では 1890

年代より料理屋や遊郭が乱立し、その様子は日清戦争後

が顕著であった。1900 年頃に内本町に馬場遊郭(遊廊)が

開かれ［図 8］、正蓮寺(清見)の僧が検番を設けると、博

多や下関から多くの芸者が出張した［門司市役 1959：

22］。検番とは、宴会などで芸者の出演依頼などを受

け、芸者の取次ぎや玉代(代金)の精算などをおこなう場

所である。 

一度立ち消えとなっていた門司市における水道の敷設

は、1899 年に市長から上水道の敷設案が提出され、再

開された。1901 年に下水道も含めた水道の設計をおこ

なったが、1902 年のコレラの流行により市の支出が増

え、多額の費用がかかる上水道の工事は見送られた［北

九州市 1998：359］。 

日露戦争が開始された 1904 年 2 月 10 日からおよそ

8 か月後の 10 月 1 日、鈴木商店によって大里製糖所が

開業した［図 9］。当初は台湾に工場を建設する計画だっ

たが、後藤新平との関係を追及されたことで原料や製品

の輸出入や燃料の石炭、そして水が豊富である大里に建

設するに至った。 
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1904 年は門司ではじめて台湾産のバナナが輸入され 

た年でもあり、後に文旦やパイナップルなどが輸入され

はじめる［北九州市 1998：61］。大里製糖所を手始め

に 1907 年に鈴木商店門司支店、1910 年に大里製粉所

と大里再製塩工場などを設立し、工業地帯を形成した

［堀 2017：119-120］。 

 

 

 

 

 

 

 

［図 8］馬場遊郭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 9］大里製糖所 

日露戦争の始まりによって、門司港を発展させるため

に上水道の必要性が強まった。市は取水の調査をおこな

い、水の利権について福岡県や水源となる小倉市と協議

をおこなった［北九州市 1998：359］。 

日露戦争中に関門地域は海外との結びつきを強めた。

1905 年 1 月、大阪商船によって日満連絡船(大連航路)が

開設され、翌年には命令航路(政府または地方公共団体が

補助金を交付して、船の定期運航を指定・命令する航路)

の指定を受け、輸送力が強化された［小風 1983：

1597］。同年 9 月 11 日からは山陽汽船によって関釡連

絡船が就航した［長船 2008：199］。関門地域から大陸

や半島にかけて、人の往来が増加したのである。 

岩田商店に残されている 1904 年の『恵比寿麦酒倉庫

内出入帳』(岩田商店所蔵 1904)に、大阪や東京から商品

を入荷し、県内では門司区内・小倉・直方・菅牟田(宮

若)・博多・久留米に卸しており、炭鉱との取引が多く記

されている。本洞炭鉱第 1 分配所や桐野炭鉱(貝島)・豆

田炭鉱第 6 分配所(長尾)・芳野炭鉱製工所(飯塚)・藤棚炭

鉱第 3 分配所(中泉)が記録されている。また、豆田炭鉱

に関連して満浦市(朝鮮)とも取引している。県外の取引

先は佐賀・熊本・下関が確認できる。1905 年の(岩田商

店所蔵 1905)では、日本麦酒醸造から入荷した商品の取

引先の数が 93 に及んでいる。旅館や飲食店のほか電機

店・保険会社・医院・材木店・船具店・石炭店・銀行・

酢店など、工業に関連した企業が主であり、松月楼、翠

月楼、浪花楼という遊郭の名も確認できる。具体的には

三菱合資や三井物産、そして岩田商店と同年に門司に進

出した帝国商業銀行や明治屋などが挙げられる。現在も

経営が続いているマシン商會(株式会社マシン商会)や下

関条約が締結された旅館・春帆楼にも酒類を納品してお

り、後者について基は「三日後に『冨の寿』というお酒

を三斗送ってください」という内容の注文票を目にして

いる。冨の寿とは、城島に存在した酒造・冨安の銘酒で

ある。岩田商店は冨安とも特約店契約を結んでいた。冨

安は 2009 年に廃業し、同じく城島の酒造・株式会社花

の露に製造が引き継がれている。 

取引の範囲は九州では門司港地区・大里・黒崎・枝

光・豊東に至り、本州では下関・宇部・小郡・鞆・西大

寺との取引記録がある。西大寺の取引先のなかには廣の

甥・伊原利七
りしち

(佳
よし

太
た
)の名も記されている。岩田商店と同

年に門司に進出した企業は、帝国商業銀行の他に三井銀

行、住友銀行、大阪毎日新聞などがある。 

門司が工業化を進めるころ、玉島紡績は吉備紡績とな

って再出発が図られていたが、日露戦争後に綿糸の輸出

が止まったことで大打撃を受け、経営が困難になった。

吉備紡績設立者・坂本金也は 1908 年に工場を倉敷紡績
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に売却し、吉備紡績は倉敷紡績玉島工場となった［玉島

テレビ放送株式会社 2017：86］。 

ビール産業においては、日露戦争後の戦勝景気によっ

て大幅に需要が増大した。資本力をもつ札幌麦酒、日本

麦酒醸造、大阪麦酒の 3 社が 1906 年に合同し、大日本

麦酒株式会社(以下、大日本麦酒)が誕生した。原料や機

械にいたるまで全て国内のもので補い、海外における販

路拡大が狙いであった。JBCは 1907 年に麒麟麦酒株式会

社(以下、麒麟麦酒)となった。 

同年 1907 年に寿屋洋酒店から赤玉ポートワインが発

売された。翌年に創業者・鳥居信治郎は祭原商店という

酒類・食料品問屋と契約を結んだ。祭原商店は富山から

愛知を境にした西日本全土や台湾などに販路をもつ大規

模な問屋であった。祭原商店の協力のもと、信治郎は販

売網を拡大した［生島 2009：115，121-122］。 

岩田商店所蔵の 1906 年の元帳には取引先に大日本麦酒

の名が記されていることから、大日本麦酒の設立当初か

らビールを卸していたことがわかる。また、この元帳に

は春帆楼や明治屋支店、そして凱旋座という劇場も記さ

れている。さらに 1907 年の元帳(岩田商店所蔵 1907)に

は石田旅館が記されており、これは 1889 年に関門連絡

汽船を創業した石田平吉が日清戦争後に創業したもので

ある［図 10］。 

『港と歩んだ 70 年』には日露戦争期の門司の夜の様

子が詳しく描かれている。門司では遊郭の入り口にガス

灯が設置され、20 軒近い飲食店が立ち並び、なかには三

階建ての店や洋風の造りの店も存在した。青線と呼ばれ

る地域に軒を連ねた 600 の飲食店は三等料理屋と呼ば

れ、青線の最盛期を形成した。大勢の飲食店に留まら

ず、日清戦争期に建てられた群芳閣をはじめとした万檣

楼、菊の家、三宜楼などの料亭も豪奢な時代の門司を彩

った。 

日露戦争が終結すると、門司港に出入りする外国船の

増加に伴い、外国人が遊郭を利用する機会が一段と増え

た。英語での接客を拒否した芸者たちは独立し、新たに

門司検番を新設したことで従来の検番と対立した。門司

検番は芸能の道を邁進することを決め、東京や大阪の一

流と称される家元から指導者を招き、芸の腕を磨くこと

に注力した。やがて門司検番の名は広く知られるように

なり、九州各地、東京、京都、神戸から芸者の世界に足

を踏み入れる者がやってくるようになった［門司市役所 

1959：22-23］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 10］石田旅館 

岩田商店には山縣有朋・犬養毅・木戸孝允・東郷平八

郎の書が残されており、かつては伊藤博文のものもあっ

た。山縣・犬養・木戸・伊藤の書は、政治家の書が好き

だった廣が骨董屋で購入したものであるが、東郷の書に

ついては、日露戦争後に東郷が門司港の記者クラブ(朝日

新聞、毎日新聞、西日本新聞の 3 社)で書いたものを廣が

購入したものである。しかし実際は、書を求めた記者が

岩田商店に対して酒代のツケがあったため、記者から購

入したというよりは取り上げたようなものであると基は

いう。 

1906 年、鉄道国有法が制定された。日清・日露戦争

の際の鉄道による軍隊輸送に不便が生じていたことや、

鉄道会社の営利目的による運賃の割高、多様な管轄系統

から生まれる煩雑さなどが要因となり、全国に拡大した

流通範囲を統一し、国内交通の体系化すなわち鉄道国有

化による日本資本主義の立て直しの必要性が高まってい

た。鉄道の国有化が果たされたことで、奥羽線・鹿児島

線・山陰線などが開通し、各路線で電化工事が施され
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た。路線の改良や電化工事によって輸送力が増強され、

急行列車の運転も可能になった［松好・安藤 1971：

186-190］。前述したように、国有化されたことで日本の

鉄道の本格的な整備が開始される。 

日露戦争後の不況に苦しんだ地方の私鉄は、1910 年

に公布された軽便鉄道法により、国鉄よりも規定が緩く

規模の小さい軽便鉄道へと転身した。山陽・中国両鉄道

においては、同年に国鉄宇野線が開通したことで東西南

北に繋がった。岡山県南部では西大寺軽便鉄道を筆頭に

下津井・井笠・三蟠などの軽便鉄道が敷設される［土

井・定兼 2004：136］。1901 年に会社整理に追い込ま

れていた金辺鉄道が日露戦争期に小倉鉄道へと改称され

た。しかし日露戦後の不況によって資金獲得に苦心し、

計画していた東小倉－上添田間が開通したのは 1915 年

のことであった［北九州市 1998：71］。 

 門司市の水道工事は 1908 年に着手され、1912 年に

竣工した。1889 年より始まった石田平吉独自の水道に

よる給水・売水事業はこの年まで続いていた。門司市の

水道工事が竣工されるあいだ、1910 年には県初の常設

活動写真館・電気館がつくられた。1911 年 6 月には出

光佐三によって出光商会(現・出光興産)が設立された。

本店兼事務所は東本町 1 丁目(当時の門司市大字門司字馬

場 3102 の 319)に置かれ、2 年後の 1913 年に東本町 2

丁目に移転した［橘川 2012：17］。岩田商店に対し

て、佐三自身が大八車をひきながら油の販売にやってき

たこともあった。水道工事が竣工した 1912 年には市民

向けの門司音楽養成所が設立され、入所者は海軍一等軍

楽手から指導を受けた。市民楽団は、清滝に石炭関係の

業者によって建設された門司倶楽部や、門司キリスト教

青年会館［図 11］(以下、門司YMCA会館)にて演奏会を

おこなった［門司市役所 1959：28］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 11］門司YMCA会館 
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第 4章 大正時代 

明治から大正時代初期にかけて、出光商会や鈴木商店

などが代表するように、企業勃興が続いた。その波に乗

り門司へ進出した岩田家は、100 年後の現在まで残る店

舗兼住宅を建設する。 

 

4-1 進む近代化 

鈴木商店は 1912 年に帝国麦酒株式会社(以下、帝国麦

酒)を設立し、翌年 1913 年に門司工場を建設し、サクラ

ビールの販売を開始した［図 12］。また、ビール瓶製造

のために、同年に大里硝子製造所を設置した。1914 年

に建設した日本酒精大里工場は焼酎の工場であり、原料

となる糖蜜・酵母・麩
ふすま

(小麦を製粉する際に発生する皮

くず)は大里製糖所・帝国麦酒・大里製粉所から容易に調

達でき、各所の廃棄物利用としても有効だった［北九州

市 1998：79］。同年に門司駅は改築され、駅舎の 2 階

にてみかど食堂の営業が始まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 12］帝国麦酒門司工場 

1904 年開始の日露戦争により日本の資本主義は確立

の道を歩み、1914 年から始まった第一次世界大戦を踏

み台に発展を遂げる。第一次世界大戦を経て重化学工業

が発展し、石炭の需要が高まったことから、海運は貨物

輸送にかんしてはその地位を陸運に譲らなかった。しか

し港町は鉄道によって運命を二分された。燃料基地とし

て工業地帯を形成した徳山や連絡船で高松と接続した宇

野(岡山県)などは栄えたが、鉄道と離れた距離にある港

町は勢いを失った［片岡 2007：495］。 

酒造業も足並みを揃えるように、日露戦争後の好況に

沸き、1907 年以降に停滞を迎え、第一次世界大戦をき

っかけに回復した。大正年間における日本酒の酒造業は

1914 年が最も低迷し、1919 年に最盛期を迎える。

1914 年の造石高は約 368 万石(1 石は約 180 リットル)

で、1919 年は約 587 万石であった。翌年 1920 年には

約 425 万石と減少するが、さらに翌年に約 553 万石と

回復し、以降 1925 年まで 500 万石台を維持している。

変化の大きい石高に対して、酒造蔵数は 1912 年(大正元

年)から 1919 年まで一定して 1 万棟台であり、1920 年

から 1925 年までは 9000 棟台に減少している［山片 

1977：248］。 

景気の拡大によって日本からの輸出が大幅に増加した

ことに伴い、ビール産業も生産体制を拡大させた。第一

次世界大戦後に都市部への人口集中が進み、サラリーマ

ンという呼称や洋服や洋食が普及した。都市生活者の拡

大に伴って、ビール総製造量は 1913 年の約 36000 キロ

リットルから 1919 年には 117000 キロリットル弱へと

各段に飛躍した。この製造量の上昇は 1924 年までほぼ

一貫して伸び続けた［サッポロビール株式会社 1996：

244］。ビール消費の促進には明治時代末期に登場したカ

フェーの存在もある。1911 年、カフェー・ブランタン

と呼ばれる洋風酒場が東京に出現した。後にカフェー・

ライオン(現・銀座ライオン)が出現し、関東大震災以

降、全国津々浦々にカフェーが出現した。カフェー流行

以前には、ビヤホールと呼ばれる大衆社交場が存在し

た。これは横浜のビヤハウスから始まり、大阪や東京、

そして地方都市の人々がビールに触れる機会を増やして

いた［麒麟麦酒株式会社 1983：107-115，213］。 

1915 年頃の玉島では、備中杜氏は 400 名弱にまで増

え、四国や九州、遠くは韓国でも働いていた［玉島テレ

ビ放送株式会社 2017：84］。門司では 1915 年には大

里精米所、1916 年は播磨造船所(後のIHI)、1917 年は神
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戸製鋼所門司工場、1918 年は日本冶金と、鈴木商店が

着々と関連企業の数を増やしていた。1917 年時点で売

上高は 15 億 4000 万円に達し、鈴木商店は三井物産を

抜いて日本最大の総合商社となった［吉村 2017：

288］。豊かになった資本家に対して、港湾労働者たちは

生活苦に苛まれていた。賃金が上がることもなく長時間

労働が定着し、物価が上昇したことで、労働者たちの生

活は苦しくなっていた。生活苦は門司だけに限らなかっ

た。困窮する民衆が 1918 年より米騒動が全国的に発生

し、門司では 8 月 15 日に発生した。記録作家の林えい

だいによると、この騒動は筑豊や志免(福岡市郊外)、佐

賀の炭鉱や大牟田の三井三池鉱業所の労働者を扇動し

た。門司に限らず小倉や戸畑でも米屋や倉庫会社が襲撃

されたが、18 日に軍隊が出動し沈静化が図られた。［林 

2001：12-13］。米騒動をきっかけとして、政府は市場

の適切な価格と治安の維持を目的として 1918 年に公設

市場［図 13］の設置を決定し、北九州地域の公設市場の

始まりは現在の門司中央市場を由来とする。また政府は

1921 年に米穀法を制定し、全国七か所に国立の米穀倉

庫を設置することにした［北九州地域史研究会 2006：

25，60］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 13］公設市場 

この米穀法は、日本が凶作により食糧の自給がままな

らない場合に米価の騰落が起きた際、政府が米の買上や

売却、外国産米の輸入税の増減免をおこなうことによっ

て、米騒動のような事態の発生を防ぐための応急策であ

った［大豆生田 1993：186］。米穀倉庫の建設候補とし

て有力視されていた佐賀や熊本に対して、門司は水陸交

通の要衝であることや北九州工業地帯という市場を強み

として展開した誘致運動が実を結び、1925 年に門司区

大久保への設置が決定し、建設工事は翌年に竣工した。

東京・大阪・酒田(山形県)についで 4 番目の国立米穀倉

庫であった［図 14］［北九州地域史研究会 2006：

25］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 14］門司米穀倉庫 

民衆の不満が爆発した翌年、大規模な道路工事案が浮

上した。1919 年、九州と本州を繋ぐ関門国道トンネル

の掘削案が帝国議会へ提出された。地質調査を経て工事

の認可が下りたことで設計が進められた。後述するが、

関門国道トンネルの開通は岩田商店の建物と関連する出

来事である。 

大正期の門司には世界館［図 15］、永真館、本川座な

どの映画館が開設し、1921 年 9 月 16 日に開場した旭座 

という劇場は、大阪の中座や博多の大博劇場を模して工

事費 10 万円が費やされた［図 16］。こけら落としは歌

舞伎役者の沢村宗十郎がおこない、フリッツ・クライス

ラーやヤッシャ・ハイフェッツなど、世界的に名を馳せ

た西洋のヴァイオリニストが公演をおこなった。また、

凱旋座ではアンナ・パブロワによるバレエ公演もおこな

われていた。アンナは日本にバレエを根付かせた「三人

のパブロワ」のひとりである。大日本麦酒が鈴木商店に

対抗し、博多工場を新設したのも 1921 年のことであっ

た。 
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［図 15］世界館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 16］旭座 

 

4-2 岩田商店の建設 

商売が軌道にのり資金を得たマキと廣は、借家ではな

く自分たちの店をもつことにした。営業を開始してから

3 年ほどで資金を回収し、岩田商店の建設に至った。現

在の岩田商店の始まりである［図 17-19］。 

1920 年 12 月 5 日と 11 日に手斧始めをおこない、翌

年 1921 年 1 月に石礎を設置し、工事を開始した。岡山

から木材を、伏見から壁土を運び同年 3 月 4 日に柱建て

をおこなった。翌月 16 日に上棟し、落成・移転が完了

したのは翌年 1922 年 5 月 21 日である。店舗の設計・

施行においては、岡山から呼び寄せた棟梁・石田要三(以

下、石田)を中心に、副棟梁の外部千松、鳶職の原田源次

郎、石工職の宇都宮光次と森安嘉市、煉瓦職の酒井儀

一、左官職の北野作太郎の 7 名が主に携わっている。酒

井と北野は門司市在住であった。さらに、方角をみて家

の吉凶を占った寺尾順一という人物も存在している［北

九州市文化財課 2005］。およそ 1 年 3 か月、2 万 3 千

円を費やした工事だった。廣が石田を呼び寄せたことに

は理由があった。廣の兄・利太
とした

［図 1］の別荘を建てた

人物が石田であり、完成した別荘を目にした廣が「ぜひ

自分の家も」と声をかけたのだ。別荘と似たつくりで岩

田商店は建てられ、とくに 2 階は瓜二つであるという。

応接間のつくりのみが異なっており、和風の岩田商店に

対して、利太の別荘は洋風であるという。石田は妻も連

れて作業をおこなっていたため、仕事中にたびたび夫婦

喧嘩が勃発し、その日の作業が中止になることもあっ

た。しかし腕は確かで、釘を一本も使わずに店を築いた

ことで、見物に来ていた大工や左官が驚くほどだったと

いう。また、家屋(柱)と煉瓦塀を分けずに同時に建造し

たという点からも、技術の高さがうかがえる。とても几

帳面な性格だった廣は、自らの日記に作業員の人数や勤

務時間・建材の種類や数など、日々の作業内容を記録し

ている。廣の日記とは別に、印鑑が押されたひとりひと

りの出勤簿や運びこんだ建材について記録した帳面も存

在する。基は当時の様子について、「全体的に、列強に追

いつけ、追い越せという気持ちがあったんだろうね。建

物も、高く高く建てようとしたんだと思う」と述べてい

る。岩田商店が完成した年、理論物理学者・アインシュ

タインが門司を訪れている。 

岩田商店を建築史学の観点から調査した宮原雅明・日

隈康喜は、岩田商店の配置形式を以下のように記してい

る。 

岩田家住宅は旧羽衣通りと関門国道が交わる角地に
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位置し、 敷地は台形をなす敷地の東南隅に隅切りを施

した形状をなし、 羽衣通りに南面して建つ主屋、 主

屋背面北側に建つ土蔵、主屋の東側に接続する便所・

風呂を収めた棟、土蔵の東側に接続する台所棟から成

り、 後二者は主屋と渡り廊下で結ばれる。主屋の東側

には門を構え、長い塀を巡らし、敷地の西側から北側

には煉瓦造の防火壁を巡らす。主屋と土蔵・台所棟の

あいだに中庭が設けられ、中に屋敷神を祀った祠が配

され、高密度な空間が形成されている。なお、台所棟

は全面的に改築され、 風呂場・便所棟も一部を残して

改築されている［宮原・日隈 2003：2］。 

また、宮原・日隈は岩田商店を町屋建築に分類してい

る［宮原ら 2003：1］。町屋建築とは、現代のような専

用住宅ではなく、住まいと生業に必要な機能を一体的に

構築した建物である［福岡県教育委員会 2018：30］。

岩田商店は酒・醤油の卸売りをおこないつつ店の 1 階土

間部分で酒・醤油の小売りをおこない、2 階は岩田家の

者と住み込みの従業員たちの居住空間であった。上田・

土屋は町屋を「接地、接隣、接道住宅」ともいうと述べ

るが［上田・土屋 1975：46］、伊藤は町屋を接道性と

沿道性を兼ね備える住宅であると述べる。接道性とは建

築の正面が直接道路に面していることを指す。沿道性と

は、建物が道に沿って位置することを指す。建物が軒を

連ねていることよりも、一定の間隔を置いていたとして

も建物が道に沿って位置することを重視する考え方であ

る［伊藤 2007：5-6］。岩田商店が建てられた大正期、

店の東側を堀川という運河が流れていた。堀川を渡った

反対側には遊郭が広がり、店の正面道路を挟んだ反対側

には門司最大の劇場・旭座が建てられていた。堀川は後

に埋め立てられ国道 2 号線となり、後述するが旭座は

1932 年に焼失し、現在その場所ではガソリンスタンド

が営業している。建築当初の大正期から昭和期にかけて

門司が経済的に発展の道を歩み、町の様相を変化させる

なかで建てられた岩田商店は、接道性と沿道性をもつ町

屋建築であるといえる。 

 岩田商店の構造は、居蔵造りと説明される。しかし居

蔵造りという構造は定義が曖昧なものであり、研究者に

よって異なる。この構造の特徴について、松岡・市川は

居蔵造りの住宅は広島県東広島市の農家に見られると述

べ、見せかけの二階や深い軒の出を特徴として取り上げ

ている［松岡ら 2011：1002］。杉谷は重層入母屋構造

の母屋と納屋からなる住宅様式を指すと述べる［杉谷 

2018：127］。入母屋とは法隆寺金堂のような、屋根を

上部と下部に分けて捉えると上部は二方へ勾配する切妻

様式であり、下部は四方へ勾配する寄棟様式をもつ屋根

のつくりである。大森、高口、西山は白壁土蔵の入母屋

2 階建て妻入りの伝統町家と述べ［大森ら 2003：

566］、宮原らは壁が漆喰でできている点を居蔵造りの特

徴のひとつとして捉えている［宮原ら 2003：4］。岩田

商店は入母屋造であり、壁は鼠漆喰と呼ばれる白漆喰に

松煙を混ぜ灰色にしたもので仕上げられているが、二階

は見せかけではない。 

建物の構造におけるもうひとつの特徴として、西側と

北側に建造された耐火煉瓦塀が挙げられる。これは基の

祖母・マキの意向が反映されたもので、岩田商店が 100

年間維持されてきた要因のひとつである。『写真で見る民

家大事典』によれば、煉瓦は基本的に現地で調達される

ものである［日本民俗建築学会 2005：94］。しかし

『日本窯業史総説』のように、粘土は九州地方でも産出

されるものの、煉瓦の原料に値する良質な産地はなく、

中国地方や磐城地方の粘土を用いた煉瓦製造を止むを得

ないという指摘もある［大日本窯業協会 1991：174-

175］。『日本窯業史総説』における中国地方とは備前国

和気郡三石地方(岡山県備前市)を指し、ここから産出し

た煉瓦粘土が東京、大阪、九州と広範囲の地域に供給さ

れている。磐城地方とは現在の福島県相馬市から茨城県

北部にかけた太平洋沿岸を指す［大日本窯業協会 

1991：152，165］。したがって岩田商店に使用された

木材は岡山から運ばれたものであるが、上記より煉瓦も

岡山から運んでいる可能性がある。 
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門司に渡り酒屋を開いたマキと廣を追って、岡山から

吉三郎が妻を連れて東本町にやってきた［図 1］。基は吉

三郎について、「学校を辞めさせられて、人を使う側から

人に使われる側に変わって、ひどい目にあったんだろ

う。自分も一旗あげたいという気持ちがあったんじゃな

いかな」と述べている。 

基の言うように、吉三郎は材木屋や炭屋などの様々な

商売を試みていた。しかし思うようにはいかず、味噌・

醤油の製造をはじめたところ、業績が上向きになったこ

とで、本格的に醸造業を営むことにしたという。現在は

味噌の製造はおこなっておらず、門司区葛葉にて「ヤマ

ニ醤油」の名で醤油やつゆの製造・販売をおこなってい

る。 

玉島の岩田家では醸造業を営んでいたことから、吉三

郎は醸造の技術や知識を学ぶ下地があったと考えられ

る。マキはヤマニ醤油のことを「支店」と呼び、吉三郎

は岩田商店のことを「本店」と呼んでいたという。しか

し、岩田商店はキッコーマンやヤマサ醤油の商品も卸し

ていたが、ヤマニ醤油の製品を扱うことはなかった。岩

田家の家庭においても、ヤマニ醤油の商品が使われるこ

とはなかった。ヤマニ醤油は九州地方にみられる甘口の

醤油を取り扱っており、本州や外国からやってくる人々

を相手にした門司港の飲食店ではあまり採用されなかっ

たのではないだろうか。晩年の吉三と以蕎は玉島から門

司に移り住み、吉三郎の家で暮らしていた。 

牧子によると、吉蔵とヒナのように、西喜屋・北店を

継いだ婦さと富三郎のあいだにも跡継ぎとなる男児がい

なかった。そこで、ふたりの長女・知嘉が真楠という家

から真楠新一郎を婿に迎えた。新一郎は岩田姓となり、

富三郎が亡くなった 1897 年時点より二代目富三郎を名

乗り、北店を引き継いだ。二代目富三郎は明治時代の終

わりごろ、西喜屋を放棄し資産を全て売却して生み出し

た財産を全て携え、家族にも詳細を告げず萩にて鉱山経

営に乗り出した［岩田 2012：34，38-39］。近代におけ

る北前船主について中西は、和船から西洋型帆船を所有

するようになった者や、北海道などに進出して取得した

漁場への物資の輸送のために汽船を所有した者の存在を

列挙している。また、第一次世界大戦で生まれた好景気

を期に、一度撤退した北前船経営に再び参入した北前船

主の存在も挙げている。しかし第一次世界大戦後に恐慌

が発生すると、その影響により 20 世紀に入ると海運業

から撤退したが、海から山へ移り、鉱山業や林業を展開

した北前船主の存在についても言及している［中西 

2013：160-162］。二代目富三郎は完全に海運業から手

を引き再び海運に携わることはなかったが、新たに鉱山

経営に商機を見出した。 

二代目富三郎の息子に、岩田襄という人物がいる［図

1］。彼はマキと交流があった。ふたりのあいだで手紙や

年賀状のやり取りがあり、これを見た幼い基は「襄」と

いう字を「じょう」と読むことをマキに教わったとい

う。襄は岩田商店の移転と同じ 1922 年、9 月 2 日に大

阪市福島区にて、一向社という印刷会社を創業する。過

去に 1 度だけ、大阪から襄が葛葉の家を訪ねてきたこと

があった。襄は「玉島の墓に自分の家も入れてくれない

か」と依頼したが、断られた。昶の「岩田家は必ず長女

が継いでいた」の語りから考えると、西喜屋北店の家系

である大阪の岩田家が本家であると考えられる。しかし

襄が「墓に入れてくれないか」と門司に依頼してきたと

いうことは、吉三と以蕎の継いだ本西喜屋すなわち岩田

商店こそが岩田家の本家であると考えられる。 

現在、一向社は襄の孫である雄仁が代表取締役を務め

ており、雄仁の母親が牧子である。彼女が主に北店の歴

史についての記録を残していた。今回の調査を進めるな

かで、基は一向社が今も存続していることに驚き、感心

していた。 

玉島で起きた火災でマキが得た教訓がはやくも生かさ

れる出来事が発生する。岩田商店が移転した 1922 年 5

月 21 日の翌年 1923 年 5 月 14 日、当時の堀川町を中心

に大規模な火災が発生した。発生から翌々日の 16 日発

行の門司新報にて以下のように報道されている。 
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門司未曾有の大火 災害の範囲は四個町に亘り 焼失

五十一戸半焼十六戸 直接損害五十萬円に上る 

(中略)一段の凄じさを加へ大火團となつて勢ひ鋭く軒續

きなり西堀川町五丁目並びに裏續きの内堀川町三丁目

三十餘戸を一瞥に焼き払い羽衣町に伸び京都館(元新梅

の家)旭座等の大建物を襲はんとしたが辛くも同町岩田

酒店倉庫の防火壁にて喰ひ止められ(中略)内堀川二丁目

を狼狽して逃げ甦る火勢益々猛烈となり遥に料理屋都

館三階屋上には火除のマジナイ女の赤の腰巻が翻る此

を眺めた彌次馬は大騒ぎをして居た(以下略)［門司新報

社 1923］ 

隣接する岩田商店にも燃え移る可能性があったが、風向

きが変わったことで事なきを得た。昶は、この風向きが

変わった原因が岩田家にあるという、奇妙な噂話が生ま

れたことをマキから聞いている。 

それは岩田の人間が店の二階の物干し場で赤い腰巻を振

っていたことが原因だという話だった。当時は火事が起

きたときに赤い腰巻を振ると風向きが変わるという言い

伝えがあったが、これに対しマキは「娘にも誰にもそん

なことはさせていない」と主張したという。しかし記事

には都館という飲食店の三階屋上にて、女性が赤い腰巻

を振っていたと書かれている。あくまでも噂程度の話で

あるため、真偽が不確かな情報である。この火災を経

て、マキは更に煉瓦塀を増やす工事をおこなうように指

示した。 

大正時代の倉敷は、1926 年に倉敷絹織(現・クラレ)が

設立されたことで繊維工業都市としてその名を全国に知

られるようになった［齋藤 1998：68-69］。このころま

で河川における水運として高梁川が用いられていたが、

明治時代を経て継舟制が廃止され、1925 年以降の国鉄

伯備線の開通［図 2］によって、陸上交通に輸送の主力

が移る［下中 1988：32］。 

大正末期の門司港と若松港は、両港とも旧北前船の航

路を用いて門司港は台湾や朝鮮から米や砂糖、関東州(大

連)から豆糟を国内に輸入し瀬戸内や京浜・阪神に送って

おり、若松港は石炭や鋼鉄を瀬戸内や京浜・阪神に送っ

ていた［日比野 2007：486］。このころの門司は食糧を

扱う港として、そして若松は工業製品を扱う港として棲

み分けがなされていたことがうかがえる。 

順調に計画が進んでいた関門国道トンネル掘削案だっ

たが、1923 年の関東大震災によって多額の復旧費が必

要となり、1927 年の帝国議会によって関門国道トンネ

ルの予算は白紙となり計画は一時中断となった。再び関

門国道トンネルの調査をおこなうまで 10 年を要した。

ビール産業が勢いを増しはじめた大正年間は、日本経済

全体は関東大震災や戦後恐慌の渦中にあり、暗い様相を

呈していた。勢いづいたビール産業も大正末期よりその

影響を受け、1925 年から 1932 年頃にかけて生産量が

減少した。各ビール会社は競合し、価格競争へと発展し

た。1927 年に麒麟麦酒は明治屋との販売契約を解消

し、自社による販売を開始した［アサヒビール株式会社 

2010：41］。 
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第 5章 昭和時代 

第二次世界大戦が起きたこの時代、民衆の生活は統制

され、身近となった酒類産業も例外ではなかった。流通

の要所であった門司は空襲と機雷に苦しめられ、岩田商

店も焼失の危機に陥った。 

 

5-1 昭和の門司 

岩田商店の 1928 年の元帳(岩田商店所蔵 1928)には、

門司市役所や門司税関、旭座、みかど食堂(駅構内・食堂

車の両方)が記載されている。さらに出光佐三の名も記さ

れている。出光商会は 1923 年より計量器付配給船を考

案し、漁船燃料油の中身給油を開始していた。加えて、

陸軍運輸部も記載されている。陸軍運輸部とは 1904 年

に施行された陸軍運輸部条例により組織されたもので、

宇品(広島)に本部設置し、門司・基隆
キールン

・台中に支部が設

置された。『門司市史全』によると、門司支部は 1923 年

に陸軍運輸部門司出張所と改められた［中村 1974：

413］。 

1929 年 6 月 8 日に、岩田商店にとって二度目の火災

が発生する。岩田商店の北側煉瓦塀の後ろに広がる馬場

遊郭から東本町にかけて被害が広がった。翌日 9 日発行

の門司新報が以下のように報じている。 

歓楽の暁夢を破って 門司馬場遊郭の火災 東本町

四丁目に燃えぬけ 全焼九戸半焼四戸損害三十萬圓を

算す 

全焼(九戸)第一玉川楼、三富士カフェー、畑中化粧品

店、玉翠楼、春生楼、金子洗張店、準翠楼(以上馬場遊

郭)、梶原耳鼻咽喉科醫院、草野整骨醫院(以上東本町四

丁目)半焼(四戸)玉屋(馬場遊郭)、高橋熊吉、南里果物

店、沖電氣支店(以上東本町)［門司新報社 1929］ 

被災した全十三戸のうち八戸は馬場遊郭であった。基が

幼いころも、東本町や東門司遊郭が広がっていたとい

う。東門司側は東本町側と比べて料金の安い遊郭が軒を

連ねていた。基がまだ小学校に入学する前、東門司 1 丁

目(現・ゲストハウスポルトの向かい側)にかつて存在し

た店に遊びにいったことがあるという。店に置いてあっ

た玩具のピアノを弾いて聞かせてみると、少し透けた着

物を着た女性たちが拍手をして、褒めてくれたことを覚

えている。このことを母親に報告すると、「二度と行く

な」と注意されたという。 

岩田商店の店頭側でも火災が発生する。1932 年 3 月

1 日、旭座から発火した。この火災について、翌日 2 日

発行の大阪毎日新聞山口版にて以下のように報道されて

いる。 

門司の火事 劇場旭座から発火 付近に燃え擴がる 

(中略)売薬業赤川太閤堂主催の宣傳劇小櫻劇の開幕する

瞬間楽屋から出火、猛烈な勢いで火はアッといふ間も

なく燃え擴がり(中略)さらに同劇場の向側なる羽衣町六

丁目岩田酒店にも燃え移らうとし付近は内本町のカフ

ェ街や馬場遊郭その他盛り場で一時は大混雑を呈した

が(中略)［大阪毎日新聞社 1932］ 

3 日発行の門司新報でも旭座が焼失したことが報道され

ている。 

全、半焼廿三戸 損害約卅萬圓 原因は煙突の火から

か 

一日午後六時三十分頃、市内羽衣町旭座第二階役者部

屋付近より発火し折柄の西北風に煽られまたたく間に

同劇場を灰燼と化し尚も火焔は物凄く四方に燃え擴が

り(中略)［門司新報社 1932］ 

旭座と道路を挟んで向かい側に位置していた岩田商店

は、二階の窓の格子が焼け焦げる被害を受けており、そ

の焦げ跡は現在でも確認できる。 

『港と歩んだ 70 年』によれば、時代が昭和に移行し

たころの門司では、門鉄管弦楽団を中心に、北九州初の

ジャズバンド「M・Uジャズバンド」が誕生し［図 20］、

門司YMCA会館にて定期演奏をおこなっていた［門司市

役所 1959：28］。基が大学時代に師事した同郷の声楽

家・畑中良輔は著書『音楽青年誕生物語』で、昭和初期

には輸入楽器や楽譜を扱う「森楽器店」の主・森吉七氏

が関門をはじめとした九州全域での演奏家のマネジメン
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トをおこなっていたと綴っている［畑中 2004：172］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 20］M・Uジャズバンド 

このころ、北九州の文壇も門司で活発に動きはじめ

た。アララギ派に所属していた毎日新聞社員の大村呉楼

が企画し、同派の歌人らとともに北九州短歌大会を門司

で開催した。門司におけるホトトギス系の俳壇の始まり

は、門司新報記者の吉岡善寺洞が自社の新聞に俳句欄を

設けたことによるものであった。詩においては、山口県

大島郡で生まれた東潤が門司にて詩作をはじめ、小倉に

移り「あどばるうん」や「土語」などの作品を発表した

［門司市役所 1959：29］。北九州では音楽だけでな

く、文芸の面においても門司が先んじていた。 

大正末期の価格競争によって乱れたビール市場の秩序

回復のために、大日本麦酒、麒麟麦酒、そして 1921 年

に誕生していた日本麦酒鉱泉株式会社(以下、日本麦酒鉱

泉)の 3 社による販売協定が結ばれた。1929 年には帝国

麦酒が櫻麦酒へ社名を変更し協定に加わるが、1930 年

の日本麦酒鉱泉の脱退の翌年に櫻麦酒も脱退する。1933

年に日本麦酒鉱泉を吸収した大日本麦酒は同年、販売活

動の正常化と価格の安定を図り、麒麟麦酒との共同出資

で麦酒共同販売株式会社(以下、麦酒共同販売)を設立し

た。そして 1935 年、麦酒共同販売は櫻麦酒との共同出

資にて櫻麦酒販売株式会社を設立した［アサヒビール株

式会社 2010：43］。これにより、ビール会社 3 社によ

るカルテルが生まれた。 

組織変更を重ねた寿屋洋酒店は 1921 年に株式会社寿

屋(以下、寿屋)へと変わった。信治郎は 1924 年に山崎

(京都府)に蒸留所を建設し、本格的にウイスキー事業に

着手する。しかしウイスキーは製造から販売に至るまで

長い時間を要した。寿屋は製造と貯蔵の繰り返しに留ま

り、販売まで至らなかった。赤玉ポートワインの売上に

よって生まれた資金を費やし、試行錯誤の末に開発した

ウイスキーに「サントリー」と名付け、新商品「サント

リーウイスキー白札」の発売を開始したのは 1929 年の

ことであった。 

同年に、「新カスケードビール」の発売を開始し、歯磨

き粉や調味料の製造販売など多角的に事業を進めた。

1930 年には新カスケードビールを「オラガビール」へ

と改名したが、大日本麦酒・麒麟麦酒・日本麦酒鉱泉・

櫻麦酒によって既存のビール勢力がカルテル化していた

ことや日本麦酒鉱泉や櫻麦酒のカルテル脱退による市場

の混乱が影響し、1934 年に大日本麦酒へ工場を売却

し、ビール事業から撤退した。再び洋酒とウイスキー事

業に注力することを決め、1937 年に「サントリーウイ

スキー角瓶」を販売し、ウイスキーの普及を目的に梅田

(大阪)に「サントリーバー」を開店し、広報誌「カクテ

ル・ブック」を出版した。［生島 2009：150-157，

162］。 

一旦中止となっていた関門国道トンネル計画が再び動

き出した。1937 年 5 月 1 日に事務所を開設し、2 年間

の調査工事がおこなわれた。海底部の地質や陸上からの

ボーリング調査に加え、トンネルを通すことで生まれる

経済効果も調査された。これらを経て、1939 年 4 月 26

日に試掘坑道(豆トンネル)が貫通し、5 月 12 日より本工

事が着工された。 

 

5-2 戦争へ進む日本 

1937 年の盧溝橋事件をきっかけに日本と中国が衝突

し、日本軍は戦線拡大を進め、1938 年 4 月 1 日に国家

総動員法が公布された。翌年 9 月のドイツとソビエト連

邦によるポーランド侵攻によって第二次世界大戦が開始
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されると、日本内外問わず戦争一色の様相を呈した。戦

時下において、民衆の生活には統制の手が及び、日本酒

やビールも例外ではなかった。 

国家総動員法のもと、酒類販売業が免許制度化され、

従来の酒造免許制度も伴って日本酒の生産から販売にか

けた統制が始まった。1940 年 4 月に施行された酒類公

定価格の新制度では、日本酒は上等酒・中等酒・並等酒

に分類され各等級に応じた価格が設定された。酒の価格

統制に加え、配給機構も整備された。不足した日本酒を

分配するために、1941 年に大日本酒類販売株式会社と

いう国全体の酒類販売を統制する機関が設立され、その

支社に相当する道府県酒類販売株式会社が各道府県に設

立された。家庭用の配給は小売業者が担当し、町会や隣

組などの下部組織を介しておこなわれた［鈴木 2015：

172-173］。 

税金や販売価格のみならず、酒造家そのものへの介入

もおこなわれた。1942 年 5 月に発令された企業整備が

翌年 10 月に実施され、半数の酒造家には企業合同など

を進めて製造能力を向上させ、残り半数の酒造家の転

業・廃業を進めるものだった。酒造りから手を引かざる

をえなくなった蔵の機械設備などは鋳直され兵器として

再利用され、1943 年に 6539 場存在した酒造家は翌年

には 2531 場と半数以上が姿を消した［鈴木 2015：

170-171］。 

ビール産業においては、企業整備によって大日本麦酒

は櫻麦酒を合併し、櫻麦酒門司工場は大日本麦酒門司工

場となった。翌年、大日本麦酒は存亡の危機に立たされ

ていた。度重なる空襲で都心の工場が被災し、ビール製

造は困難になった。さらに政府の通達により、操業可能

であった目黒・川口(埼玉)・門司工場はビール製造が中

止された。ビールの代わりに目黒では薬品、川口ではア

ルコール、門司では製塩をおこなうように指示を受けた

が、翌年に終戦を迎えたため、大日本麦酒はビール会社

としての能力を完全に失うことはなかった［サッポロビ

ール株式会社 1996：311］。戦時中は洋酒も統制下に置

かれ、1943 年には航空機の燃料となるブタノールやエ

タノール製造工場の建設を海軍から命令され、軍需会社

の指定を受けた。サントリーウイスキーは軍納品となり

一般家庭より海軍に納入する比率が高まった。戦後の統

制から解放されると一般家庭向けの販売を再開し、さら

にGHQにもウイスキーを納入した。［生島 2009：164，

167］。 

1942 年は、門司駅が門司港駅へ、大里駅が門司駅へ

と改称された年であり、関門鉄道トンネルが開通した年

でもあった。『門司市史第 2 篇』によると、これは 1896

年に博多商業会議所が政府に対して関門海峡に海底鉄道

を通す請願を提案したことに端を発し、1908 年より鉄

道院総裁となっていた後藤新平のもとで 1936 年より着

工されたものである［門司市役所 1963：259］。このと

きすでに太平洋戦争が始まっており、1942 年の日本軍

はフィリピンのマニラやミャンマー(旧ビルマ)のヤンゴ

ン(旧ラングーン)やマンダレーを占領した［北九州市 

1998：140］。 

同年より始まったニューギニアの戦いは 1945 年まで

続き、日本・オーストラリア・アメリカの兵士がおよそ

20 万人以上戦死した。この戦いでは、後に岩田商店三代

目店主となる野村一三が兵役に就いていた。門司では関

門国道トンネルの予算や資材が削減され、工事が停滞し

ていた。 

戦時中、門司の住民は港から船で出征する兵隊たちを

数人受け入れ、宿泊させていた。岩田商店も同様だっ

た。港から遠く離れた故郷から兵隊の家族がやってき

て、一緒に泊まることもあった。戦争が激化するにつ

れ、宿泊する兵隊の態度が悪くなっていった。日本が劣

勢になってゆくなかで、兵隊たちも気が立っていたのだ

ろうと昶は推測している。態度の悪い兵隊に対して、文

三が声を荒げることもあった。 

1945 年になると日本は敗色濃厚となり、関門海峡に

機雷が投下された。6 月 29 日のアメリカ軍のB29 爆撃

機による空襲によって関門地域は大打撃を受け、終戦を
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迎えた。岩田商店の最後の被災は、この空襲によるもの

であった。 

門司区は 1945 年 3 月頃から空襲の被害に遭い続け、

6 月以降は連日、関門海峡に機雷が投下され、その数は

約 4600 個といわれている［門司市役所 1963：115］。

門司区が大打撃を受け、下関まで被害が及んだのは 6 月

29 日であったが、岩田家にとって最初の空襲被害は 6 月

8 日のことであった。このとき、廣とマキは経営から退

き、長女・豊子の婿・文三が二代目店主として店を牽引

していた。 

妻と子を厚狭(山口県山陽小野田市)に疎開させた文三

は、内本町(現在の東本町)に新しい家を購入し、家財道

具や貴重品を移動させていたという。しかし移動が完了

した 6 月 8 日の夜、空襲で全て焼失してしまった。歴史

的な資料になり得るものの多くが失われてしまったので

ある［図 21］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 21］門司空襲 

度重なる空襲を受け、延焼を防ぐために、岩田商店には

軍による取り壊しの命令が下った。廣の長男・ 孝
たかし

宛て

に福岡県北九州都市疎開事務所(以下、疎開事務所)より

東本町と羽衣町の２つの家屋に対する家屋譲渡代金通知

書が 2 通届けられている。どちらも昭和 20 年 6 月 25

日付の命令であり、金額は東本町の家は 8960 円、羽衣

町の家は 42380 円と評定された。この通知書には孝と疎

開事務所両者とも押印しているものの、譲渡される物件

の棟数や坪数、通知書の発行日が明記されていない。こ

れにかんして孝の子・ 修
しゅう

(以下、修)は基への手紙（日付

不詳）にて以下のように疑問を呈している。 

エンピツの書きこみ（これは父・孝の字ですね）と

あわせて考えると、東本町の家と羽衣町の家は“第 4次

疎開”のため、国(県？)に譲渡され、その代金は

S21.12.21 に支払われ、その後S22.3.25 日になって“第

4次疎開未除却建物還元払下”ということがあって、返

還されたもののようですね。東本町の方には記入がな

いのでよくわかりません。疎開で収用したのは家屋

で、土地ではないようですね。とすると東本町の方

は、除却されるか、焼失するかして、還元の問題を生

じなかったのか？とも。二枚とも、公印はあるのに番

地や坪数の記サイ、日付がないなど、変なものですが

…ま、これも、レトロ門司“旧岩田酒店建物”の歴史のひ

とこまでしょうか(原文ママ)。 

通知書に記載された評定金額を比較し、修が東本町の家

は除却か焼失したと考えたことから、羽衣町の家が岩田

商店を指すと考えられる。しかし、東本町の家は 6 月 8

日の空襲で焼失している。すでに存在しない建物に対し

て疎開命令が下されるとは考えにくい。また命令は

1945 年 6 月 25 日付でありながら、代金の支払いは翌年

12 月 21 日であったことも奇妙である。基は、前日に大

空襲が起きたため取り壊しを免れることができたと家族

から聞いている。このことから、6 月 30 日に取り壊され

る予定であったことがわかる。代金の支払いを取り壊し

た後に予定していたとしても、手間取りすぎている。戦

中の混乱で手続きが滞っていたのだろうか。 

6 月 29 日の大空襲における岩田商店と文三について、

当時 11 歳で門司区に在住していた内川照子という人物

が、『市民派』という書物の特集で以下のように綴ってい

る。 

夕食後しばらくして、警報のサイレンが鳴りはじめ

ました。(中略)今の国道トンネルの右側にあった試削用

の豆トンネルです。(中略)トンネル目ざして駆けだし

て、四ツ角の処まで来たら、いきなり後から大きな声

で『逃げるなッ！消火につとめろ』と憲兵につかま
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り、無理やり近くの大きな酒屋の物干台にあげられ、

バケツリレーで消火作業をさせられた。逃げ出そうに

も抜刀した憲兵が後に居て身動きならず、我が家の焼

けるのを時々見ながら、消火につとめたわけです。あ

とで聞いたら憲兵はそこの酒屋の息子で、たまたま帰

省中だったそうです(原文ママ)［北九州国民文化会議 

1971：10-11］。 

四つ角というのは現在の国道 2 号線と県道 72 号線の交

差点を指す。空襲時、岩田商店の酒蔵の下には防空壕が

設けられていた。そこに避難した家族の様子について、

昶は克明に記録している。 

この防空壕にも思い出があります。あのかび臭い匂

いを忘れることはできません。その中で待機している

ときに、祖父が百足に噛まれて悲鳴をあげたこと、家

族全員が、防空頭巾を被って身を寄せ合い、爆弾の破

裂音を震えながら聞いて、ひたすら敵機が遠ざかるの

を願ったこと、長年飼っていた猫が、空襲警報が鳴れ

ば、家人の誰より早くそこに避難していたことなどで

す。(中略)父は、大空襲の夜、隣家まで火が押し寄せた

とき、慌てふためいて逃げようとする店員を、軍刀を

抜いて叱咤し、店に燃え移ろうとする火を消し止めさ

せ、店を守ったと話したことがありました。 

多くの住民がトンネルに逃げ込んだことが考えられるこ

とから、消火活動を強いられた避難民は内川氏だけでは

ない可能性が高い。店の前を通りがかかった子供の避難

民の手を借りるほどであったことから、当時のひっ迫し

た状況がうかがえる。これに加え基は、空襲によって煉

瓦塀が焼け、水をかけると熱ではじけていたという当時

の様子を聞いており、防空壕に逃げ込んだ猫が放屁し

て、その臭いが苦しかったという小話まで聞いて 

いる。 

空襲を経て、岩田家における火の扱いは厳しさを増し

た。子供部屋のある 2 階にはストーブなどの暖房器具の

設置は許されず、1 階の和室、店舗、炊事場の 3 か所に

ひとつずつ火鉢が置かれるのみであった。冬の門司は雪

が降ることもあり、基や昶が子供のころ、寒さのあまり

に飼い猫の奪い合いをしていたという。 

 

5-3 従業員について 

戦前の岩田商店の元帳には三浦・山根・増重・浅沼・

伊沢・髙岸という従業員の名が記されており、そのほと

んどの動向は不明である。唯一動向が明らかとなったの

は、髙岸という従業員であった。2022 年 4 月、筆者は

その孫にあたる長野幸子という人物と偶然出会った。彼

女によると、その従業員の名は髙岸竹男(以下、竹男)と

いい、昭和初期まで働いていたという。 

1905 年 2 月 1 日、竹男は山口県熊毛郡大和村大字塩

田の家の三男として生を受けた。三男だったため実家を

継ぐことはなく、高等小学校を卒業した後は国鉄で働く

予定だった。しかし親に反対され、下関に嫁いでいた姉

から岩田商店を紹介され、丁稚として働くこととなっ

た。丁稚から番頭となり、後に廣からのれん分けという

形で岩田商店から独立し、楠町 3 丁目(現在の老松町)に

て店を構えた。 

独立した年は定かではないが、長男が 1930 年に楠町

で生まれているため、それよりも前だと考えられる。独

立した際に、同じく岩田商店で働いていたヨシという女

性と結婚し所帯をもち、忠
ただし

、稔
みのる

、功
いさお

、慶子
け い こ

、多美子
た み こ

、

久
ひさし

という 6 人の子供に恵まれた。 

竹男は三宜楼や岡崎(料亭)など飲食店に酒類を納品し

ており、出光商会にも納品していた。戦時中も営業を試

みたが、軍の統制で個人の酒屋を開けなくなってしまっ

たため、1942 年に閉業を余儀なくされた。その後は食

糧営団に勤務していたが、情勢が悪化し空襲が始まった

ことにより、1945 年 6 月 12 日に故郷の山口へ疎開し

た。空襲の際は低空飛行する敵機のアメリカ兵の顔が見

えるほど距離が近かったという。終戦後は家族で八幡に

移り住んだ。また自分で商売がしたいという気持ちが募

っていたとき、息子が東京都墨田区で働くことになった

ため同行し、しばらくのあいだ本屋を開いていた。 
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竹男は子や孫に対して「岩田商店は商売の事をゼロか

ら教えてもらった場所である」と常々話していたとい

う。基は竹男について「真面目な人だったんでしょう

ね。15～16 歳ぐらいで奉公に来て、ずっと働いていた

ところを僕のおじいさんが信用して。じゃないとのれん

分けはせんですよ」と語った。竹男が借りていた老松町

の建物は現存している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 章 終戦から平成初期 

戦争により荒廃した日本は、復興を目指した。この動

きは門司でもみられ、2 節で述べる関門トンネル博は復

興した門司の象徴であった。しかし、明治・大正のよう

な賑わいが徐々に失われていった。戦後、岩田商店の主

となった一三は、堅実な経営に努めた。 

 

6-1 戦後の岩田商店 

 終戦を迎えた日本では、GHQの指示により町会や隣組

が廃止されたことにしたがって家庭用配給も解消され、

1947 年には大日本酒類販売株式会社が解散し、酒類販

売公団が設立された。酒類販売公団が業務をおこなった

のは 1948 年からわずか 1 年間のみであった。1949 年

に酒類販売公団が解散し、日本酒は統制から解放された

［鈴木 2015：181-182］。GHQは企業の独占禁止や公正

取引を図って 1947 年に過度経済力集中排除法(以下、集

排法)を制定し、この法律により大日本麦酒は日本麦酒株

式会社(以下、日本麦酒)・朝日麦酒株式会社(以下、朝日

麦酒)の 2 社に分割され、その後それぞれの特約店を設置

され、販売網が形成されていった。西日本は朝日麦酒系

の特約店となるものが多いことに加え、朝日麦酒は専売

制をとっていたために日本麦酒は販路の拡大が難航した

［サッポロビール株式会社 1996：368］。朝日麦酒は広

島・九州・四国支店管内では専売店を特約店として扱

い、併売店は極力指定しない方針であった。日本麦酒と

朝日麦酒の両者は業務用販売、とくに料亭などの高級有

名飲料店への販売に注力していた［二宮 2016：186］。

戦後のビール産業について『郷土史大系』では、1949

年より戦前の販売ルートが復活して以降、家庭向けの販

売網をおさえていた麒麟麦酒のシェアが拡大し、長らく

競争が起こりづらい業界となったと記されている［阿部 

2020］ 

終戦を迎えた直後、岩田商店は営業を休止していた。

『北九州を担う人々』でこの頃の文三が紹介されてい

る。1945 年に文三は福岡県酒類販売株式会社(以下、福
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岡酒販)の門司出張所の所長となり、酒類配給公団が設立

された 1947 年には福岡支所門司出張所長となった。

1948 年に酒類配給公団は福岡酒販に改名され、文三は

1953 年より福岡酒販の取締役に就任する［関門北九州

新聞社 1959］。 

岩田商店が営業を再開した 1947 年頃は、店は酒類公

団の事務所も兼ねていたらしく、文三含め門司に店をも

つ酒屋の主が 5 人ほど働いていたという。また、文三は

紡績会社などの株主でもあった。西大寺で岩田商店と同

じく酒屋を営んでいた伊原家は、「伊原利七商店」という

もうひとつの店も営んでいた。利七という名は伊原家が

代々襲名するものであった。家族で西大寺を訪ねた際、

文三は伊原家の者たちと株の配当についての話をしてい

たという。 

基は、「当時は規模が小さい会社は親戚などを頼ってい

たのだと思う。おじさんは伊原さんの店にも出資してい

たのでは」と語る。 

山口県吉敷村(現・山口市)の野村家から、野村一三が

1949 年に紀子の婿として迎えられた［図 1］。基は岩田

家が代々婿養子を迎えることについて「才能は女性に受

け継がれるというから、基本的に長女が跡継ぎとなっ

て、他所の優秀な男の人とくっつけていたんだね」と語

る。 

結婚する以前の一三は、山口県立小郡農業学校養蚕科

(現・山口県立山口農業高等学校)を卒業し、朝鮮総督府

農事試験場蠶絲部に見習いとして採用され、1938 年 5

月より勤務をはじめた。見習いから副手を経て、翌年よ

り助手へと昇進した。日本政府は朝鮮蚕糸業への介入を

京畿道
キョンギド

より開始した。その理由は、京畿道地方は古来よ

り古蚕地絹布需要地であることから、1905 年に設置さ

れた日本統監府に代わり朝鮮総督府が 1910 年に設置さ

れたことで京畿道が朝鮮支配の中心地となったことによ

る［藤井 1987：470］。朝鮮総督府農事試験場の前身は

1910 年に設置された勧業模範場であり、勧業模範場は

1906 年より蚕室一棟を建設し、翌年より蚕種の製造を

開始した［相川 2009：79］。 

農事試験場での助手への昇進と同年、一三は徴兵検査

の結果第二乙種に合格し、陸軍第一補充兵役に編入し

た。1940 年に助手を退き、京畿道地方にて産業技手と

なり、蚕業取締所に勤務しつつ原蚕種製造所にも勤務し

ていた一三だったが、第一補充兵でもあったため 1941

年の教育招集を受け、朝鮮第二十六部隊第一中隊に入隊

し、6 月の召集解除を受け同日に除隊している。 

 第一中隊から除隊した一三は、翌年 1942 年 11 月よ

り朝鮮第二十六部隊朝鮮防空第四十二連隊に編入し、ニ

ューギニアにて兵役に就いた。当時の部隊長・渡辺尚三

によると(一三宛の私信、1984 年 5 月 19 日)、部隊は

1942 年 11 月 30 日に釡山を出発し、12 月 10 日にラバ

ウルへ上陸し、同月 18 日にマダンに上陸した。マダン

では上陸後から 1943 年 9 月まで戦闘をおこない、敵機

をおよそ 40 機撃墜している。マダン戦後から 1944 年 2

月まではアレキシスで戦闘し、1944 年 4 月から 1945

年 8 月までウエワク付近の警備及び迎撃をおこなった。

アレキシスからウエワクまでの移動の際は空襲の被害に

遭い、ウエワク到達後の 1944 年 9 月以降は食糧不足に

よる栄養失調が部隊を襲った。さらに、地域や時期を問

わず多発したマラリアも部隊の状況を悪化させた。作戦

に参加した 179 名のうち生還者は 43 名であった。 

基は父・一三について「一升瓶を背中に抱えて戦線に

出向いていたらしい。へべれけにならないと動けなかっ

たんだろう。食べ物もだんだん無くなって、人間だっ

て、ね。トラウマになっただろうね。家で寝ていると、

夜中に急に『うわ！』と叫んで起き上がることもあった

よ。戦争から帰ってきて山口の実家に戻っていたころ、

田んぼで作業しているときにヘビなんか見つけたら、咄

嗟に捕まえて食べるようになっていたらしい」と語っ

た。岩田家の一員となった一三は、文三のもとで妻の紀

子とともに働いていた。店主は文三であったが、次第に

一三と紀子がその実務を担うようになる。 

紀子と一三の長男として 1951 年に基が生まれ、1953



「近世からつづく商家と流通の歴史 

― 門司港の岩田商店はいかに時代の海をわたったか」 上田雄大 

 

- 33 - 
 

『フィールドワーク研究』2022 vol.1  
北九州市立大学人類学論文集 

http://jinrui.apa-apa.net/soturon/index.html 

年に弟の 啓
あきら

氏、そして 1957 年に妹の 環
たまき

氏が生まれる

［図 1］。店の 1 階を店舗として用いており、基の家族と

従業員は 2 階に居住していた。加えて彼の従兄弟・昶の

家族もともに暮らす拡大家族であった。基は両親と 2 人

のきょうだいがおり、昶は両親(母・豊子と父・文三)と 4

人のきょうだいがいた。基は住み込みの従業員を含め 12

人で暮らしていたと述べ、昶は手記に 14 人で暮らして

いたと記している。学校から帰ってきてもプライベート

な時間は少なく、両者ともサラリーマンの家庭に憧れが

あった。 

『門司市史第二篇』によると、GHQは関門国道トンネ

ルを不要と判断し、工事は中止となるかと思われた。し

かし関係者と地元による運動の甲斐あって中止は避けら

れた［門司市役所 1963：266］。 

終戦から関門国道トンネルの工事が再開するまでのあ

いだに、朝鮮戦争が勃発した。防衛研究所研究員である

石丸によると、1950 年 6 月 25 日に始まったこの戦争で

は、米軍の物資の陸揚げに協力した日本の機帆船の集結

地は門司港であった。機帆船 120 隻、母船 1 隻、修理

船 1 隻が門司港に集まり、約 1300 名もの船員が動員さ

れた［石丸 日付不詳：61］。朝鮮戦争によって発生した

特需景気によって、門司港は経済的な恩恵を受けた。 

トンネル工事は 1952 年に再開されたが、再度、その

進展を阻む出来事が発生した。1953 年 6 月 28 日の西日

本水害(北九州大水害)である［図 22］。6 月 25 日の降雨

は県内各地で実測 300mmを超え、翌日には筑後川や遠

賀川が氾濫し堤防が決壊した。28 日には各地で山津波が

発生したことで被害が拡大した。門司市では死者 139

人、行方不明 4 人、15910 戸の家屋が被害に遭った。関

門トンネルには 10 万㎥もの濁水が流れ込み、3 週間後の

7 月 19 日に復旧した［柴田 2022：8-11］。 

基の最も古い記憶のひとつが、この北九州大水害であ

る。昶は当日外出しており、当時の様子を以下のように

記録している。 

珠算検定試験日でした。(中略)予定どおり試験が終わ

って、鎮西女子学園から原町の電停まで歩いていると

き、雨足が強くなってきました。(中略)たくさんの人が

電車道を歩いており、汽車も動いていないことを知り

ました。(中略)私の前方を歩いていた中年の女性が、土

砂に埋まり悲鳴を上げました。(中略)水害のあと始末が

大仕事でした。いろいろな物が流れてきてそのままに

なっており、日光で乾いた土砂はほこりっぽく、道路

は砂漠のようでした。私の家は酒屋でした。ビールや

サイダーのびんの口がねの裏側に詰まった土砂を、歯

ブラシで水道水をかけながら洗い落としました。［北九

州大水害を記録する会 2022：50-52］。 

よほど印象深い災害だったようで、昶は筆者に対して

「北九州市は、ここ十数年、台風・豪雨・自身などの大

災害には襲われていません。自然災害は必ずやってきま

す。準備と覚悟を決めておくことが大切と思います」と

記した直筆の手紙を手記に同封していた。基は当時の店

の様子についておぼろげに記憶しており、「空のビール瓶

とかがプカプカ浮いていた。水がこのへん（膝下に手を

当てながら）まで来てたな。子供たちは皆二階の部屋に

上げられて、毛布ひいてもらって。それは嬉しかった覚

えがあるけど、大人は大変だったやろうね。皆で畳を二

階に運んでいた」と語った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 22 西日本水害］ 

1957 年に基の弟・啓が亡くなる。岩田家にはコンク

リート製の貯水槽が店の西側煉瓦塀前の庭に設置されて

いる。現在、中に水は貯めずに、鉢植えの観葉植物を並
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べている。基は、啓氏と家の貯水槽にかんする挿話を以

下のように語った。 

昔、ある日の朝、ここに男の子が入って眠ってた。

孤児じゃないかな。お互いびっくりして、その子はす

ぐどこかに走っていったんだけど、裸足だった。親父

が、弟の靴を履かせてやろうと出てきたけど、もうい

なくなってた。死んですぐのことだったから、まだ捨

ててなかったんだね。すごく厳しい父親で、子どもが

吹っ飛ぶくらいひっぱたくこともあったんだけど。お

ばあさんが『子供を叩いちゃつまらん』って言って怒

ってた。弟が死んでから一切そういうことはなくなっ

たね。養子だという立場もあって、ストレスもあった

だろうね。自分の上には清見のいとこの夫婦（文三と

豊子）がおるし。    

基を啓く、という意味合いで名づけられたんじゃな

いかな。啓くほうが先に亡くなってしまったから、閉

じたまんまだね。 

1957 年頃まで岩田商店は角打ちをおこなっていた。

角打ちとは、店内の一角を立ち飲み用として用意してい

る酒屋や、飲酒行為そのものを指す。仕事を終えた公務

員や港湾労働者が来店しタバコの煙とともに店内を満た

したという。泥酔した客が暴れると、2 階から警察に通

報することもあった。昶も同様に、間近で目にした泥酔

客の様子を記録している。 

昭和三十年代の前半に、岩田商店は、店頭での一杯

飲みを断ることに決めました。このことをかくうちと

呼んでいたと記憶しています。おでんなどを買ってき

て、カウンターで、大声で話しながら、長居する客が

卑わいな言葉を吐いて、女の店員をからかうからで

す。 

角打ちを辞める決定を下したのは、マキであった。角

打ちの様子を見かねて「そんなみっともない商売はやめ

なさい」と命じたという。角打ちの雰囲気は、子供の教

育にも悪い影響を及ぼすとマキは考えた。当時は 2 級酒

を 1 合 50 円、1 升 490 円で販売しており、これらを角

打ちで提供することで大きな利潤となっていた。しか

し、岩田商店はこの利益を手放した。 

 

6-2 復興を果たす門司 

1956 年に発足した日本道路公団がトンネル工事の主

導権を握ると、2 年後の 1958 年 2 月に関門国道トンネ

ルは完成を迎えた。門司市は戦争と水害により疲弊して

いた。そこで 1958 年 3 月 20 日から 5 月 25 日のおよ

そ 2 か月間、門司市は世界貿易産業大博覧会(門司トンネ

ル博)を開催した。市の経済復興や知名度上昇と、日本の

貿易・交通・産業の振興と文化の発展が狙いであった。

博覧会は和布刈会場(現・和布刈公園)と老松会場(現・老

松公園)の 2 会場で開催され、科学館や演芸場、探検館、

民芸館など 34 の施設が設けられた［門司市役所 

1959：2］。開催に先駆けて 3 月 1 日より運転を開始し

たロープウェイが会場間の連絡を担った。100 万人を超

える入場者が博覧会に駆けつけ、整備された公園や文化

施設を利用した。『門司市政要覧』によると、門司トンネ

ル博にて完成した文化会館(現・門司市民会館)では音楽

会・演劇・映画会が毎日開催されていた［門司市 

1959：34］。 

関門トンネルの開通によって、岩田商店はその形を変

えざるをえなくなった。その理由について、昶は以下の

ように記録している。 

昭和三十二年に関門国道トンネルが開通するまで

は、車の通りも少なく、夜はとても静かでした。夜中

に家がミシミシと軋んで音を立てるのです。それがい

かにも、人が廊下を歩いているように聞こえて、不気

味でした。(中略)関門国道トンネルが開通を控え、道路

の角地を占める建物の基準が変わったのでしょうか、

市からの勧告を受け、直角部分を見通しを良くするた

めに削ってしまいました。祖母や父が市に抗議して、

反対していたことを覚えています。そのため、庭は日

当たりの悪い、貧相なものになってしまいました。 

勧告を受けた直角部分というのは、玄関を指す。工事
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によって歩道が拡大された際に玄関を作り直している

が、現在は基本的に封鎖されている。市の勧告にかんし

て、基は「昭和天皇がトンネルを通ってきてパレードを

するから、二階の雨戸を全部外すように言われたね。そ

して二階に上がらないようにとも言われた。天皇陛下を

見下ろしてはいけないから、とね」と付け加えた。 

朝鮮戦争の勃発からトンネル開通までのあいだに、日

本経済は神武景気と呼ばれる好況下に置かれた。さらに

トンネル開通後の 1958 年から 1960 年代初頭は岩戸景

気と呼ばれ、高度経済成長の時代を迎える。 

この時期に岡山では、成羽地域の位置する川上郡と上

房郡が合併し 1954 年に高梁市が成立した。1960 年に

玉島港は高梁川を挟んで相対する水島港に併合され、後

に水島臨海工業地帯と呼ばれる工業港の一部となる。門

司市は 1963 年 2 月 10 に小倉市・戸畑市・八幡市・若

松市と合併して生まれた北九州市の一部となり、門司区

となった。玉島地域と旧倉敷市・旧児島市など他の自治

体が合併して倉敷市が成立したのは 1967 年であった。 

戦後復興に励む日本において、ビールはその地位を急

速に高めていく。大正期より広く普及したビールの需要

は急拡大し、アサヒビール株式会社(2010)によると、ビ

ール業界全体の出荷量は 1956 年から 1962 年までのあ

いだで 45 万 2163 キロリットルから 147 万 8102 キロ

リットルへと拡大した［アサヒビール株式会社 2010：

68］。このころ、酒販店や特約店への支援が重視される

ようになり、店主向けの講習会や営業担当者の教育訓練

などが実施された。1964 年、日本麦酒株式会社はサッ

ポロビール株式会社(以下、サッポロ)へと社名を変更す

る。同年に自由販売価格制が開始され、メーカー主導で

ビールの価格を決定できるようになった。 

高度経済成長の最中の 1960 年は、岩田商店の世代交

代の時期であった。義母のマキとの関係に変化が生じた

文三が、妻と子を連れて岩田商店を後にし、生活の拠点

を変更した。文三や昶が岩田商店にいたころは、門司市

内では弘済会、幸亭、山水園、平民食堂、岡崎旅館、日

本食堂九州支店(みかど食堂より列車食堂事業を譲渡)な

どに納品していた。基の旧友で、学生時代に店でアルバ

イトをしていた浦田英夫(以下、浦田)は「基本はトラッ

クの横に乗って、小倉とか戸畑とか八幡の夜の飲食店に

昼間行って、ケースとビールを置いたりして。本当にこ

この家は大きい店で。戸畑とかにも荷物置いてる店があ

ったよ」と仕事の様子を語った。 

文三が家を出てから、一三が三代目店主として店を引

き継いだ。昶によれば、文三が店主となった理由は廣が

体調を崩したことにあり、文三本人は店を継ぐことにあ

まり気乗りしていなかったという。またこのころ、一三

はマキから「孫の基も小学校に入って、親が店の『手伝

い』では格好がつかないから、正式に店を継ぎなさい」

とも言われていた。 

店の顔となった一三は、販路の拡大に着手する。岩田

商店はサッポロビールと朝日麦酒の特約店として、卸売

りと小売りの両方をおこなっていた。メーカーと一三に

かんして、基は以下のように語った。 

大日本麦酒のころからの付き合いがあったから、そ

のまま両方扱っていたのではないだろうか。ただ、ア

サヒはスーパードライが当たるまではサッポロより弱

くて。営業の人が家に来たときは、両親はピリピリし

ていた。『うちをとるのか、サッポロをとるのか』と詰

められてたからね。下手にこちらから強気に出ること

もできなくて。毎度うまい具合に、やんわりとかわし

ながら付き合い続けてたんだと思う 

一三はふたつのビール会社の特約店という立場の維持

に努めていた。経営に邁進していた一三は、多額のお金

を金融機関から借り入れることには消極的で、自己資金

による経営に努めていた。 

飲食店との取引を継続しながら、一三は栄町銀天街沿

いにある新町に「寿酒場」という酒屋を開業した。ここ

は冨の寿を販売するための酒屋であり、立ち飲みも可能

だった。また運転免許を取得し三輪トラックを購入し、

商品を大量に遠方の酒屋まで卸売りができる体制を整え
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た。門司では 1962 年頃より関門国道トンネルの交通が

増加していたことから、1964 年に関門橋の建設が決定

した［北九州市 1998：199］。輸送の長期化や大量高速

化が求められていた時代だった。同年に、日本麦酒はサ

ッポロビール株式会社(以下、サッポロ)へと社名を変更

した。1961 年に寿屋の信治郎から次男の佐治敬三が社

長の座を受け継ぎ、敬三は 1963 年に寿屋を「サントリ

ー株式会社」に変更し、同年の「サントリービール」の

発売を機に再びビール事業への参入を果たした。［生島 

2009：171-172］。 

1964 年頃は基の音楽への目覚めの時期でもあった。

そのことについて、基は以下のように語った。 

昔、進駐軍がラジオでずっとクラシックを流してい

て、ずっと聞いてた。ずっとっていうか、産まれたと

きからだから。ずっと好きだった。ラジオ（のダイヤ

ル）を進駐軍のに合わせてさ。『こんなええ音楽が！』

って。そしたら、中一のとき、『サウンドオブミュージ

ック』でね。 

晴れた日が好きだったけど、映画見たら曇った日も

好きになって。あの映画ってさ、ずっと曇っとるっち

ゃ。『はあーなるほど』って思った。中学生のときま

で、曇った日とか雨の日とか嫌いやったけど、サウン

ドオブミュージック見たら『曇った日もいいじゃん』

って。たかが映画とはいえんね 

ラジオのみならず、台所で母・紀子がシューベルトの

歌曲を歌っていたり、幼少期に一三に月世界というキャ

バレーに連れられダンサーたちのパフォーマンスを目に

したり、近所に存在した銀座英劇・新世界・テアトル金

星などの映画館から音楽が漏れ聞こえていたりと、基の

生活は音楽に溢れていた。紀子については、旭座で火事

が起きた頃にはすでに家業を手伝っており、家にいるあ

いだは店番を務めていた。オペラ歌手の三浦環や藤原義

江が公演にやってきた際は、店内にいた紀子の耳にまで

その歌声が聞こえるほどだった。さらに紀子は、ヘレ

ン・ケラーが 1937 年 5 月に福岡県を訪問し［岩崎 

1980：58，74］、門司高等女学校を訪れた際に歓迎の合

唱を校門で披露した女学生のひとりであった。 

 大陸からやってくる人々が立ち寄っていた門司港は、

外国から取り入れ、ときに持ち込まれた音楽がそこかし

こで聞こえていたのだろう。 

 

6-3 失速する門司 

高度経済成長の最中にある 1966 年 7 月 1 日、山陽新

幹線建設委員会が設置され、山陽新幹線を岡山駅から博

多駅まで開通させる計画が浮上した［日本国有鉄道下関

工事局 1976：1］。鉄道の車内販売をおこなっていた日

本食堂九州支店が福岡市へ移転するという情報が一三の

耳に入った。日本食堂は岩田商店の得意先であったこと

から、一三は営業を続けるための土地を探しに博多へ赴

き、基も同行した。 

はじめに候補に挙がった場所は、博多駅前の土地であ

った。現在の都ホテル博多の裏側である。博多駅筑紫口

まで徒歩 5 分ほどであることから、手押し車で納品が可

能な距離であった。しかし 70 弱坪ほどしかなく、卸売

業をおこなうには手狭であると一三は判断し却下した。

一三はふたつめの候補地を採用した。新幹線の車両基地

(博多総合車両所または那珂川新幹線基地)からビールを

納品するという計画で話が進んでいたことから、車両所

のある中原地区から車で 10 分ほど離れた柳瀬地区の土

地に決定した。約 220 坪と、最初の候補地の 3 倍程度広

く、地価が同じ額だったことも決め手のひとつであっ

た。 

当時門司高校に在学していた基は、一三とともに候補

地を見てまわった。「当時の博多駅のまわりは、なんにも

なくてね。個人の土地がぽつん、ぽつんとあるぐらい。

でも駅前の土地を買っていたら、もうとっくの昔に酒屋

は辞めてるよ。ビルでも建てて、家賃収入でね」と語

る。 

新幹線の工事は 1970 年 2 月に着工され、1975 年 3

月に開通した［日本国有鉄道新幹線総局 1985：67］。
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開通したころの基は門司を離れ、国立音楽大学大学院に

在学し、ピアニスト・小林道夫や同郷の声楽家・畑中良

輔に師事していた。門司高校を卒業して東京にやってき

たばかりのころの基は、一三の叔母の家に下宿をしてい

た。叔母の職業はヴァイオリニストで、その息子は作曲

家という音楽家の家系だった。この家系に関連して、基

は自身について「小さいころにピアノとかハーモニカを

やってたら、まわりの子よりは上達が早くて。そういう

血っていうか。あるけんね。だから、『ああ、この子は』

って」と語った。 

1950 年以降のエネルギー革命によって、燃料の主力

が石炭から石油へ転換した。これを受け、門司港は斜陽

化してゆく。1964 年に日本銀行門司支店が小倉へ移転

し、翌年に毎日新聞西部本社が同じく小倉に移転するな

ど、このころから門司の企業が他所へ拠点を移す動きが

始まっていた。 

1965 年頃から 1970 年代にかけて、筑豊や若松、小

倉の炭鉱が閉山したことで北九州市は石炭関連産業の縮

小を余儀なくされた。一三の妹が勤めていた三井三池炭

鉱が閉山したことで職を失い、夫とともに一三を頼って

山口から北九州にやってきたとき、一三は妹夫婦のため

に仕事を作ろうと、小倉北区中津口にビルを 1 棟建て、

1 階部分に「ヤマニ酒店」という小さな支店を開いた。 

門司港からはセメント工業を手始めに少しずつ企業の

撤退や移転が始まった。浅野セメント門司工場は 1980

年に廃止され、小野田セメント門司工場は少し時間を置

いて 2003 年に廃止された。鈴木商店が形成した日本製

粉門司工場は 1997 年に閉鎖し、その一部が現在のニッ

カウヰスキー門司工場である。2000 年にはサッポロビ

ール九州工場が大分県日田市へ移転した。 

1987 年の国鉄民営化も門司港の地位低下の大きな要

因のひとつであった。門司鉄道管理局が廃止され、JR九

州本社が博多へ移転したことが労働者人口の流出に拍車

をかけた［北九州市 2017：216，222］。 

関門橋は、高度経済成長が終わりを迎えるころの

1973 年に結ばれた。1969 年頃から大手の運輸業者が九

州進出を活発化させた。響灘や有明工業地帯などの大規

模な工業開発が進んだことなどを背景に、九州と本州の

物流の結節地点としての役割を担った。［北九州市 

1998：199］1973 年は石油危機が発生し、日本の高度

経済成長が抑制された。しかし 1970 年代はビール産業

においては 297 万キロリットルから 450 万キロリット

ルへと増加した年であった。このころまで麒麟麦酒のシ

ェアが 6 割を超えていたが、石油危機後の反独占の世論

が高まったことを背景に、麒麟麦酒はビール事業への新

規投資の抑制を 1973 年に発表した［アサヒビール株式

会社 2010：84-85］。1970 年代はビール市場が成熟を

迎えはじめたころであったが、サッポロが 1977 年に

「びん生」を開発したことで再びビール市場は拡大をは

じめた［サッポロビール株式会社 1996：562］。熱処理

ビールと生ビールの競争のなか、朝日麦酒が「スーパー

ドライ」を発売したのは 1987 年であった。これが爆発

的にヒットし、初年度の生産量は約 16 万 2000 キロリ

ットル、1988 年は約 90 万キロリットル、そして昭和か

ら平成へ移り変わった 1989 年は約 120 万キロリットル

に達した。特約店からの発注量が増えたことで、従来の

ファクシミリに加え、EOSと呼ばれるオンラインを使用

した受発注システムを導入した。特約店に対しては、施

設の増強に対するコンサルティングをおこない、金融機

関への紹介なども含めて支援を強化した［アサヒビール

株式会社 2010：139，143］。 

かつての賑わいを失いつつ、門司港は市民らの手によ

って新たに整備される。地元企業や商店街が中心となっ

て 1985 年に「門司まちづくり 21 世紀の会」が発足

し、1988 年に市は民間とともに門司港における歴史的

建築物の保存や公共空間の整備を進めた。国鉄が処分を

検討していた門鉄会館(旧門司三井倶楽部)の移築や旧大

阪商船、旧門司税関を修復し、駅前の広場や跳ね橋を整

備し門司港レトロ地区が誕生した。門司電気通信レトロ

館(NTT西日本)や九州鉄道記念館(JR九州)、出光美術館門
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司分館(出光興産)などは企業の協力のもと開設された施

設である。門司港レトロ地区の完成後も観光振興にむけ

た取り組みが継続された。 

大学院を修了した基は、神奈川県立厚木高等学校で音

楽科の非常勤講師として勤務をはじめる。一三は、これ

までの岩田家のならわしに則って、娘の環に後を継がせ

たかったらしく、婿をとるようにと言い聞かせていたと

いう。しかし環は店を継ぐことはなく、結婚して家を出

た。基は「自分は外(外国)に出たら戻ってこないと思わ

れたんだろう」と語る。基は 1983 年よりオーストリ

ア・ウィーン大学に 4 年間留学する。基は「今と時代が

違うからね。『え！男が音楽？』って」と、音楽を学びた

いと伝えると親戚から疑問の声があがっていたのではな

いかと推測する。浦田も「音楽に目覚めてなかったら、

たぶんお父さんの後継いで、まだ何代もやってんだろう

ね、岩田酒店はね。お父さんもよく認めたよね。大事な

息子を、音楽の道に行くのを許したと思うよ」と語る。 

産業組織論を専門とする水川は、1989 年を「酒類デ

ィスカウンター元年」と呼ぶ［水川 2002：113］。平成

以降の法制度の改革によって、従来の酒類販売体制に変

化が生じた年である。同年に朝日麦酒はアサヒビール株

式会社(以下、アサヒ)へと社名を変更する。1989 年 4 月

より従価税や級別制度の廃止などを目的とした改正酒税

法が施行され、従来の 1 キロリットルあたり 23 万 9100

円から 20 万 8400 円と減税された［サッポロビール株

式会社 2010 1996：732］。同年に酒類販売免許の規制

緩和も打ち出され、酒類販売事業の自由度が増した。

1993 年に 50 パーセント以上を占めていた一般酒販店の

売上構成比は、1998 年には 40 パーセントと低下してい

る。これに対してディスカウントストアやスーパーマー

ケットは約２パーセントから約 8 パーセントへと上昇し

ている。これは消費者の低価格志向とスーパーマーケッ

トチェーンの酒類の値引き販売によって生まれたもので

ある［アサヒビール株式会社 2010：174］。 

基と昶は、両親が働く光景を幼いころから傍らで眺

め、いつしか仕事を手伝うようになった。柳瀬に新店舗

を求めたときのように、基は学校が休みになると一三の

仕事に同行していた。一三が他店に営業に向かう様子を

見て、酒屋の商売の進め方をおのずと学んでいった。

1987 年に帰国した基は、一三から店を引き継いで 1991

年に有限会社岩田商店の代表となり、柳瀬に構えていた

店舗を福岡本店、門司の店舗を門司支店とした。岩田商

店の看板をおろし、酒屋としての幕引きを迎えたのは

2000 年のことであった。基は店を畳んだことについ

て、「卸売りって面白くないんだよ。メーカーから仕入れ

て、他所へ卸して、その利ザヤを稼ぐというのは。自分

で生産するならまだしも」と語った。 
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第 7章 平成初期から現在 

 閉業する決断をした基は、酒屋とは異なる形で建物を

活用した。はじめに蔵を改装し、貸しホールへと作り変

えた。さらに歴史ある建物であることを周知し、北九州

市の文化財の指定を受けた。そして自らの歌を披露する

コンサートの開催に踏み切った。 

 

7-1 指定文化財へ 

店を閉業した後、基は店の建物の扱いに悩んでいた。

そんな折、北九州活性化協議会もったいない総研という

法人が、錦町地区の銭湯・旭湯と岩田商店の 2 か所の活

用方法を見出すための見学会を開催した。さらにこの見

学会から 4 か月後の 11 月、日本民家再生リサイクル協

会が開いた「町屋を遊ぶ」という企画で建物を一般開放

した。この企画のために家財道具を整理し、30 人ほどの

ボランティアが建物内を掃除したが、基は「今のひとは

掃除の仕方を知らないな」と感じるほどの出来だったと

いう。昶もこの大がかりな整理整頓に参加し、一般開放

中も基を手伝った。この日の様子について、以下のよう

に記録している。 

二日間ともとても寒い日でした。私は、二日間でせ

いぜい百人もくればいい方だろうと思っていたのです

が、三百人近くの人が見物に押しかけて保存運動の署

名をしてくれたのには、正直びっくりしました。(中略)

また、建築業者、大工、左官などの職種の人たちが、

どんな造りになっているのか知りたいからと、仔細に

見物していました。その人たちは、二階大広間の天井

の高さに驚き、床の間や廊下の材質は、現在では入手

不可能なものであると言っていました。口々に、壊す

のはもったいない、と言って保存を訴える署名をして

いきました。 

マキと廣が岡山から石田を呼び寄せて店を建造してい

たときも、建築業に携わる人々がその手腕に感心してい

た。企画当日は、そのころと似た光景が繰り広げられて

いたのだろう。企画参加者に対して基が呼び掛けた署名

には、建物の賃貸や売却の申し込みが多数あるが断って

きたことが記されている。また、築年数の長い建築物を

取り壊すことで生まれる不可逆性を訴えつつ、維持費や

税金などの抜き差しならない課題についても言及されて

いる。 

 岩田商店の建築物としての価値をはかるために、北九

州市教育員会と九州芸術工科大学(現・九州大学芸術工学

部)の共同で調査がおこなわれた。調査は 2 回に分けて実

施され、2003 年 3 月 17 日に予備調査、同年 4 月 12 日

に本調査が実施された。調査の際、市の職員からは国の

登録文化財として申請しないかという打診があった。 

しかし基は調査代表者である宮原雅明から、市の文化

財として登録できれば固定資産税の減免を受けられるこ

とを教わったことで、国の登録ではなく市の指定を受け

られるように申請したという。結果として建築史学の観

点から価値が認められ、調査から 3 年が経過した 2006

年 7 月 20 日に「岩田家住宅、主屋、土蔵」の名称で北

九州市の有形文化財として指定された。 

同年 7 月 17 日に台風 13 号の接近により西側煉瓦塀一

部が倒壊した。 

 岩田商店が新聞や見学会で周知され、文化財として市

の指定を得るまでのあいだに、基は酒蔵の改装をおこな

う。建築基本設計 及び意匠契約書によると、改装工事は

2003 年 5 月 20 日に着手され、8 月 15 日完成の計画で

契約が結ばれている。意匠設計においては由布院の設計

事務所・アトリエ工作舎に依頼され、設計を担当した画

家としての顔ももつ建築士・加藤昌邦は音楽家・小林道

夫とかかわりがあった。小林は、基が国立音楽大学声楽

科に在籍していたころ、伴奏者の立場から基を指導して

いた。加藤と小林の交流は、小林が由布院に移住してき

た 2002 年頃から始まっており、「ゆふいん音楽祭」とい

うコンサートイベントをともに運営していた。小林の紹

介で、加藤が基の新しい酒蔵を設計するに至った。 

 設計当初は、一階の床は大部分を下降させることで残

った一部を舞台として扱うように計画されていた。舞台
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にはグランドピアノの図が描かれているが、現在は椅子

を並べて観客席となっているため、ピアノと観客席の位

置関係は当初の計画とは真逆の配置となっている。二階

の床は吹き抜けが施され、床板はナラで仕上げられてい

る。壁については、表面の古い漆喰を削り、新たな漆喰

が塗られたことがわかる。東側の壁を一度崩し、さらに

東側へ延伸し、漆喰が塗られている。延伸した部分の床

は小上がりのようになっており、舞台の床と同じ高さに

なるように設計されている。 

延伸部分南側・中庭に面した壁にはステンドグラスが

施される予定であったが、通常の窓が設置された。加藤

氏は、台所側から差す日光によって蔵の明るさが増すよ

うに、延伸した壁に正方形の穴を開け、小窓を設置する

ことを提案したという。基はそれを採用し、5 つの小窓

が設置された。2 階には東側と南側に 1 つずつ窓が設置

されているが、東側の窓にも 1 階中庭方面の窓のよう

に、ステンドグラスを施す計画だった。しかし取りやめ

になり、2 階の窓については従来のままにしておくこと

になった。基は蔵の改装について、以下のように語っ

た。 

どうせ一度の人生だもん。一生、ここで『ああ、あ

あすればよかった』って思わないように。だから、後

悔はないけん。でも家族もってたら違ってたかもしれ

ないけど。たまたま独り身だしさ 

改装が終了すると、基は活用策を模索し、音楽ホール

としてピアノも含めて貸出をはじめた。子供たちのピア

ノの発表会の会場として利用されたという。利用者がい

る時間帯に店に常駐するスタッフや、利用後の片付けな

どの作業には友人や昶の助けを借りて継続していた。し

かし、料金からスタッフの給料や光熱費なども含めて捻

出すると、労力の割に利益がない結果となったため、中

断した。2022 年現在に至るまで、蔵や主屋の貸し出し

を希望する人々もいたが、基は難色を示し断っていた。 

 

7-2 音楽会の開催 

蔵の貸し出しを辞め、今後どう使っていこうかと考え

ていたころ、同区谷町のカボチャドキヤ国立美術館を訪

れた。この美術館は、元は三菱倉庫という会社の社宅だ

った。館長・川原田
かわはらだ

徹
とおる

(以下、川原田)に声楽を学んでい

たことを話すと、「では 1 曲歌ってください」と促された

ため、披露した。すると川原田の母から「あなた、ひと

りでなにかできるんじゃないの？」と提案されたとい

う。この出来事をきっかけに、基は自らのコンサートを

開くことにした。基は閉業してからコンサートを始める

まで、周囲から厳しく問い詰められていた。当時の様子

について、以下のように語った。 

この家をどうするんだ、てみんなにつるし上げられ

たときは『こんちくしょう』と思ったけどね。僕がま

だコンサートとかする前の話。20年以上前やろな。家

をどうしようか、ていう話になったときに。(中略)みん

なこの家に対して思うことがあって。(中略)どうしよう

か、美術館にしようかとか言ってて、そしてコンサー

ト始めたらさ、もう言えんやん。 

2004 年、シューベルトやフォーレのドイツ歌曲などを

披露する 2 時間の音楽会を開催した。1 度きりのイベン

トではなく毎週土曜日に開催することに決め、新型コロ

ナウイルスが世界的に流行した 2020 年初頭まで継続

し、2022 年 10 月 29 日に再開した。筆者がはじめてコ

ンサートを鑑賞し、基と出会ったのは 2018 年 10 月 27

日であった。普段のコンサートでは基自ら伴奏して歌唱

するが、過去に 2 度、由布院からやってきた小林氏が伴

奏をおこなったこともあった。途中で音が途絶える曲を

演奏中、音が消えた際に曲の終了と勘違いした川原田が

拍手し、驚いた小林氏が思わず鍵盤を乱暴に叩いてしま

ったことで、演奏をやり直したことがあるという。ま

た、同じ大学に通っていた知人や友人のコンサートも開

いた。コンサートには多くの人々が足を運んだが、なか

でも小倉北区に在住していた魚住氏という人物は、亡く

なるまでおよそ 10 年ものあいだ毎週通っていたとい

う。 
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定期的に店を開けるようになると、訪れる人々のなかか

ら自分も歌いたいと申し出る人々が現れた。そこで基は

月に一度、蔵のなかで発声と歌のレッスンをおこなうよ

うになる。筆者も誘われ、2022 年 3 月 25 日と 4 月 25

日のレッスンに参加した。3 人の生徒とともに、滝廉太

郎作曲の「荒城の月」「花」「隅田川」や「サンタルチ

ア」「私を泣かせてください」「野ばら」などの外国の曲

を練習した。基は生徒が希望した曲を伴奏し、歌の合間

に喉の開き方や声帯について指摘していた。ときに転調

して伴奏することもあった。レッスンの日付や曜日はと

くに決めておらず、生徒ひとりひとりの予定に合わせて

おこなっていた。 

2012 年頃、歌の生徒が蔵の 2 階を見物した際、長ら

く使用されていない家財道具や小物を発見した。生徒の

提案で、基は店の入り口でガレージセールを開くことと

した。岩田商店のものだけでなく、生徒らのガレージセ

ールも併せて開催した。人が外出しやすい時期を考慮

し、開催時期をゴールデンウィークと 11 月初頭に決め

た。筆者は 2021 年の 11 月 3 日、2022 年 4 月 30 日と

11 月 3 日の計 3 回参加し、設営と会計を担当した。 

2021 年 11 月 3 日のガレージセールでは、かつて土曜日

のコンサートを鑑賞したことがある人や、門司区庄司町

で研究をおこなう大学院生、以前から店の中が気になっ

ていたという住民などに加え、普段から馴染みのある飲

食店や鮮魚店の店主、さらには一三が店主であった時期

の岩田商店で働いていた女性など、基とかかわりの深い

人物が来場した。偶然にも同日に清滝で映像を撮影して

いたという映像制作グループや、2003 年の家屋調査に

携わった測量士など、思いもよらぬ人物もいた。2022

年 4 月 30 日は、前回と比べると来場者数は少なかっ

た。基から「できるだけ店の中に人を入れないように」

と言われていたが、会計をおこなう内になし崩しになっ

てしまっていた。しかし、店内の看板や酒瓶などを眺め

る来場者に対して岩田商店の解説をおこなうことができ

たため、周知するという意味では功を奏したのではない

だろうか。この日、筆者と基は初めて長野氏と出会い、

髙岸氏の話を聞いた。基は、「音楽会とは違う人たちがや

ってくるよね。店を開ければ、けっこう面白い人たちが

くる。でも、年だからきつい」と語った。 

 

7-3 大學堂の移転 

 貸し出しに消極的だった基だったが、ある転機が訪れ

る。それは小倉北区魚町の旦過市場で発生した火災であ

った。旦過市場では 2022 年 4 月 19 日と 8 月 10 日に 2

度の火災が発生した。後者の火災では、市場の一角に位

置していた、筆者の所属する九州フィールドワーク研究

会が運営する「大學堂」もその影響を受け解体を余儀な

くされた。解体は 9 月 30 日に実行された。10 月 3 日、

大學堂解体の報を受けた基から筆者に対して電話があっ

た。岩田商店を大學堂として使ってみてはどうかという

提案だった。そこで筆者はもうひとりの運営メンバーと

ともに基と話し、移転する期間や大學堂として営業をお

こなう頻度、営業に際して負担する費用について具体的

に相談した。大學堂の運営メンバーと共有し、大學堂を

岩田商店へ移転することを決め、11 月 3 日、秋のガレー

ジセールの開催に併せて大學堂を移転した。大學堂の移

転を持ちかけたことについて「ただの思いつきなんだけ

どね」と話す。 

「ただの思いつき」とは言うものの、これまで他者が

店を使用することを渋っていたことと比較すると、大き

な変化である。この変化は大學堂が失われた要因が火災

であることが理由ではないだろうか。玉島から門司にわ

たったきっかけは火事であり、門司への移住以降も、幾

度も火災で焼失の危機に瀕した。徹底した防火対策とし

て築かれた煉瓦塀は空襲からも店を守った。筆者は、岩

田家に代々伝えられてきた火事の記憶が、大學堂を受け

入れた遠因となったと考える。 

12 月 8 日、門司港大學堂における第 1 回目のライブ

イベントを開催した。岩田商店は、マキ・廣や一三・紀

子らが営んでいた暮らしとは異なる形で再利用された。 
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第 8章 考察 

2 章から 7 章にかけて、近世以降の瀬戸内海地域にお

ける水運や鉄道、そして酒類産業について岩田家の歴史

を交えながら論じた。 

江戸時代から現代にかけて、日本の産業や流通は目ま

ぐるしく変化した。とくに明治時代以降に日本が取り入

れた海外の技術は、日本の船や鉄道、酒類産業の近代化

を強く押し進めた。今回の調査では、戦争や技術革新、

エネルギー革命のはざまで揺れ動く日本経済のなかで、

岩田家の系譜は現在まで途絶えることなく続いているこ

とがわかった。 

これは一見すると、派手な成功を収めたようには見え

ないが、時代の変化に攪乱されることなく着実にわたり

歩いてきたことが明らかとなったということである。本

章では、水運・鉄道・酒類産業・門司の 4 つの要素に分

けて歴史を整理し、岩田家がいかにして変わり続ける時

代に適応してきたのかという点について考察する。 

 

8-1 水運と岩田家 

はじめに、水運と岩田家の関係について述べる。江戸

時代に岩田家の祖先が暮らしていた岡山県高梁市成羽

は、松山や吹屋へと通じる交通の中心地であった。松山

とは成羽川でも接続されており、成羽川を支流のひとつ

とする高梁川は岡山県下を流れる吉井川、旭川と並ぶ一

級河川である。成羽川と高梁川のあいだで運航されてい

た高瀬舟の歴史は古い。 

成羽川－広島間の開発を経て、14 世紀より備中北部や

備後から産出する鉄の輸送に用いられていた。高梁川の

下流は 16 世紀より為政者によって干拓や新田開発の手

が加えられた。時の松山藩主・勝隆は玉島の開発に着手

し、玉島は問屋が集う港町となった。さらに、水谷が高

梁川から玉島へ至る航路の効率化を図り、高瀬通を設け

たことは、玉島港が商港の役割を担う追い風となった。    

高瀬通の開通に先立って河村瑞賢が 1672 年に開発し

た東回り航路・西廻り航路は、遠方の諸産物が全国に流

通するきっかけとなった。成羽にいたころの岩田家の生

業は不明であるため、さらなる調査が必要である。山間

地に位置する成羽は交通の要所であり、成羽川は古くか

ら水運として機能していたが、西廻り航路が開発され海

運が活発化すると、成羽の陸運・水運ともに交通量は比

較的緩やかになっただろう。 

西廻り航路の寄港地のひとつとなった玉島港には北前

船が行き交い、玉島では日本北部から運び込んだ魚肥を

綿作に利用した。木綿は船の丈夫な帆の素材として利用

され、1785 年に松右衛門帆としてその技術が確立され

ると全国に広く普及した。 

また、民衆の着物の素材としても採用されたため、木

綿の利用は急速に高まった。瀬戸内海地域においては製

塩業が成功を収め、塩は廻船を通じて日本全国へとゆき

渡った。瀬戸内塩を製造するにあたって、使用される燃

料は薪から石炭へと変わり、18 世紀末より石炭の利用が

高まることで九州北部の石炭業が活気づき、その石炭を

運ぶことで瀬戸内海の廻船が発達した。19 世紀末より船

が帆船から汽船へと移り変わるまで、玉島港は活躍し

た。さらに玉島は綿作だけでなく、良質で豊富な水と腕

の立つ杜氏たちに支えられた酒の産地でもあった。 

岩田家は菩提寺と 18 世紀後期に成羽から玉島へやっ

てきた。もっとも、これが寺の移動に合わせたのか岩田

家主導で移動してきたのか、確かなことは分からない。

玉島の岩田家は西喜屋として繰り綿・砂糖・種子そして

廻船問屋を生業としており、造り酒屋としての一面もあ

り、手広い商人の家であった。成羽川から高梁川を経

て、すでに高瀬通によって玉島への道筋は確立されてい

たためその流れを見て玉島を選んだと考えられるが、同

時期の西廻り航路の開発から始まった港での商売に参入

するには、少し遅れていないだろうか。それでも繰り綿

の問屋や酒造を展開する商人として存在していたという

ことは、玉島の特性を的確に把握し、相応の準備や地盤

を備えていたと考えられる。 

したがって菩提寺の移動にただ合わせて玉島にやって



「近世からつづく商家と流通の歴史 

― 門司港の岩田商店はいかに時代の海をわたったか」 上田雄大 

 

- 43 - 
 

『フィールドワーク研究』2022 vol.1  
北九州市立大学人類学論文集 

http://jinrui.apa-apa.net/soturon/index.html 

きたとは考えにくい。西廻り航路の確立から 60 年以上

も経過して参入した岩田家が、問屋や酒造家として存在

することが可能だったのは、岩田家が主体的に次の拠点

として玉島を見定めたことが理由であり、菩提寺の移動

は副次的なものであったと考える。 

玉島の岩田家は、吉蔵の 4 人の子が分家しそれぞれの

家で西喜屋の商売を継いだ。3 人の娘にそれぞれ婿を迎

え入れ、西喜屋西店・南店・北店を継がせた。ひとりの

息子には本西喜屋を継がせ、4 人のきょうだいは西喜屋

から継承した商売をそれぞれの店で開始した。4 人のき

ょうだいに店を持たせたという点が興味深い。昶の述べ

るように「必ず長女が継いでいた」のであれば、西喜屋

の家系は北店が本家ということになる。しかし、それな

らば吉三が継いだ店のみがなぜ「本西喜屋」という屋号

を授かったのだろうか。今となってはどの家が本家であ

るか断言することはできない。しかし、本家が曖昧であ

るという点に商人としての戦略が秘められているように

も考えられる。 

まず、家を 4 つに分けることで勢力圏を拡大する意味

があるだろう。また、もし商売が成り立たなくなった場

合、家業や血筋が途絶える危険性を分散させることも可

能である。実際に、北店の二代目富三郎は継承した家業

を手放し鉱山経営という新規事業に乗り出している。現

在の北店は襄が創業した印刷会社の営業を続けている。

西店は水門の管理やたばこ・氷の販売をおこない、吉蔵

の次男・吉三は本西喜屋として商売を始め、娘のマキが

生まれるころ、興隆を始めた紡績産業の流れに乗って吉

三は玉島紡績の設立に携わった可能性があり、玉島紡績

の株主の多くは九州北部の商人たちであった。本西喜屋

の系譜である岩田商店は日本酒・ビール・ワイン・醤油

の特約店として卸売と小売をおこなう。南店の動向は不

明である。 

現在、西喜屋の海運業や酒造業は行われていない代わ

りに、それぞれの家が異なる商売によって血筋を残して

いる。今回の調査では解明できなかった南店や本家西喜

屋については、ひとまず足がかりとなる情報を収集する

ことが先決である。また、家業の継承について、婿取り

だけでない方法や風習など、研究の余地が大いにあり、

調査の範囲を拡大する必要がある。 

 

8-2 鉄道と岩田家 

つぎに、鉄道と岩田家の関係について述べる。中国地

方と九州地方について、港にかんしては玉島港の失速と

門司港の発展という対称的な出来事が起こり、岩田家は

拠点を門司に移した。 

鉄道にかんしては中国地方においては 1887 年に山陽

鉄道設立され、九州地方においては 1888 年に九州鉄道

が設立された。両地域ともほぼ同じ時期から鉄道の敷設

が始まっている。九州鉄道には豊州鉄道や筑豊鉄道が接

続され、石炭の輸送網が形成された。山陽鉄道は下関に

向かって路線が延伸され、1891 年に倉敷－笠岡間が開

通した際に区間内に位置する玉島には玉島駅が設置され

た。玉島駅は玉島港との接続が悪く、港の利用者の減少

を招いた。このころ、外国製の安価な綿が輸入されたこ

とで国産の綿の需要が減ったことも玉島港の需要縮小の

原因であった。 

山陽鉄道が 1897 年に徳山まで開通すると、大阪商船

より尾道門司線の汽船航路が山陽汽船へ譲渡され、徳山

門司線となった。この航路を渡る連絡船は山陽鉄道と九

州鉄道・豊州鉄道、そして官鉄東海道線を結んだ。 

山陽鉄道は 1899 年より日本で初めて食堂車を導入

し、車内飲食のサービスを開始した。同年よりマキと廣

は門司にて岩田商店を創業した。食堂車の営業を委託さ

れていた後藤勝造は、台湾統治にかかわった後藤新平と

面識があり、後に門司区大里にて工場群を建設する鈴木

商店と後藤新平を引き合わせ、鈴木商店の台湾進出を援

助した。創業当初の岩田商店は、日本酒の卸売りを料亭

や門司駅の食堂、そして食堂車向けに納入していた。食

堂車へ酒を納入する権利を得たことは、岩田商店が酒屋

として長く存在した理由のひとつであると考えられる。   
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食堂車事業を委託されていた自由亭の後藤勝造は鈴木

商店の台湾進出を支援するが、結果として鈴木商店は門

司へ進出する。岩田商店がどのような経緯で納入先と契

約を結んだのかは定かではないが、鈴木商店のように、

岩田商店も門司に進出する以前から後藤勝造と何らかの

接点があったと考えられる。岩田商店の創業と日本初の

食堂車の導入が同年であることは偶然ではなく、ゆくゆ

くは食堂車が各地の鉄道で導入されることを見越してい

たのではないだろうか。食堂車への納入が大きな利益を

生んでいたことは、後の新幹線の開通に伴い、福岡支店

を設置したことからも読みとれる。 

門司区の鉄道にかんする重要な出来事として、1942

年に開通した関門鉄道トンネルが挙げられる。1896 年

に浮上した海底鉄道案に端を発し、1908 年より鉄道員

総裁となった後藤新平の指示のもと、調査・工事がおこ

なわれた。この開通によって大里駅は門司駅となり、門

司駅は門司港駅へと改称され、門司港が鉄道と鉄道を繋

ぐ必要はなくなったのである。 

鉄道と岩田商店にかんする重要な出来事としては、

1975 年の山陽新幹線の岡山－博多間の開通が挙げられ

る。岩田商店の得意先であった日本食堂九州支店がこれ

に合わせて移転することになったため、当時岩田商店の

三代目店主であった一三は新幹線車両基地の近くに岩田

商店福岡支店を設け、後に基が福岡本店へと変更する。

一三の行動から、食堂車への納入は大きな利益を生んで

いたと考えられる。 

 

8-3 酒類産業と岩田家 

玉島にいたころの岩田家は、問屋の他に造り酒屋とし

ての一面ももっていた。「花嫁」と名付けられた酒をそれ

ぞれの西喜屋で造り、販売していた。門司の岩田商店で

は酒造はおこなわなかったが、本西喜屋で造っていた花

嫁を販売していた。岩田商店では他にも白鶴や沢の鶴、

冨安などの酒造の酒を扱い、日本酒のみならずアサヒと

サッポロのビール、そしてサントリーのワインを扱う特

約店であった。酒類に加え、ヤマサ醤油やキッコーマン

の特約店でもあった。 

現代に通ずる日本酒造りは中世より由来しており、元

禄年間に盛んになった。杜氏の指示のもと、働き人たち

が分業化された工程に配置されて製造をおこなうことで

作業効率が高まった。この分業労働には農閑期の農民や

漁民が駆り立てられ、彼らにとっての出稼ぎという意味

があった。岡山県は一級河川の吉井川・旭川・高梁川に

よって水が豊富に存在し、水質も良いため酒づくりに適

していた。備中杜氏と呼ばれる高度な技術をもった杜氏

集団にも支えられたことで、玉島は商港だけでなく酒造

地としての一面ももった。西喜屋が「花嫁」を造るにあ

たって好条件な場所であった。 

時代が明治に移ると、それまでの産地ではない地方か

ら酒造家が現れはじめた。酒税が国家にとって重要な財

源であるとの見方が強まり「酒類税則」によって増税が

始まった。 

ビールに掛けられる税は日本酒と比べると軽いもので

あった。日本のビール産業は明治初期の横浜や大阪のビ

ール会社の設立に端を発し、後に設立される札幌麦酒や

日本麦酒醸造、大阪麦酒、JBCなどは現在の大手ビール

会社の前身である。ビール会社の販売網の形成につい

て、初期の札幌麦酒は大倉組にビールの販売業務を委託

していたが、自社が直接販売業務をおこなう方針に変更

し、大販売店を中心とした販売体制をつくった。この大

販売店には他の国産ビールを扱わない専売制が義務づけ

られていた。JBCは明治屋が代理店として販売を一手に

引き受ける契約を結んでいた。大阪麦酒は設立に灘や堺

の酒造家たちがかかわっていたため、沢の鶴直営の日本

酒販売店などがビールの販売を担っていた。後に特約販

売店や特約専売店などを設けていたが、特約専売店は他

社のビールとの併売が禁じられていた。 

ビール会社が販売網を形成するなか、洋酒においては

東京の神谷伝兵衛商店のブドウ酒が圧倒的な売り上げを

誇っており、サントリーの前身である寿屋のブドウ酒は
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引け目をとっていた。日露戦争を経て生まれた好景気に

よってビールの需要が拡大すると、札幌麦酒、日本麦酒

醸造、大阪麦酒の合同により 1906 年に大日本麦酒が誕

生し、翌年にJBCは麒麟麦酒へと社名を変更した。寿屋

は 1907 年より赤玉ポートワインの販売を開始し、西日

本全土や台湾を勢力圏とする祭原商店と手を結ぶことで

販路を拡大した。 

岩田商店には 1904 年の恵比寿麦酒倉庫内出入帳が残

されていることから、日本麦酒醸造と取引をしていたこ

とがわかる。日本麦酒醸造の特約店のひとつには山口の

三井物産会社出張店が存在した。しかし岩田商店が創業

を開始した 1899 年、三井物産は山口店(馬関支店)を廃止

し門司支店を設置した。ここで日本麦酒醸造の特約店の

権利は門司支店へ移った可能性がある。岩田商店は門司

支店と取引をしていたため、この門司支店から恵比寿ビ

ールの販売権を得ることができたのではないだろうか。

これについてはさらなる調査が必要である。 

さらに、1906 年の元帳には大日本麦酒が記されてい

ることから、岩田商店は日露戦争後のビールの需要増に

よって生まれた大日本麦酒と契約を結んだことがわか

る。日露戦争後より赤玉ポートワインの発売を開始した

寿屋は祭原商店と契約を結んだことで全国に販売網を設

けることが可能となった。岩田商店は赤玉ポートワイン

も扱うようになるため、祭原商店との関係が存在し、大

日本麦酒との契約を得た理由は日本麦酒醸造との関係に

よるものと考えられる。岩田商店と他の特約店とのかか

わりについて調査の余地がある。 

 関東大震災や戦後恐慌などの煽りを受けて落ち込んだ

日本経済は、ビール産業にも暗い影を落とした。大正末

期から昭和初期にかけてビールの生産量が減少し、価格

競争に至った。麒麟麦酒においては明治屋との販売契約

を解消し、自社による販売体制を敷いた。ビール市場の

安定化を図るために大日本麦酒・日本麦酒鉱泉・麒麟麦

酒による販売協定が結ばれた。櫻麦酒なども協定に加わ

ったが、結果として櫻麦酒と日本麦酒鉱泉の脱退という

結果に終わり、日本麦酒鉱泉は大日本麦酒に吸収され

る。大日本麦酒は麒麟麦酒と共同で麦酒共同販売を設立

し、櫻麦酒と共同で櫻麦酒販売株式会社を設立したこと

によって大日本麦酒・麒麟麦酒・櫻麦酒によるカルテル

が形成された。1930 年よりビール事業に参入していた

寿屋だったが、販売協定の混乱やカルテルの成立が影響

し、ビール事業から撤退を決断し、ワインとウイスキー

の普及に注力する。 

 盧溝橋事件の勃発や国家総動員法の発令などによって

日本が戦争に加担するようになると、酒類販売業が統制

下に置かれる。販売免許の制度化や価格の固定、そして

酒類販売株式会社の設立によって全国に配給制度が整備

された。企業整備も実行され、日本酒の酒蔵の半数以上

が姿を消し、大日本麦酒は櫻麦酒を吸収した。大日本麦

酒は本土空襲によって工場が被災したことでビールの製

造が困難を極めるなか、ビールではなくアルコールや薬

品などの製造を政府より命じられていた。寿屋は航空機

の燃料となるブタノールなどの製造を命じられ、軍に対

するウイスキーの納入が高まった。 

空襲を経て日本が終戦を迎えると、GHQにより酒類販

売株式会社が解消され酒類販売公団が設立された。岩田

商店二代目店主・文三は福岡県酒類販売公団の福岡支所

門司出張所長であり、終戦直後は営業を休止していた岩

田商店は公団の事務所も兼ねていた。酒類販売公団の設

立された同年に制定された集排法によって大日本麦酒は

日本麦酒と朝日麦酒に分割された。 

 日本麦酒と朝日麦酒はそれぞれの販売網を形成した。

西日本は朝日麦酒の特約店となる店が多く、さらに朝日

麦酒は広島・九州・四国においては専売店を特約店とし

て指定し、併売店は極力指定しなかった。一三は朝日麦

酒と日本麦酒のどちらと契約を結ぶか迫られていたが、

交渉を続け、併売店の立場を維持した。日本麦酒と朝日

麦酒はどちらとも料亭や飲食店向けの業務用販売に注力

していたことに対して、戦前より一般家庭向けの販売網

を抑えていた麒麟麦酒のシェアが戦後に拡大した。寿屋
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も一般家庭向けの販売を再開し、GHQに対してはウイス

キーを納入した。1961 年に代替わりをした寿屋はサン

トリーへと社名を変更し、再びビール事業へ参入した。 

戦後、岩田商店は日本麦酒と朝日麦酒両方の特約店と

して卸売りや小売りをおこなっていた。これに加え角打

ちもおこなっていた時期があるが、基が小学校に入学す

るころまで店内でおこなっていた角打ちは、マキの「み

っともない」という理由により廃止となった。基の教育

に悪いという意味も含まれるだろうが、角打ちによる利

益よりも朝日麦酒と日本麦酒の併売店としての立場を維

持するほうが大きな利益を得られると判断したのではな

いだろうか。営業時間を伸ばしてまで、子供たちにとっ

て良いとは言えない環境を形成し日銭を稼ぐことより

も、特約店としての契約と食堂車への納入を維持するこ

とを重視していたと考えられる。 

1960 年に店の看板を背負った一三は、自動車を購入

し遠方の店にまで販路を拡大した。併売店を極力指定し

なかった朝日麦酒の営業担当者からは、朝日麦酒と日本

麦酒のどちらとの契約を維持するか迫られるも、一三は

両方との契約を解消せずに交渉を続けていた。家業に尽

力した一三は、「借金はしない」という信条のもと自己資

金による営業に努めていた。この点からも、むやみに商

売の手を広げずに、比較的安定して利益が得られる相手

との堅実な取引に集中していたことがうかがえる。 

 1970 年代はビール市場の変容が落ち着き始めたころ

であるが、70 年代後期にサッポロがびん生の発売を開始

したことで、熱処理ビールと生ビールの競争が巻き起こ

った。さらに、1987 年のスーパードライの発売によっ

て朝日麦酒の地位が飛躍的に向上した。朝日麦酒は受発

注システムのオンライン化を進めて注文数の急増に対応

し、コンサルティングや金融機関の紹介を以て特約店を

支援した。 

時代が昭和から平成に移行する 1989 年以降、酒類販

売における規制緩和がおこなわれ、スーパーマーケット

やディスカウントストアが販売の役割を担いはじめた。

低価格志向の消費者に対し、スーパーマーケットチェー

ンは酒類の値引き販売をおこなった。平成初期から、酒

問屋の存在価値が薄れはじめていた。1991 年より岩田

商店の代表となっていた基は 2000 年に店を畳む決断を

する。これについて、卸売りには面白さを感じないとい

う理由を述べたが、それだけが理由ではないと筆者は考

える。酒屋の地位が失われはじめていたことや、「借金に

は手を出さない」という一三の教えから、家を手放さず

に閉業し、借金を残さないようにしたと考える。 

 

8-4 門司と岩田家 

マキと廣が門司に腰を据えたことで、現在の基が存在

する。家族 3 代にわたって門司の栄枯盛衰を見つめてき

た。本節では門司と岩田家が歩んだ歴史について述べ

る。 

 河村瑞賢が開発した西廻り航路の寄港地のひとつに、

下関港があった。下関港を補助する役割を担っていたの

が、門司の田ノ浦港であった。田ノ浦港の整備は 1835

年に開始され、門司港の整備は 1887 年より開始され

た。2 年後の 1889 年に特別輸出港として開港したこと

で門司の発展が始まった。北部九州の石炭を送り出し、

瀬戸内海の塩を運び込むことで瀬戸内海地域と結ばれて

いた門司港は、日清戦争を契機に門司港には軍艦の寄港

地となり、石炭の需要が拡大したことで拡充が求められ

た。金融や倉庫に関連する企業の門司進出が続発し、門

司港は石炭だけでなく米穀の取扱量も増大した。 

さらに台湾航路が開設されたことで大陸とも結ばれた

門司港は日本の玄関口のひとつになった。開港によって

急激に人口が増加し、船舶などへの給水も含めて水源の

確保が急務となり、水道事業も開始された。日清戦争後

より設立された門司音楽会は、門司に設置される文化芸

術の場の先駆けであると筆者は考える。 

マキと廣が門司へ移り住んだのは、開港から 10 年後

の 1899 年のことであった。門司市政が施行された年も

この年である。ふたりが門司へ渡ったことは、マキが玉
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島の家を焼け出されたことが大きな理由とされている。

しかし、前述したようにマキの口述と記録の年月が大き

く異なっており、火災から門司へ渡るまで長い歳月が経

過しているため、門司への移住の核となる理由とは考え

にくい。吉三が玉島紡績の設立に携わっていたことか

ら、株主たちである九州の商人らと交流する機会があっ

ただろう。その際に門司港の開発の話などを耳にしてい

たと考えられる。また、徳山－門司間の汽船航路が開通

により岡山から門司への連絡も従来と比べて容易にな

り、下見も簡単におこなうことができていただろう。 

岩田家の玉島から門司への移動は、帆船から汽船へ変

化した船の近代化と軌を一にしている。このころの玉島

港は蒸気船に対応できなかったために、大型の船を所有

した廻船業者は玉島港から撤退をはじめていたた。これ

に対して、二人が門司に進出した時期はすでに特別輸出

港として門司港が開いていた。汽船に対応可能な港を求

める動きのなかで、ふたりは門司港に狙いを定めたとい

える。 

門司は 1890 年代から 1900 年代にかけて料亭や飲食

店が立ち並ぶようになり、岩田商店はそれらに酒を納入

していた。日露戦争が始まると、陸軍運輸部の支部が設

置され、軍事的な要素を強めた。また、鈴木商店が大里

製糖所を筆頭に工場群の形成をはじめたのもこのころで

ある。日露戦争中は大連航路や関釡連絡船などが設けら

れ、下関も含めて大陸との接続を強めた。 

日露戦争中の岩田商店は、門司市内に進出していた三

菱合資や三井物産との取引をしており、なかには 2022

年現在も門司で営業を続けている企業も存在する。門司

市外では小倉や直方、宮若、博多、久留米を範囲として

営業しており、炭鉱との取引が目立った。九州では佐賀

や熊本、本州では下関、宇部、鞆など中国地方にまで取

引範囲が及んでいた。廣の生まれた伊原家との記録もあ

る。日露戦争後の門司は 600 を超える飲食店が存在し、

寄港する外国船の増加によって遊郭や料亭を利用する外

国人が増加した。 

日清戦争によって門司港の機能が拡張し、門司への企

業進出が高まった。日露戦争を契機として門司港は国際

港の側面を強め、料亭や飲食店の乱立により酒類の需要

が高まった。日清戦争と日露戦争のはざまで活況を呈し

はじめた門司で、岩田商店の歴史が始まったのだ。門司

を経て、大陸へ進出する企業も存在したが、岩田商店が

大陸に手を伸ばすことはなく、門司での堅実な経営を続

けた。 

 第一次世界大戦が開始される以前、門司では市民向け

に音楽養成所が構成され、市民にとって音楽がより身近

なものとなった。第一次世界大戦後に建設された旭座に

は、世界的に活躍するヴァイオリニストやバレリーナ、

オペラ歌手など錚々たる顔ぶれの芸術家たちが公演をお

こなっていた。現住所に移転した岩田商店は、この旭座

と道路を一本挟むほどのわずかな距離に位置していた。

旭座の音楽や歌声が店内に聞こえてくるほど近く、紀子

は店番をしながら、旭座から漏れ聞こえる音楽を聞いて

いた。岩田商店の移転が完了した年にはアインシュタイ

ンが門司を訪れ、紀子が高校生の頃はヘレン・ケラーが

学校を訪れるなど、門司は海外からの訪問者が立ち寄る

場所であった。門司の人々はいちはやく外国の文化や芸

術を肌で感じ、生活に取り込んでいった。 

第一次世界大戦以降、需要がさらに伸びた石炭や鉄鋼

の輸送には若松港が利用され、門司港は台湾や朝鮮から

米や砂糖、大連から豆糟を輸入し、かつての北前船の航

路を用いて瀬戸内海地域や阪神・京浜に送っていた。日

本中で起こった米騒動をきっかけに設置された米穀倉庫

なども含め、門司は食糧輸送の要所という立場を強め

た。 

 第二次世界大戦が始まると、門司の民家は出征する兵

士の宿と化し、岩田商店に泊まった兵士も存在した。戦

況が次第に悪化する様子が、兵士たちの顔色に表れてい

た。関門海峡へ機雷が投下されたことで門司港は壊滅的

な被害を受け、輸送の役割を果たすことが不可能となっ

た。門司空襲の際、多くの住民が関門国道トンネルの試
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掘用トンネルに身を寄せるなか、岩田商店では文三の指

示のもとで消火作業がおこなわれた。岩田商店が焼失を

免れたのは、玉島にいたころに火事を経験したマキの、

たっての願いであった防火壁(煉瓦塀)の存在が大きい。 

 戦後、1950 年より朝鮮戦争が勃発するころには門司

港の機能は回復し、米軍の物資の荷揚げに協力した日本

の機帆船が門司港に集結した。関門国道トンネルの工事

はGHQによって中止となるかに思われたが、市民の努力

によって免れ、工事は続行することとなった。しかし、

西日本水害によって発生した土砂崩れの影響が工事の手

を阻み、完成に遅れをきたした。岩田商店は 1 階土間が

浸水し、商品の酒瓶が汚損された。国道トンネルの開通

を経て開催された門司トンネル博は、門司市の戦後復興

と日本の産業や文化の発展を祈願したものであった。し

かし岩田商店にとって、トンネルの開通は良い出来事で

あったとは言い難い。トンネル前の道路拡幅のために、

玄関の形を変えざるをえなくなったからである。また、

九州における陸運が活発化することを表した出来事でも

あった。 

 1950 年以降、燃料の主力が石炭から石油へ移行し、

1965 年以降に筑豊や若松などの炭鉱が次々と閉山した

ことで、北九州地域の石油産業は失速した。職を失った

妹夫婦のために、一三は支店を新たに設け、働き口をつ

くった。企業の門司撤退が相次ぎ、国鉄の民営化により

JR九州本社の博多移転は門司の人口減少を加速させた。

関門橋創設の影響は大きく、鉄道輸送に代わって、自動

車による輸送が熱を帯びはじめていた。かつて賑わって

いた様子を観光に生かそうと、平成の門司では明治・大

正期の建築物を保存する動きが生まれた。 

平成元年に酒類販売の規制緩和がおこなわれ、酒問屋

の地位が揺らぎはじめたころに基は店を引き継いだ。基

は福岡支店を本店に変更して営業を続け、2000 年に閉

業する。基は卸売りに魅力を感じなかったために店を畳

んだと述べたが、はたして理由はそれだけだろうか。酒

屋の人間として生を受け、生活の中に常に家業が存在

し、次第に自身も家業の一部を担っていた。石炭産業の

縮小が決定的となり、企業が門司から撤退を始める様子

を見聞きしながら、酒屋が直面する課題を肌で感じてい

たと考えられる。その課題が自身に迫り始めた段階で、

借金をして規模を縮小しながら細々と営業を続けるより

も、早いうちに見切りをつけて酒屋そのものから撤退す

る道を選んだのである。2000 年以降の基は、店に酒屋

ではなく音楽の舞台としての機能を付与した。2000 年

に閉業せずに経営をつづけていれば、蔵の改装や音楽会

の開催、そして現在までこの店を維持することはできな

かっただろう。 
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第 9章 結論 

時代の移ろいとともに、流通は大きく変化した。西廻

り航路の確立から鉄道の開通、そして現在に至るまで、

岩田家は常に流通の変化を見定め、先手を打っていた。

商人としての才覚を常に試されていたが、それは決して

目先の利益のみを追いかけるということではなかった。

ときにはいちはやく身を引き、真に尊重すべきことを模

索し、実行するという矜持があった。 

門司港の岩田家だけでなく、西喜屋西店・北店の家系

から続く岩田家も、それぞれの地で生活を続けている。

その営みの様子は、もとの西喜屋の姿とは大きくかけ離

れている。しかしこれは、変化をつづける時流に乗りな

がら家を継承してきたことを証明している。それぞれ地

域や屋号は異なっていても、商人としての生き方が途絶

えることはなかったからこそ、今の姿がある。それぞれ

の岩田家がどのような道を歩んでゆくのか、これから長

い時間をかけて明らかになるだろう。 

基は「今の僕の生活があるのは、親父やおじいさんた

ちが頑張ってくれていたおかげ」と語る。 

江戸から明治という日本史の大転換期に育ったマキと

廣は、汽船航路によってとても身近な距離に位置した門

司へ渡り、新天地で酒と醤油の問屋に特化した。門司港

の旅館や料亭のみならず、導入されたばかりの鉄道を用

いて販路を広げた。昼夜の別なく賑わう門司港でふたり

が卸した酒は、港湾労働者や国内外から訪れる大勢の

人々が飲んだことだろう。 

映画館や写真館、劇場が次々と立ち並び、人々の生活

に外国の文化芸術が浸透するなかで豊子や紀子は育っ

た。旭座という門司最大の劇場が店の向かい側に面して

いたことは、子供たちにとって幸運だっただろう。マキ

と廣が建て、家族や従業員が暮らした岩田商店は、活気

あふれる門司の世相を色濃く写した建物だった。 

 度々起こる火災が岩田商店を襲った。しかしその度に

煉瓦塀によって守られた。引火した酒樽が爆発するよう

な悲劇を二度と繰り返さぬようにという、マキの願いが

込められた頑強な煉瓦塀であった。門司のみならず日本

全土が被害を受けた空襲すらも、岩田商店を破壊するこ

とはできなかった。これには二代目店主・文三の指示の

もとで消火活動に努めた人々の存在も大きい。 

 企業が門司から去りはじめた 1960 年代、一三は三代

目店主となった。無謀な経営計画を立てたり、安易に融

資を図ることはせず、堅実な経営を継続した。自動車を

用意し遠方の飲食店へ酒類を納入し、門司や小倉、そし

て福岡市に支店を設置した。基が門司を離れ関東で暮ら

し、そしてウィーンへ飛び立っていたときも、一三は家

業を絶やさぬように励んだ。 

 時代が昭和から平成に移り、酒販店の存在価値が失わ

れはじめたころ、基は店を畳む決断をした。酒屋として

の立場は失ったが、祖父母が建て、伯父や両親そして自

分へと受け継がれた店は手放さなかった。 

岩田家の人々が守り続けた店は、現在は基が学びを深

めた声楽の舞台となった。その高い天井からは、大正時

代の人々が抱いた上昇志向が垣間見える。かつて旭座か

ら漏れ聞こえていたように、店の奥から基の歌が聞こえ

る。岩田商店は、人々が豊かさを追い求め、ひしめき合

っていた門司の歴史を見つめてきた生き証人なのであ

る。そして岩田商店そのものが、門司が栄えた歴史の千

秋楽を今も飾り続けているのである。 
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［図2］岡山県地図 
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［図17］岩田商店 玄関側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図18］岩田商店 店頭側 
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［図19］堀川から見た岩田商店。写真左側には旭座が見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店内での小売りの様子 
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従業員の様子 
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岩田家一同 右からマキ、紀子、廣、温子、孝、豊子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙岸家一同 右からヨシ、慶子、竹男、功、忠、稔。左端に写っている子は近親者ではない。 
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