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雑誌「硯水」の発行について
雑誌「硯水（けんずい）
」は、KONAN プレミア・プロジェクト＊1「硯水」プロジェクトの成果をまとめたもの
です。
「硯水」プロジェクトとは、灘の酒文化を国内外に発信し、古くは「御食国（みけつくに）
」と呼ばれた兵庫・神
戸が誇る「灘五郷」の発展をお手伝いするプロジェクトです。2021 年度は、所属するキャンパスを超え、文学部、
経営学部、法学部、マネジメント創造学部の学生計 7 名が、文学部、経済学部、フロンティアサイエンス学部の教
員による指導のもと、コロナ禍のなかでも可能な限りの活動を行ってまいりました。
このたび、学生 7 名がそれぞれの研究成果を「お酒にまつわる四方山話 硯水 若者×日本酒」として 1 冊の
冊子にまとめ、本年 3 月に発行しております。学生が独自のアンケートを若者対象に実施し、現在の若者の飲酒や
日本酒に対するイメージを浮き彫りにし、若者目線での提言を行っているほか、地下環境調査会社が行っている宮
水保全活動と研究に対する信念などを紹介しています。バックナンバーも含め、2019 年度版からの 3 冊＊2 を本
頁下部に記載のページにて掲載しておりますので、ご高覧いただき、学生の取り組みについて取材していただけま
したら幸いです。
また、
「灘五郷」から生まれた日本酒がノーベル賞での晩餐会で供されるなど、海外でも日本酒が注目されている
ことに関連して、外国人観光客や留学生向けに英語で日本酒を紹介するリーフレット「GUIDE for SAKE」も制
作いたしました。こちらもご高覧いただければ幸いです。
取材のご連絡や、記事内容、冊子の配布等に関してのお問い合わせは、裏面下部にございます甲南大学ポートア
イランドキャンパス事務室までお問い合わせ下さい。
＊1．甲南大学は、本学が持つ総合力、融合力、創造力を生かしたチャレンジングなアイデアを積極的に推進・展
開する「プレミア・プロジェクト」に取り組んでいます。現在、9 つのプロジェクト、68 のサブプロジェクトが
進行中で、硯水プロジェクトもそのサブプロジェクトの１つです。
＊2．2019 年の特集は「灘と樽」
。日本酒文化の周辺を支える木工技術とそれを守り続けようとする酒蔵の意気込
みを伝えるほか、日本酒に含まれるアミノレブリン酸（ALA）についての研究成果も紹介しています。2020 年は
「人・技術・想い」と題して、富山で日本酒を醸す元ドン ペリニヨン醸造最高責任者のリシャール・ジョフロワ氏
へのインタビューや杜氏のお仕事の今昔の比較、そして麹菌の出すデフェリフェリクリシンに関する共同研究成果
（https://www.gekkeikan.co.jp/company/news/detail/309/）の一部なども紹介しています。
〇硯水掲載ページ
【2021 年度版】

【2020 年度版】

【2019 年度版】

【英語版】
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コラム：⻄宮市にある名⽔

若者対象のアンケート結果

マネジメント創造学部

3 回生

泉

咲希

文学部

3 回生

高田

理那

若者の日本酒離れが進んでいると言われる現代で、若者は酒に対してどのような価値
観をもっているのかを調査するためアンケートを実施した。
アンケート対象： 20 代 201 人（うち学生 87%、女性 63.7%）
20～22 歳 87.6%、23～25 歳 7.0%、25～29 歳 5.5%

若者の酒離れ、日本酒離れ
経済産業省によると、令和元年
の飲酒習慣（週 3 日以上かつ 1 回
に飲む酒量が 1 合以上）のある人
の割合は 20 代が最も低く 7.8%で
ある¹)。30 代で 17.2％、40 代から
60 代は 20％強という数字と比べ
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宮水地帯に流れ込む伏流水と その水みち

伏流水は、 砂礫層の中でも 特に水の通り やすいと こ ろ（ 水みち） を
流れる（ ご提供、 スミ カ ワ研究所有限会社： 無断転載厳禁）。

酒を週に 2-3 回以上飲む人が 30%
強という結果となっており、少し

硬水と軟水の違いはミネラル分の含有量（=硬度）の違いで、硬度は通常以下の式で計算
される。

お酒好きの集団へのアンケートと
なった可能性はあるものの、Q2
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宮水の鉄分は 0.01~0.03 mg/mL と確
かに少ない（日本の水道水の基準値は 0.3 mg/mL 以下 5））
。ただ驚くべきことは、西宮市の地
下水調査において 77％（20/26）の井戸で 1 mg/L を越える鉄分を含んでいるという調査もあ
り 6）、その中でのこの数値は、宮水を「奇跡の水」と呼ぶ所以ともなっている。

今回アンケートでは、Q1 でお

い

宮水地帯には「法安寺（ほうあ
んじ）伏流」
「札場筋（ふだばす
じ）伏流」
「戎（えびす）伏流」
の３つの伏流水が流れており、こ
れらが混ざり合って「宮水」が生
まれている 3)。東から流れる「法
安寺伏流」と北から流れる「札場
筋伏流」は縄文海進の頃（約
6,000 年前）に海だった地層を流
れてくることから、カルシウムや
マグネシウムなどミネラル分の多
い硬水に分類されるが、特にリン
やカリウムを多く含んでいる。
一方、西から流れる「戎伏流」
は六甲山系からの大きな傾斜を流
れ下ってくるため、流れが速く、
酸素を多く含んでいる。酸素は酒
造りの天敵である鉄分と結びつい
て酸化鉄として沈殿させ、鉄分を
除去している 4）。

ても、若者の酒離れは如実に示さ
れている²)。

ず

宮水とは兵庫県西宮市にある酒造用水として有名な名水であり、
「西宮の水」という意味か
ら宮水と呼ばれている 1）。
「灘五郷」は西宮市から神戸市灘区に広がる酒造地域であるが、そ
の中で宮水は西宮市内の 400～500 m 四方の限られた場所で湧き出る。宮水は地下 2～5 m と
いう浅い場所に湧出し、その「浅井戸」を覗けばすぐそこに水面が視認できるほど近くにあ
り簡単に汲むことができる 2）。
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硬度 [mg/L] ＝ (カルシウム濃度×2.5) ＋ (マグネシウム濃度×4.1)

の日本酒を週 2-3 回以上飲む人が 6%という結果は、その中にあっても、明らかに日本酒
日本の基準では、硬度 120 mg/L 以上が「硬水」
、60 mg/L より少ない水は「軟水」とされ
ている。宮水は 175~180 mg/L で硬水ではあるが、ヨーロッパのミネラルウォーターは、304
mg/mL（evian7））や 1468 mg/mL（Contrex8））など、もっと「硬派」である。

離れの傾向を示している。

若者の酒を飲むシチュエーション
Q3 では、誰とお酒を
飲むことが好きかを聞い
た。その結果、親しい友

特集「 若者×日本酒」

人と/少人数でという回
答が約 80％という他の項
目に比べて非常に大きな
結果になった。もし、少
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人数という要素に理由が
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≪プレスリリース全体に関するお問い合わせ先≫
甲南学園広報部
〒658-8501 神戸市東灘区岡本 8-9-1
電話 078ー435－2314 FAX 078ー435－2546 Email: kouhou@adm.konan-u.ac.jp
≪本件に関するお問い合わせ先≫
甲南大学ポートアイランドキャンパス事務室（担当：山本）
電話 078-303-1457 E-mail：first@adm.konan-u.ac.jp

プレスリリース配信先：兵庫県教育委員会記者クラブ、神戸市政記者クラブ

