
抹茶、梅蜜、旬

のフルーツから

天然氷まで！！

この夏の冷たい一品

日本のかき氷

S h a v e d
i c e

火照った身体をキュンと冷やすかき氷。
氷を削ってシロップをかけるだけのシン
プル極まる甘味だが、その味は奥深い。
和菓子屋から甘味処まで、技を極めた
かき氷を紹介する。
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　暑い夏には冷たいものが食べたくなるのは今も昔
も同じこと。約 1000 年前の平安時代。清少納言
は『枕草子』で「薄く削った氷にシロップをかけて、
銀の器に入れた様子は高貴なものだ」と書いている。
冬の間に氷室で保存された貴重な氷に、ブドウ科の
ツルから取ったシロップをかける。これが記録に残
る、日本で最古のかき氷だ。
　夏に高温多湿の日々が続く日本では、1600 年も
前から、冬の間に山間部で貯えた氷を天皇や貴族に
献上する「蔵氷」「賜氷」という制度があった。『日
本書紀』には、氷室からとりだした氷を「真夏の月
明かりの下で、酒に浸して使う」という記録がある。
日本におけるオン・ザ・ロックの始まりだ。『源氏物
語』には、夏の暑さをしのぐために氷を振舞う様子も。
氷室から取り出した天然の氷は、限られた貴族だけ
が楽しめる、憧れの贅沢だった。
　時が流れ、氷の販売がビジネスになることに気づ
いた中川嘉兵衛が、1862 年（文久 2 年）頃から北
海道の五稜郭で生産した天然氷を船で東京へ運び、

「函館氷」と名付けて大量に販売した。こうして氷
はようやく庶民の手に届くようになったのである。
明治 20 年代、フランス人画家ビゴーが描いた東京
の風景にも、かき氷を食べる芸者の様子が描かれて
いる。「氷」の暖簾がはためく様子は、現在の夏の
ワンシーンとそっくりだ。

　ところが当時のかき氷をつくる方法は、カンナの
上で氷を前後に動かし、少しずつ氷を削るというも
のだった。これでは、削っている間に氷が溶けてし
まう。そこで、明治 20 年頃に氷商の村上半三郎が、
回転する氷を刃で削る「氷削機」を発明。これが全
国に広がった。現在に至るまで使われている「かき
氷機」の原型である。
　昭和初期までは砂糖やあずきを載せて食べるのが
一般的だったが、戦後、家庭用冷蔵庫の普及によっ
て氷が手軽に作られるようになると、メロン、イチ
ゴ、レモンなどのシロップがブームになり、現在の
ようにカラフルなかき氷が定着した。寒暖の差が大
きな日本で育まれた天然氷への憧れとかき氷機の発
明。アイスクリームやシャーベットと違って、氷そ
のものの味を味わう日本のかき氷には、思ったより
深い歴史が隠れているのである。

　かき氷のかき方は、お店や職人さんによって様々。
けれど、ベテランの職人さんに共通しているのは、
かき氷をつくる前に冷凍庫から取り出した氷を「あ
たためる」ということ。氷の表面がしっとりと溶け
はじめるまで常温にさらしておき、-3〜-5℃くら
いの温度になると、ちょうど良い具合に削れるとい
う。もちろん外に置いたままでは氷はどんどん溶け
てしまうから、お客さんの注文が来る頃合いを見計
らって、氷の硬さを整えておくのだ。
　とは言え、氷を削っている間も温度は上昇する。
そのため、職人さんは、かき氷機の刃の角度を微妙
に変えてゆく。その日の天候や湿度に合わせて、湿
度の高い日は粗め、涼しい日はフワフワというよう
に、削り方を変えることも、ひとつの技である 。
一見同じに見える氷だが、お店によって独自の工夫
を凝らしているので、味わいも違うと言う訳だ。

氷を愛して 1600 年
日本人と氷の長〜いつきあい

氷を温める！
これが美味しいかき氷の秘密

 かき氷は
1000年デザートだ！

すぐに溶けてしまうかき氷。
なので、冷蔵庫が普及してからと思いがちだが、意外や意外。
早くも平安時代には氷を削りシロップをかけたものが登場。
清少納言の『枕草子』にも記述がある。そんなかき氷の簡単な歴
史と、作り方のノウハウを紹介する。

文／野沢光　イラスト／溝口イタル

清少納言も♥　紫式部も♥♥ S h a v e d  i c e
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この夏かき氷を食べましたか？　まだならぜひこちらへ！　伝統的な味を求めるか、氷と果肉の食感に挑戦するか。
それとも冷たさと甘さのハーモニー を極めるか！　今年の夏の美味しいかき氷店、汗かきかき探してきました！

キュンと冷たい甘味、ここにあります。

BEST8 in TOKYO
この夏おすすめ 美味しいかき氷

お蔵出しのアンティーク家具に囲まれてゆっくりとした時
間が過ごせるカフェ「船橋屋 こよみ」。ぷちぷちの果肉と
細切りの皮が入った「夏みかん」は、マーマレードと白蜜
をあわせたシロップに、夏みかんのほろ苦さが加わって懐
かしい味わい。口の中で弾ける果肉と、キメ細かい氷のと
りあわせが快感だ。つぶつぶの種が入った「いちごミルク」
と「宇治金時」（各 750 円）も人気。各メニューは 450 円
でテイクアウトもできる。

船橋屋 こよみ 広尾店
○東京都渋谷区広尾 5-17-1 ○ 11:30 〜 17:00（カフェ L.O.）　
○無休 ☎ 03-5449-2784

プチプチの果肉と氷のハーモニー

船橋屋 こよみ
FUNAHASHIYA  KOYOMI

牛乳に甘味と爽やかさを添える自家製レモンシロップ入り
の「氷牛乳」は、「芋甚」の隠れた人気メニュー。もともと
牛乳の飲めない子供向けに、先代のご主人が考案したとい
う。クリーム色の牛乳に氷を浸して、スプーンですくって
食べるスタイルで、レモンの香りがほんのりと鼻に抜ける。

「芋甚」は大正元年創業の老舗。卵を使わずに餅米で仕込
んだアイスモナカ（110 円）など、昭和初期のレシピをそ
のまま守りつづけている。

自家製のきな粉の蜜に、ごまのアイスクリーム、小倉あず
きが載った「氷和三昧」は、3 種類の素材の香ばしさが口
いっぱいに広がる。北海道産の大納言でつくったあずきは
皮の歯ごたえが残り、豆の味も楽しめる。サラサラの氷は
天然水を使用した純氷。「うちは甘味処だから、あまいも
のはしっかりと甘くしています」と店長が言う通り、濃厚
な味わいが自慢のかき氷だ。有料でトッピングできる白玉
は、もち肌のようなやわらかな触感。

芋甚 みつばち 本店
○ 東京都文京区根津 2- 30- 4　 ○11:00 〜 19:00　
○ 定休日／月曜日　☎ 03-3821-5530

○ 東京都文京区湯島 3- 38- 10　ハニービル 1F
○ 10:30 〜 20:00　○ 無休　☎ 03-3831-3083

牛乳にレモンシロップの爽やかな味 香ばしく甘い濃厚な味わい

芋甚
IMOJIN

みつばち
MITSUBACHI

氷牛乳 450円夏みかん 750 円 氷和三昧 650 円　白玉 50 円

S h a v e d  i c e

写真／長尾迪　文／野沢光

山間部の氷室から天然氷を仕入れる「だるまや餅菓子店」
では、年間を通してかき氷が楽しめる。注文が入るたび
に茶器に茶筅で濃茶を練る「特選 宇治金時」は、シロップ
で抹茶に甘さをつけず、小倉餡といっしょにいただく。
舌の上で氷が溶けると、抹茶の甘い香りと旨味が広がるが、
甘味の強い上質の茶葉を使っているから、渋みはほとん
ど感じない。最高級の和三盆蜜もプラス 200 円でトッピ
ングできる。※天然氷が品切れの場合は純氷で販売。

だるまや餅菓子店
○東京都北区十条仲原 1-3-6　 ○11:00 〜 18:30
○定休日／火曜日（8 月は不定休）　☎ 03-3908-6644

天然氷に上質の濃茶という贅沢

だるまや餅菓子店
DARUMAYA

特選 宇治金時　1180 円
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自家製の梅ジャムが氷の上に乗る「梅蜜」は、暑気を吹き
飛ばすような鮮烈な酸味が魅力。カウンターにかき氷機を
置いているこのお店では、作られていくプロセスをじっく
り眺められるので楽しい。甘味処だが、氷を削る音に惹か
れてかき氷を注文するお客さんが多いとか。甘味を加えな
い抹茶に練乳をかけていただく「宇治金時」（950 円）も、
甘さと渋みが同時に楽しめて人気。同じメニューは
HIGASHIYA GINZA でも販売している。

ori HIGASHIYA
○東京都港区西麻布 3-16-28　ル・ベイン 1F
○ 11:00 〜 19:00　○定休日／月曜日　☎ 03-5786-0024

新鮮な酸味が暑気を吹き飛ばす

ori HIGASHIYA
ori HIGASHIYA

今年 5 月にオープンしたばかりの「ひみつ堂」は、手回し
のかき氷機で回して氷を削る。天然氷に淡いピンク色のい
ちごソースとミルクをかけた「ひみつのいちごみるく」は、
瞬間冷凍で凍らせた静岡産「紅ほっぺ」を贅沢に使用。ビ
タミンを壊さないように弱火でじっくり煮込むから、とろ
りとしたいちごソースがおいしく味わえる。ご主人は次々
と新メニューを開発中。お店に足を運ぶたびに、旬の果物
でつくったソースに出合えるのも魅力だ。

日光にある氷室から氷を仕入れている「カフェ・ダイニン
グバーアンジェラス」。青梅を煮詰めたオリジナルのシロッ
プで人気の「梅」は、ひかえめな酸味とまろやかな甘味が、
天然氷のやわらかくとける味わいと、とてもマッチする。
濃厚なエスプレッソコーヒーをたっぷりかけた「モカ」（500
円）など、カフェならではのかき氷もある。8 月中に発売
予定のトマト味のかき氷は、甘いジャムのようなフルーツ
トマトのソースに、ぷっつりした種の食感が新鮮だ。

ひみつ堂 カフェ・ダイニングバー  アンジェラス
○東京都台東区谷中 3-11-18
○ 11:00 〜 20:00　○定休日／月曜日　☎ 03-3824-4132
※季節の新メニューは不定期の販売となります。

○東京都国分寺市泉町 3-35-1 ニシコクレガ東館 1F
○ 9:00 〜 23:00　○無休　☎ 042-312-2403

フルーツの味わいを最大限に引き出す 青梅を煮詰めたオリジナルシロップ

ひみつ堂
HIMITSU-DO

アンジェラス
CAFE DINING BAR ANGELUS 

梅蜜　950 円 ひみつのいちごみるく 600 円 手前から梅、モカ　各500 円

カフェ･ダイニングバー　

室町時代に京都で創業した老舗の和菓子屋「虎屋」。その「虎
屋菓寮」で食べられる「宇治金時」は、和三盆糖とオリジナ
ルの抹茶「京の調」を合わせた抹茶蜜を使用。濃緑の抹茶蜜
がしっとりと氷に染み込んで、上品ですっきりとした後味
が印象的。氷の底には虎屋の和菓子にも使われる白双糖で
作った白蜜と、かき氷専用の特製小倉餡が隠れている。白
小豆の餡を使った「宇治みぞれ」（1260円）、赤坂本店でしか
食べられない「氷あんず」（1155円）もおすすめ。

虎屋菓寮 赤坂本店
○東京都港区赤坂 4-9-22 ○平日 11:00 〜 18:00（L.O）○土曜 ･
日曜 ･ 祝日 11:00 〜 17:00（LO） ○無休 ☎ 03-3408-4121

和三盆の宇治蜜という王道

虎屋菓寮
TORAYA KARYO

宇治金時 1260円

S h a v e d  i c e
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