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清酒製造業の農業参入理由に関する一考察

渋谷往男

(東京農業大学)

A Study of Entry Reasons in the Agriculture of the Refined Sake Manufacturing Industry 

(Yukio SHIBUYA) 

I 背景と目的

1 背景

企業の農業参入は 2003年に導入された構造改

革特区制度の一環として解禁された。その後， 2009

年の農地法改正を契機に参入企業数は大きく増加

している。法改正以降は特に食品産業の参入が目

立っている注 1)。しかし，ひとくちに食品産業と

いっても，食品製造業，卸小売業，外食(中食)

産業など多様である。また，食品製造業でも本業

の業種は多様であり，必要とする原料も，里子菜，

果実，米など多様で事情も異なる。これらを，各

業種横並びで巨視的に統計データやアンケート調

査等を用いて分析することは企業の農業参入全体

の特色を把握する点で有効であるが，農業経営の

現場においては特定業者の詳細な事例研究により

その特徴を細かく把握し，各企業の特性に応じた

適切な経営につなげていくことこそが重要である。

参入を受け入れる側の農業，特に水田農業は担

い手の高齢化に加え，米価の下落傾向が続いてお

り，耕作意欲の低下が問題視されている。そうし

た結果として耕作放棄地の増加は止まっていない。

食品産業の中でも，清酒製造業では国産原料を

用いており，その農業参入は，わが国の水田農業

の維持との関わりという面からも重要である。

2 既往の研究

これまで食品製造業全般あるいは清酒製造業の

農業参入の研究は一定程度なされている。室屋

(2007)注2)は食品産業では，自社食品の差別化・

高付加価値化，原材料の安定調達等を目的にした

参入が多い，と指摘している。また， 日本政策金

融公庫の調査注 3)では，食品製造業の参入目的と

して， I本業商品の付加価値化・差別化J， I地域貢

献J，I原材料の安定的な確保」が多くなっている。

食品企業の農業参入に的を絞った議論は，他学会

においてなされており，盛田 (2014)[1Jは，農業

参入が期待や社会的ムードを背景とするものから，

産業やビジネスとして普遍的に成立するかどうか

を展望する段階に入った注4)としている。この

指摘は，農業参入を各産業横断して網羅的に捉え

る段階から，特定業種に絞った詳細な参入状況の

分析が必要な段階に移行しつつあると解釈できる。

また，清酒製造業に関して，渋谷 (2009)[7]は

岡山県のM社を取り上げ，本業の商品の差別化と

その原料の安定確保が参入理由としている。清野

(2013) [6Jは宮城県の I社を取り上げ，酒造好適

米(以下，酒米)の確保を参入理由としている。

大仲 (2014)山は新潟県のW社を取り上げ，地元

からの酒米の確保を参入理由としている。上記既

往研究で示されたM社とW社の参入状況を第 1表

に示す。

なお，農業参入において同業種内での微視的な

アプローチとしては，大野ら (2013)[5Jによる大

手小売 2社についての研究がある。
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第 1表 既往研究における清酒製造業の農業参入状況

M宇土 W社
本社所在地 岡山県浅口市 新潟県糸魚川市

農業地域類型 中間農業地域 山間農業地域
耕作放棄地率引 27. 2% (浅口市旧鴨方町) 9. 8% (糸魚川市旧根知村)

社員数 約 20名 約 10名

農業参入年 2003年 2003年
法人設立は 2012年

生産面積 9.5ha(2008年) llha (2013年)
当面目標面積 40ha 30ha 

参入理由 -良質の原料米の確保 -良質の原料米の確保
-差別化商品開発

生産品種 酒米 j酉米

自社生産 2008年=2叫 2013年=75%
酒米比率 目標時=100切 目標時=100見

*1 :耕作放棄地率= (耕作放棄地面積) / (耕作放棄地面積+経営耕地面積) (2010農林業センサス)
資料 :M社は [7]， W社は [4]， [8Jから抜粋。

3 酒米の調達環境

ここで本研究の前提のーっといえる昨今の酒米

の調達環境を整理する。

長期的に日本酒離れが叫ばれる中で，純米吟醸

酒や純米酒のように酒米使用量の多い日本酒の製

造数量が，直近 3年間で連続して伸びており，山

田錦に代表される酒米の需要は高まっている。さ

らに，商品政策として原料米の特性を表示する清

酒が増える中で，地元米を使う傾向も見られる。

このように，酒米の需要は堅調といえる。

供給側をみると，生産者にとって酒米は一般の

主食用米よりも作りづらいとされている注 5)。一

方で取引単価が主食用米よりも有利で，いわばハ

イリスクハイリターンの傾向のある米といえる。

このため，米づくりに手聞を掛けられない兼業農

家は敬遠しがちで，生産技術に自信のある専業農

家に向いている品種といわれ，供給は簡単には拡

大できない。さらに，稲作生産者の高齢化等によ

り従来の酒米生産者の減少も懸念されるところと

なっている。

こうしたことから，酒米の調達環境は厳しくな

っているといえる。そこで，清酒製造業としては，

地元の酒米産地とのつながりを強めるなどして酒

米の確保を図る傾向があり，その一部は今回の調

査対象企業のように自ら生産に乗り出している。

4 課題と目的

一般に企業が新規事業に参入する際は，同業種

の参入事例を可能な限り分析し，自社の外部，内

部の経営環境と照らし合わせて最適な戦略を構築

する。

前項に示した既往研究における清酒製造業は，

いずれも文献中に示された事例の中で唯一の清酒

製造業の事例であり，当該企業単独あるいは他産

業との比較による分析が中心となっている。この

ため，業種聞の差異から企業参入の全般的な特徴

を説明するには適している。しかし，清酒製造業

が自社の企業戦略として農業参入を考える際に必

要な，同業他社の動向の詳細な実態分析や自社に

最適な戦略構築方策という点では不十分である。

そこで，本研究では清酒製造業の農業参入事例

を複数取り上げ，地域的背景や営業特性などを考

慮に入れつつ参入理由，経営実態等についての微

視的な分析を通じて，今後の清酒製造業の農業参

入の戦略構築と経営指導に資する知見を得ること

を目的とする。さらに，本研究の活用により，他

の食品製造業においても，原料の外部調達と自社

生産の適正な比率の模索など農業との詳細な関係

性の分析に示唆を与えることも間接的な目的とす

る。

注 1)農林水産省経営局調べ。 (2015年 6月末現在)

注 2) 室屋[2]は，農地リース方式による参入を中

心とした事例調査から特に建設業の農業参入と



の対比で述べている。

注 3)各業種 138社に対するアンケート調査のうち，

食品製造業 51社の集計結果 [3J。

注 4)2014年度日本フードシステム学会大会におけ

る「食品関連企業の農業参入の現状と展望」と

題するミニシンポジウムの成果の中で，盛岡 [lJ

が述べている。

注 5)代表的な酒米品種の山田錦は，長稗で倒伏し

やすく，晩生で台風の影響を受けやすい。収量

も一般の主食用米に比べて低いなどの特徴があ

る。他の酒米品種も類似の特性を持つものが多

し、。

H 研究方法

農業に参入している清酒製造業の経営者あるい

は農業参入担当者に対するインタビュー調査と，

パックグラウンドとなる地域データ等を組み合わ

せて，参入理由を中心とした分析を行った。調査

対象企業の選定に当たっては，参入地域の農業地

域類型が異なるように 3社を選定した。インタビ

ュー調査は 2015年 6月に実施した。

さらに，分析・考察に当たっては，前述の既往

研究の事例も考慮、した。
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E 研究結果

1 調査対象企業の概要

I社は宮城県大崎市の平地農業地域にあり，わ

が国有数の穀倉地帯に立地している。社員数は約

160名，全国で 20位程度の大規模な清酒製造業で

ある。 2004年に農地リース特区を契機として農業

に参入している。

H社は兵庫県に本社を置く社員数約 430名でわ

が国トップクラスの大手清酒製造業である。農業

部門は，中間農業地域である岡県篠山市旧日置村

の関連会社内に拠点を置いている。 2011年に試行

的に生産に着手し翌年から利用権を設定して本格

的に生産を開始した。 2015年には農業生産法人を

立ち上げている。この関連会社も清酒製造業であ

り，年間 200日未満の期間，清酒を製造する冬季

蔵注 1)である。 H社はトップメーカー故にさまざ

まな製品を生産しており，一般の主食用米を使用

した紙パック商品等のボリュームが大きい。この

ため，清瀬生産量全体に対する酒米使用量の割合

は低いものの，生産する酒米はH社全体の酒米使

用量に対して， 3%と相応の比率を持っている。

第 2表 調査対象とした清酒製造業の農業参入状況の比較

I 宇土 H宇土 S社

本社所在地 宮城県大崎市 兵庫県神戸市 愛知県設楽町
農業地域類型 平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域

耕作放*築1地学 4.0% (大崎市旧松山町) 3.5% (篠山市旧日置村) 16.8話(設楽町旧名倉村)

社員数 約 160名 約 430名 約 40名
農業参入年 2004年 2011年 2007年

法人設立は 2015年
2015年面積 7.5ha 11ha 22ha 

当面目標面積 20ha 30ha 40ha 

醸造期間
9 月 ~6 月

10 月 ~4 月(関連会社)
9 月 ~6 月

9 月 ~7 月(本社)

参入理由 -差別化商品開発 -良質の原料米の確保 -高齢化が進む地 je(契
. rl酉米の生産技術・ノウ -通年雇用による優秀な 約栽培先)からの酒米

ハウの蓄積 人材確保(冬季蔵) の確保
-水田維持での地域貢献

生産品種 酒米，主食用米，他 酒米のみ 酒米，主食用米
自社生産酒米 2015年=1. 6% 2015年 =3拡*2 2015年=16% 

比率 目標時=4. 4弘 目標時二 10弘 目標時=29弘
*l耕作放棄地率= (耕作放棄地面積) / (耕作放棄地面積+経営耕地面積) (2010農林業センサス)
*2 自社の酒米使用量に対する比率
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S社は山間農業地域に属する愛知県設楽町に本

社を置く社員数約 40名の企業で， 2007年に農地

リース特区で農業に参入している。

これら 3社の農業参入状況を第 2表に示す。

2 自社生産のコスト

経営外部からの酒米購入価格と比較した際の自

社生産のコストは，各社とも算出している。現状

では I社と H社は後者の方が高コストで，特に人

件費が高コストの要因としている。 S社は同程度

もしくは後者の方が高コストとしている注 2)。こ

のように，必ずしもコスト的に有利とはいえない

農業に参入するには経済的理由以外の理由が存在

する。

3 参入理由とその背景

(1)差別化商品生産を参入理由とする背景

前述のように食品製造業の参入理由として，従

来は大手企業に対抗するための差別化商品生産と

の指摘がなされてきた。しかし，本研究で扱う事

例のうち差別化を理由としているのは I社のみで

ある。 I社では既に自社生産酒米のみを用いた清

酒を製造し，独自銘柄として販売している。一方，

H社 s社は参入時にはこうした意図はなく，従

来の銘柄の製造を維持していく計画であった注 3)。

(2) 酒米確保を参入理由とする背景

酒米の調達環境は全国的に厳しくなっている。

清酒製造業は地域性を製品の個性として重視して

おり，地元からの酒米調達が重要となっている。

事例の各社における酒米の県内調達率は， I社 90見

以上 H社 100弘 s社 50%(50%すべてはS社の

立地する町内産)である。こうした県内調達率の

高さは、基本的に地元の酒米を主体とし，地元で

生産できない山田錦などの特別な酒米のみを県外

から調達しているためである。

農業地域類型をみると I社， H社 s社となる

に従い生産条件が厳しくなっている。 1社は平地

農業地域に立地し，そこには，水田農業の担い手

が十分存在している。一方，中間農業地域(H社)， 

山間農業地域 (S社)となるに従い，高齢化によ

る生産者の減少と原料確保の困難さから，自社で

生産することが必要とされてくる。このように，

取引先である地元の酒米産地の供給能力によって

自社生産を必要とする状況が異なる。

その現れとして，自社で使用する酒造用米注4) 

に対する自社生産米の比率はS社が最も高く H

社 I社の順に低くなっており，原料確保が困難

になりつつあるほど自社生産米の位置づけが高い

ことがわかる。

また H社は農業参入により酒米生産者との距

離感が縮まることで，良質な酒米が入手しやすく

なることも期待している。 I社も 1995年から契約

栽培先生産者と酒米研究会を組織しており，農業

参入により生産者との距離感は一層縮まると思わ

れる。 1社やH社のように醸造量が多く，酒米使

用量も多い企業は自社生産ではその需要をまかな

うことは困難であり，結果として自社生産酒米の

比率が低いこともわかった。

(3) 通年雇用を参入理由とする背景

上記3社の中で，通年雇用を参入理由に挙げた

のはH社のみであった。渋谷(2009)[7Jでは冬期

の醸造，夏期の農業を組み合わせることで通年雇

用が可能となることを指摘している。しかし 1

社 s 社は醸造期聞が 9 月 ~6 月と長く，休止期

聞が 2カ月と短い。この 2カ月は設備の保守や冬

期に少なかった休日の集中取得期間に充てており，

水田農業に適した余剰労働力はほとんど生じない

注5)。このように，醸造の方式により閑散期が発

生する場合としない場合があり，必ずしも清酒製

造と水田農業が労働力の補完関係にあるとは限ら

ないことがわかった。

(4) 地域貢献を参入理由とする背景

I社の場合は，酒米の新たな生産技術や品種等

をいち早く導入・試行することで周辺の酒米生産

者に技術普及させるための実験圃場的な役割を積

極的に担っている。 H社 s社では高齢化が進み

近い将来に確実に担い手不足により耕作放棄地が

拡大するような条件不利地域において，あえて営

農を行うことで、水路管理をはじめとする営農環境



の維持につながり，それが周辺の生産者に波及的

に貢献していることになる。こうした点以外にも，

清酒製造業は元来，原料調達や雇用などの面で地

域密着型食品企業ということができ，事業の維持

自体が地域貢献につながる。このため，短期的な

利益よりも長期的な共存関係の維持に努めている

ことがうかがえる。

注 1)国税庁では，年間 300日以上の期間，清酒を

醸造する設備を有するものを四季蔵， 200日以

上 300日未満のものを三季蔵， 200日未満のも

のを冬季蔵としている。

注 2)農業参入企業の収支(黒字赤字)の判断は難

しい。特に企業本体で参入している場合は本業

と農業部門で，人や物を共用しており農業部門

のみの客観的な収支を出しにくい。

注 3) S社は参入時にはなかったものの， 2014年か

ら自社米 100協の商品を生産販売している。

注 4)酒造りにはかけ米として，一般の主食用米が

用いられることが多く，参入企業は酒米と主食

用米の両方を作っている例が多い。

注 5) S社では夏場の畦畔草刈りのみ蔵人が手伝っ

ている。

W 考察

清酒製造業の参入理由の調査結果に既存事例の

実態を加味して得られた知見について考察する。

第一に，立地地点の農業地域類型により参入理

由が異なる傾向が見られることである。耕作放棄

地率が低い平地農業地域では酒米生産の維持につ

いての懸念は比較的小さく，製品の差別化がより

大きな理由といえる。実際に 1社やM社では参

入時からマーケティングを考えており，自社生産

の酒米を 100路用いた日本酒銘柄を生産している。

一方で，山間農業地域では地元の酒米を使い続け

るという点では製品差別化を念頭に置きつつも，

担い手の減少に対応して地域での酒米生産の維持

による自社の原料確保という面がより強くなって
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理由であり，まさに両方の中間的な特性を備えて

いる。

第二に，本業の経営規模，特に酒米の使用量の

違いにより自社生産の位置づけの違いがあること

である。比較的大規模な経営を行っている I社や

H社では使用する酒米の量が多く，自社生産分は

一部にとどまる。しかも，高コストの自社生産部

分を拡大するのは経営的に得策ではない。そこで，

I社の生産は地域の酒米生産者にとっての実験園

場， H社は生産者との距離感の短縮というように，

あくまでも生産者が主役で原料確保は間接的な位

置づけとなっている。一方，小規模経営では酒米

の使用量が比較的少なく自社生産分の占める割合

が大きい。現状ではいずれの企業も酒米生産規模

の拡大途上であるが自社生産比率の目標としては

S社で約 3割，より規模の小さいM社で 10割， W

社では 10割以上となっている。このことからわか

るように，小規模経営になるほど原料調達に占め

る自社生産割合が大きく，原料確保はより直接的

な位置づけにあるといえる。

第三に，清酒製造業だからといって必ずしも農

業と労働力の相互補完関係にある訳ではない，と

いうことである。伝統的な冬季蔵の場合，醸造期

間は米づくりが終了する 10 月 ~11 月に始まり，

4月には終了していた。このため，稲作生産者の

兼業先として清酒製造業が存在していた。現在で

も事例のH社， M社， W社のように従来の方法に

近い酒造りをしている会社は労働力の補完関係が

ある。このため，稲作農業との労働力補完を自社

内で実現することで，より多くの社員を農業に振

り向けることができる。一方 1社 s社は高度

な冷却設備を導入した四季醸造蔵を持ち，醸造期

聞が長いため稲作農業との補完関係がほとんどな

い。こうした生産システムの違いによっても農業

部門の位置づけが異なってくることがわかった。

このように清酒製造業の農業参入は，自社の立

地条件という外部環境，企業規模，醸造生産シス

テムという内部環境によって一定の傾向を有して

いることが示唆された。

いる。中間農業地帯で参入したM社注 1)は平地農 注 1) M社の立地する旧鴨方町のみ農業地域類型の

業地帯に近い理由で H社は山間農業地帯に近い 第2分類が「田畑型Jであり，他の 4地域はい
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ずれも「水田型」である。旧鴨方町では果樹面

積が比較的大きいため，この部分で傾斜した農

地が多く耕作放棄地率の高さにもつながってい

るとみられる。このため，水田部分のみではよ

り平地農業地域に近い特性があると考えられる。

V まとめ

水田農業の担い手の弱体化により園内での原料

調達が困難になる中で，清酒製造業としては原料

確保により注力していく必要があり，農業参入す

る例が増大することが想定される。そこで，農業

参入を検討する清酒製造業や農業指導機関などで

は，前述の傾向のような，対象企業の内部・外部

環境を見極めた最適な参入戦略の構築が求められ

る。これは，単に企業内の戦略にとどまるのでは

なく，周囲の生産者等への説明や連携においても

重要である。

TPP交渉や農政改革が進む中で米価のさらな

る下落も懸念される。また， 26年産米から，清酒

製造業における清酒の生産増に対応した酒米の増

産分は，主食用米の生産数量目標の増減に左右さ

れることなく，その枠外で生産できるという運用

見直しが行われたところである。そこで，主食用

米を生産する一般の稲作生産者にとって，経営計

画を立てる上で酒米生産が重要な選択肢となって

くる。その際に，こうした清酒製造業の特性が理

解できると適切な連携が取りやすくなる。

なお，本稿では既往研究の 2事例と新たに調査

した 3事例で分析を行った。参入事例数自体が限

られている中ではあるが分析対象事例数の制約は

否めない。この点は，参入事例の増加に従ってさ

らに実証的な研究の積み重ねが必要と思われる。

また，残された課題として，本稿では，清酒製

造業に焦点を当てたが，ワイン，焼酎など他の酒

類や酒類以外の各種の食品製造業における微視的

な研究も求められているといえる。さらに，本稿

では清酒製造業を受け入れた地域側の分析には触

れておらず，水田農業の生き残り方策の一環とし

ての評価が待たれるところといえる。

[付記]

本研究は公益財団法人食生活研究会の平成 27

年度研究助成により実施した。
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