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地ビールの将来展望

ー地ビールからクラフトビールヘー

平成 6年 4月の酒税法改正を受けて地ビールが誕生してから 20年が経過し，地ビールは日本のビール文

化として定着している。著者には，本誌第 107巻，第 1号において「地ビール業界の現状と展望」という

標題で解説していただいたが，その後，酒税法等が大幅に改正され，平成 29年4月以降順次施行されるこ

とになり，地ビール業界のみならず，酒類業界全体も大きく変化していくことが予想される。今回の酒税法

等の改正による影響など，地ビール業界の将来展望について，第 2報として解説していただいた。

1. はじめに

平成 6年 (1994年） 4月の規制緩和により製造開始

された地ビールは当初のブーム後の品質淘汰の経過

を経た後品質の安定やビアフェスティバルなど販売

促進活動により，一定の市場を獲得し，我が国に「地

ビール文化」が創設されました。

筆者は既に日本醸造協会誌 2012年（平成 24年） 1 

月号に「地ビール業界の現況と展望」と題し，地ビー

ル誕生から変遷を概観し，地ビール製造業の実態，地

ビールの商品特性と社会的役割，将来展望等について

の総説を投稿しました凡

ところで， この度，酒税法等が改正され，平成 29

年4月以降順次施行されることになりました 2)。ビー

ル類での改正のみならず，酒類消費動向にも大きな変

化が予測されます。そこで，新たな市場の開拓という

観叔から地ビールを取り巻く環境変化の第 2報として，

地ビールの将来展望につき報告します。

2. 地ビールからクラフトビールヘ

地ビールとクラフトビールには明確な定義がありま

せん。全国で唯一の地ビール製造業の業界団体である

全国地ビール醸造者協議会では全国地ビールマップ

の中で，‘‘地ビール”とは「1994年の規制緩和を受け
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て全国各地に誕生し，地域に密着した小規模醸造のビ

ールで，多様性を持つ新たなビール文化の切っ掛けと

なった。」としています 3)。特に酒税法等の法律で定

められた用語ではありませんが，我が国で地ビール産

業が確立されたことは，新たな嗜好の多様性に応えた

ビール分野として，我が国に“クラフトビール”の道

を切り開いた先駆けであることに間違いはありません。

また，‘‘クラフトビール”も，国際的にも世界的に

共通する明確な定義はありません。米国のブルワーズ

アソシエーションによる定義では，①小規模であるこ

と。②独立していること。③伝統的であること。と定

めています見しかしながら，“小規模”と定義する

年間製造数量基準も当該のクラフトビールブルワリー

の成長に伴い数値の基準値を上方修正するなど，確立

された定義には値しません。

我が国においては，平成 6年 (1994年） 4月の酒税

法改正により全国各地に小規模醸造のビール醸造所

（プルワリー）が誕生し， 200場を超えるブルワリー

となりました。この地域に密着した少量生産するブル

ワリーのビールは“地ビール”と呼ばれ，この地ビー

ルが現在の我が国でのクラフトビールの草分けとなっ

ています。主原料である麦芽やホップの選別，水の違

いは多彩な味わいに活かされ，地域の特産物を副原料

に使って醸造されたビールなど，地域の特徴がでた個
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性あふれるビールが我が国でも楽しめるようになりま

した。このようなビールに新たな味わいを求める支持

層に押される形で，我が国にも多種多様な香味を有す

る小規模醸造ビール（クラフトビール）の新たな分野

が開拓されました。

3. 嗜好の多様化とビールの市場動向

我が国のビール市場は，現在は大きく「ビール」

「発泡酒」「新ジャンル」の 3部門に分かれています。

奇しくも地ビールが解禁となった平成 6年 (1994年）

に発泡酒が誕生し，以来価格的な求めやすさ，商品

開発力などの変遷を経てビールからビール系飲料とし

て，市場もビール，発泡酒，新ジャンルに 3分割され

ています。同時に麦芽 100%など香味にこだわりを持

った「プレミアムビール」や健康志向による「機能性

ビール」にも発展し，大手ビール企業の商品開発力の

賜物です。

また，新たな味わいを求める消費者層は，全国各地

でご当地ビールとして始まった地ビールの種類の豊富

さ味わいの多様性，更には商品品質の向上も加わり，

徐々にその市場は広がっています。全国各地で大小

様々なビアフェスティバルが開催され，このような一

か所で様々なビールを手頃に味わえるイベント企画が

現在のクラフトビール市場拡大の土台になっています。

いずれにせよ， ピルスナータイプー辺倒であった我

が国で，欧米で親しまれているような味わい豊かな個

性派ビールが楽しめるようになったことは，麦芽を原

料とした発泡性酒類の大きな可能性と，今後我が国の

“クラフトビール”という新分野での発展が大いに期

待されます。

4. 地ビール業界の変遷

地ビール企業の中で大きく製造販売数量を伸ばして

きた企業も散見されるようになりました。製造数量の

増加への対応が，仕込数の増加や発酵，貯酒タンク等

の増加で間に合わなくなると，大きな糖化処理能力へ

の対策が不可欠となります。必然的に糖化釜の増設や

更なる大量の糖化処理のためには，新たに大きな糖化

釜の新設が必要となり，第 2工場，第 3工場の増設を

要し，新たな設備投資を要します。新工場での製造数

量が増えれば原価率も下がり，‘‘基本的にビールは装

置産業である”と言われる所以です。
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また，自社での工場増設を断念し，大手ビール企業

との資本提携により自社ブランド商品の委託製造なら

びに販路供給に活路を求める地ビール企業も出てきま

した。地ビールの大きな飛躍には大きな決断の転機が

来ることも，業界の流れの中で今後多くの企業が経験

することが予測されます。

5. 大手ビール企業のクラフトビール分野への参入

平成 26年 (2014年）から平成 27年 (2015年）に

かけて，大手ビール企業も挙ってクラフトビール分野

に参入してきました。現在では．大手ビール企業の全

てが， ピルスナータイプ以外に香味や発酵形態など，

嗜好の異なるビール製造も手掛けるようになりました。

新たな付加価値のあり方として．香り，味わい，原

料特性，副原料特性，フレッシュさ，熟成度など，希

少の商品価値として地ビールが消費者支持を得たこと

は，低価格に流れていたビール市場を大きく方向転換

する引き金になっています。

また，大手ビール企業も相次いで小規模ビール醸造

設備を整えています。様々な多様性への対応や新たな

商品開発へのプロトタイプの醸造など．我々地ビール

とは目的は異なりますが，ビール商品の多様化で今後

のビール市場や流通過程は大きく変わってゆくと思わ

れます。

6. 酒税法等の改正

平成 29年度税制改正 2)において，酒税法等の大幅

な改正がありました。これまで小幅な改正はありまし

たが，今回は税率，酒類の定義等を含めた大きな見直

しが行われることになりました。醸造現場での開発や

市場での消費者の混乱を最小限とするため．段階的に

10年をかけての改正が行われます。なかでも醸造酒

での改正点が大きく．特に「ビール類」においては，

税率のみならずビールの定義，使用副原料の拡大や製

法上の改正も行われます。ビールの使用副原料は平成

15年税制改正において，麦が副原料に加えられて以

来の改正です。また，今回は地ビールで製造されてい

る麦芽比率の高い発泡酒にも大きく目を向けられた改

正で，我々が地ビールとして製造する一部の商品の品

目変更など，商品規格にも大きな影響が出てきます。

この抜本的な酒税法の見直しは．酒類全体の今後の消

費動向にも大きく影響を与えるものと思われます。
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今回の改正で，我々の製造する地ビールのうち，地

域特産原料を使用した発泡酒の一部は品目がビールに

変わり，ビール，発泡酒の呼称やラベル表示も変更と

なり，各社の滴品規格，販路，流通，価格などに多大

な影響があります。大手ビール等との“価格差の商品

価値”を何処にどのように見い出すかを 5年後 10

年後を想定した計画が地ビール各社に求められていま

す。

以下に，特に地ビール（クラフトビール）として製

法上，表示等で特に影響のある改正点を示し，考察し

ます。但し，発泡酒の定義等で新ジャンルと称される

酒類での改正については，本論文の趣旨に匝接関連す

る事柄とならないため，混乱を省く意味も含め除外し

ます。

1) 平成 29年度税制改正でビール類の改正内容の要

点 2)

今回の酒税改革では，ビールと発泡酒を含むビール

系飲料の税率の統一と，地域の特産品を副原料とした

発泡酒を「ビール」に位置付けることでビール市場の

活性化を図るとされています。更に， ビールの副原料

の範囲の拡大，麦芽比率要件やビールの製法の緩和を

図ることによりビールの範囲を拡大することとされま

した。このビールの範囲の拡大は， ビールの税率の引

下げと併せ，消費者にとって「魅力あるビール」の商

品開発に力を入れ，消費者にとっても「ビール」の選

択肢が広がり， ビールの楽しみ方の広がりに期待され

た改正といえます。

また，地域の特産品等を副原料に使用した商品（こ

れまでは“発泡酒’に分類されていた）を「ビール」

として販売できることになり地域の特色を活かした

魅力ある商品開発が進み，‘‘地方創生の牽引役”とな

ることが期待されます。

2)平成 30年 4月1日から改正されるもの

①ビールの副原料の範囲の拡大 2)

改正前の酒税法（旧酒税法）では， ビールの原料

（第 1表）は，法令で定められており，副原料として

定められた物品以外の物品（果実や香味料等）を原料

として使用した場合にば例え麦芽比率が高くても，

「ビール」ではなく「発泡酒」に分類されていました。

我々地ビールの台頭による様々な香味を有する「地ビ

ール」の楽しみ方や消費者ニーズによるクラフトビー

ルヘの関し、が高まり，全国の小規模醸造の地ビールメ
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第 1表 旧酒税法でのビールの原料

旧酒税法でのビールの原料

麦芽，ホップ及び水が必須原料とされるとともに，副
原料として使用できるものは，
麦米，とうもろこし，こうりゃん，ばれいしよ，で
ん粉等に限定。

第 2表 新たに拡大された副原料の範囲

新たに拡大された副原料の範囲

1. 果実（果実を乾燥させ，若しくは煮つめたもの又は
濃縮した果汁を含みます。）

2. コリアンダー又はその種

3. ビールに香り又は味を付けるため使用する次の物品
（ア）こしょう，シナモン， クローブ， さんしょうそ

の他の香辛料又はその原料
（イ）カモミール，セージ，バジル， レモングラスそ

の他のハーブ
（ウ）かんしよ，かぽちゃその他の野菜（野菜を乾燥

させ，又は煮つめたものを含みます。）
（エ）そば又はごま
（オ）蜂蜜その他の含糖質物，食塩又はみそ
（力）花又は茶， コーヒー， ココア若しくはこれらの

調製品
（キ）かき，こんぶ，わかめ又はかつお節

ーカーでは，果実等をはじめとする地域の特産品を副

原料に使用した発泡酒の製造が盛んに行われ，消費者

支持を得ています。また，最近消費が増えつつある海

外の輸入ビールには，副原料に果実や香辛料等の使用

が認められている例があります。

今回の酒税改革においては，平成 30年 4月 1日か

ら新たに拡大された副原料の範囲として（第 2表）が

定められました。これは多様な香味を持つビールの

製造が可能となるよう，現状の地ビールメーカーにお

いて発泡酒原料として使用されている物品や．海外に

おいてビール原料として認められている物品の状況等

を踏まえ． ビールの副原料の範囲を拡大することにな

りました。ただし，新たに拡大された副原料に使用す

る副原料の重量の合計は， ビールの必須原料である麦

芽の重量の 100分の 5を超えない範囲に限ることとさ

れました。その理由は，大量に副原料を使用した商品

は， ビール本来の姿から大きく乖離することが考えら

れることが理由とされています。従って，この制限を

超えた副原料使用の酒類は従来通り「発泡酒」に分類

醸協 (2018)



されることになります。

②麦芽比率要件の緩和 2)

改正前の酒税法（旧酒税法）では， ビールの原料と

して麦米，とうもろこし等の一定の副原料の使用が

認められていましたがその使用する副原料の重星は

主原料である麦芽の重量の 100分の 50を超えない範

囲（つまり麦芽比率 67%以上）に限ることとされて

いました。このため，使用する副原料の重量が麦芽の

重量の 100分の 50を超える場合（麦芽比率が 67%を

下回る場合）には「発泡酒」に分類されていました。

今回の酒税改革においては，酒類の製造技術の向上

等によりビールの麦芽の使用割合を引き下げても現在

のビールと同品質の商品の製造が可能であることを踏

まえ， ビールの副原料の使用量の制限を緩和して多様

な商品開発を促す観点から，使用する副原料の重最は

麦芽の重量を超えない範囲（麦芽比率 50%以上）に

第 3表 ビールの麦芽比率の変遷

ビールの麦芽比率の変遷

ビールの麦芽比率は，旧麦酒税法にビールの定義が創

設された明治 38年 (1905年）に 77%以上と規定され，

明治 41年 (1908年）に 67%以上に引き下げられて以

後は改正が行われずに現行の酒税法に引き継がれ，今

回の改正まで不変のままでした。

① ビール系飲料

1 新ジャンル 1 

220,000円;k/1
(77.00円/35曲ヽ 換算）

134,250円Ike
(46.99円/350叫換算）

80,000円収ヽ

(28.00円/350誠換算）

引き下げることとされました。

日本のビールの麦芽比率基準は，実に 100年以上に

亘り，副原料の重量は主原料である麦芽の重量の 100

分の 50を超えない範囲との規定が続いており 2). 今

回の改正は正に大改革に値するものです（第 3表）。

③ビールの製法の要件の緩和 2)

改正前の酒税法（旧酒税法）におけるビールは，麦

芽ホップ及び水等を発酵させたものと定義されてお

り．その製成時期は主発酵が終了したときとされてい

ました。このため．例えば， ビールの原料として認め

られている物品であってもそれを主発酵が終了して

ビールが製成された後に混和した場合には，その後の

発酵の有無にかかわらず，新たに発泡酒を製造したも

のとされていました。

しかし，諸外国におけるビールの製法の中には，主

発酵が終了した後にホップ等の原料を加える製法もビ

ールの製法として認められています。そこで．今回の

改正では多様なビールの製造を可能にする観点から．

麦芽，ホップ及び水等を原料として発酵させて製成し

たビールに，ホップ又は新たにビールの副原料とし

て拡大された物品（第 2表）を加えて発酵させたもの

についてもビールに分類されるよう， ビールの製法の

要件が緩和されました。

このビール製法の要件の緩和は，副原料特性．特徴

あるホップの香りやドライホッピング法で新たなビー

200,000円/kt
(70.00円/3印叫換算）

181.000円/kt
(63.35円，ヽ'350叫換算）

108,000円lkf
(37.80円/3印叫換算）

平成泣年10月 平成35年10月 平成3~10月

(※)「発泡酒（麦芽比率25%以上50%未満）」の税率（改正前： 178,125円/Id!) は、第 1段階（平成32年10月）に167,125円／辺、
第 2 段階（平成3~10月）に155,000円辺とする。

第 1図 発泡性酒類の段階的税率統一
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ル感の創造など，消費者にとって「魅力あるビール」

造りにつながる画期的な改正です。

3)発泡性酒類の税率統一 2)

発泡性酒類の税率は 10年の歳月をかけ，段階的に

3回の改正を経て統一されます。ビールは，現行の l

KL当たり 220,000円から 3段階で，平成 32年 10月

1日から 200,000円，平成 35年 10月 1Bから 181,000

円，平成 38年 10月1日から 155,000円に変更され，

発泡性酒類の税率として統一されます（第 1図）。

7. 地域特産原料で造る地ビール

我が国において，地ビールは未だ 20数年の歴史で

すが，着実に日本でも多様性のあるビール文化が創造

されつつあります。現在我々が造る地ビールには，原

料や製法にこだわった 2種類の地ビールがあります。

一つは麦芽比率が高い味わい豊かな手造りビール， も

う一つは地域特産農産物等を副原料の一部に加えた地

域性豊かな地ビールです。今回の改正では後者の「発

泡酒」から「ビール」に品目変更となる“地域特産原

料で造るビール”が大きなカギを握っています。今後

10年間で大きく変わる発泡性酒類市場で地ビールが

どのように発展し市場拡大でき，「様々な原料特性を

活かした国産小規模醸造ビール」という位置付けが確

保できるかの試金石です。特に，地域特産原料による

日本独特の原料特性を活かし商品個性を引き出すなど，

新たな商品開発の可能性や我が国での“多様なビール

文化の創造”という大きな期待がかかっています。

欧州の伝統ある製法の下で製造されるクラフトビー

ルの多くには，副原料である果実を濃縮したりピュー

レ状加工して使用するものも見受けられます。しかし

ながら，我が国において地域特産の地場産の果実等の

香味を活かし，よりフレッシュに商品特性を出すには，

多くの場合は“生果”の状態での使用となります。こ

の“生果”での果実の使用には多くの果実原料を要し

ます。

私見として，今回の改正で麦芽比率 50%以上は「ビ

ール」に要件が変更されるなかで，麦芽の重量に対す

る副原料比率は「ビール本来の姿から大きく乖離する

100分の 5を超えない範囲」との要件は今回の改正趣

旨に照らしても違和感を覚えます。今後，本改正を受

けた後の新たな地ビールの開発状況の中で，“副原料

使用割合”を更に注意深く見守ってゆく必要がありま
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す。‘‘地域特産原料で造るビール”としての商品特性

と製法甚準は，“副原料使用割合”の見直しを含め，

検証，再検討されてゆくべき今後の課題と考えます。

8. 今後，地ビールに求められること

地ビールの商品特性は前論文 I)において，①少量生

産②無濾過酵母入り，③地産地消，④賞味期限，

⑤多彩な味わい，香味⑥流通配送（要冷蔵），⑦

瓶製品が主体等を挙げました。これら地ビールの大き

な特徴が，市場拡大を図る上で大きな妨げとなってい

ることも否めません。

しかしながら，ここ最近は全国各地でビアフェステ

イバルが開催され地ビールヘの認識が向上し，嗜好の

多様性，地ビールの品質の向上，大手ビールに飽き足

りない地ビール支持層の増加など，様々な角度から消

費者の地ビールに対する関心が高まってきました。

また，卸業界でも独自に地ビール専用の冷蔵集配車

の配備などに取り組む企業も現れ，流通面の改善で地

ビールも全国規模での市場拡大が図られています。

我々が今後この商品特性を武器に活路を見い出すた

めには，業界全体での“安定した品質と供給”が必須

といえます。正に「品質の向上」こそが今後の地ビー

ル業界の最大の課題です。

9. 全国地ビール品質審査会

予てより業界内で協議され切望されていた地ビール

の品質審査が実現いたしました。平成 29年 2月 全

国で唯一の地ビール製造業の業界団体である全国地ビ

ール醸造者協議会の主催により，「全国地ビール品質

審査会」が開催されました。本審査会の特徴は，官能

評価（晰き酒）による審査だけでなく，独立行政法人

酒類総合研究所の後援の下に，微生物学検査を含む化

学分析を行った点にあります。この審査会は，単に

「おいしいビールを選ぶ」というだけではなく，化学

分析の結果と官能評価によるコメントを全出品者（醸

造所）にフィードバックすることで，今後の醸造技術

の向上と，業界全体として地ビールの品質向上を目指

して開催されました。

今回の審査会には，全国 43社から，計 83アイテム

のビールが出品されました。審査では，各ビールを化

学審査と官能審査の各々で得点づけし，その合計点が

一定水準を上回ったものを「入賞」と判定しましたが，

醸協 (2018)



第 4表 JBA全国地ビール品質審査会（概要）

JBA全国地ビール品質審査会（概要）

実施の目的

全国各地に広がるビール及び発泡酒製造メーカーの醸造技術の向上。

現状の品質を再確認するとともに結果をフィードバックする事で品質改善に繋げる。

また，今後審査会を定期的に実施することで，各メーカーの恒常的な高品質商品

生産に資するとと もに，消費者向けの“クオリテ ィ保証”の基準となる ことを目指す。

主催： JBA全国地ビール醸造者協議会

後援：独立行政法人酒類総合研究所

審企対象（出品対象）

JBA会員 ・非会員（全国のビール及び発泡酒製造メーカー）

審査内容

①化学審査 ：分析項目

pH, 酸度，有機酸（クエン酸コハク酸，リンゴ酸，酢酸，乳酸），比重，

原麦汁エキス分，アルコール分，外観エキス分， 真性エキス分

外観発酵度， 真性発酵度，ガス圧，苦味価，微生物検査

0微生物は， 10の 3乗/ml以内を合格とする

※ 10の 6乗/mlを超えると品質に問題が有る可能性が高い

〇アルコール度数は，申告数値と分析数値の差が前後 1%以内を合格とする

②官能審査：

・審査員：酒類総合研究所，国税庁，国税局鑑定官室のビール官能評価の専門家に加え，

JBA会員のプルワー （醸造担当者）等の 20名で構成した審査員

審査委員長 ：酒類総合研究所 関弘行理事

審査実施場所

①化学審査：東広島市独立行政法人酒類総合研究所

②官能審査：東京都北区旧・国税庁醸造試験所第一工場（通称：赤煉瓦造酒造工場）

審査基準 ・入賞基準

審査は，成分分析と官能評価で一定のクオリティ基準に達 したビールを‘‘入賞”とし，その

中から最も優れたビールを “最優秀賞”を 1点決めそれぞれに賞を授与した。

審査応募（出品）数 ：43社 83アイテム

入賞数： 50アイテム

最優秀賞：入賞ビールのうち，最も優れたビール 1点に“最優秀賞.. を授与した。

第 2図 2016年度 JBA全国地ビール品質審査会表彰式 入賞者
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第 5表 2016年度全国地ビール品質審査会 入賞ビール• 発泡酒一覧 ※順不同（審査順）

会社名 プランド名 醸造責任者 ビール名 タイプ

l 横浜ベイプルーイング（採 横浜ベイプルーイング 鈴木真也 ベイピルスナー ピルスナー

2 宮崎ひでじビール（株） 宮崎ひでじビール 片伯部智之 YAHAZU ライトラガー

3 エチゴビール誅 エチゴビール 励橋健也 ビルスナー 下面

4 御殿場高原ビール（株｝ 御殿場高原ビール 鮎澤昌史 御殿場コシヒカリフガー ビルスナー

5 味ファーマーズ・フォレスト ろまんちっく村の地ビール
山下創

麦太郎 ドルトムンダー
嶋田秀庸

6 久米桜麦酒囲 大山 Gビール 岩田秀樹 ピルスナー ピルスナー

7 宮崎ひでじビール誅 宮崎ひでじビール 片伯部智之 太陽のラガー ジャーマンスタイルピルスナー

8 御殿場高原ビール味 御殿場尚原ビール 鮎澤昌史 ビルス ピルスナー

9 I掬協同商事 COEDO 小谷野宏 瑠璃 ピルスナー

10 合同酒精昧 牛久シャトービール 角井智行 ヘレス ミュンヒナー・ヘレス

11 （一財）十和田湖ふるさと活性化公社 奥入瀬ビール 鈴木洋 ピルスナー ボヘミア

12 梅錦山川味 梅錦ビール 佐伯政博 ビルスナー ビルスナー

13 （有）福島路ビール みちのく福島路ビール 吉田真二 ピルスナー ビルスナー

14 呉ビール（掬 海軍さんの麦酒
佐々木雅治・

ビルスナー ビルスナー
増田裕幸

15 昧天朝閣瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビール 本田龍＝ 越乃米こしひかり仕込み ライスラガー

16 味蔵屋鳴沢 反射炉ビヤ
阿久澤健志・

農兵スチーム カリフォルニアコモン
山田・ 森本

17 面福島路ビール みちのく福島路ビール 吉田真＝ ザ・リッチビター ピエナラガー

18 盛田金しゃちビール（掬 盛田金しゃちビール
山口司・ ミッポシビール

ウィンナスタイルラガー
杉山元志 ウィンナスタイルラガー

19 （一財）十和田湖ふるさと活性化公社 奥入瀬ピール 鈴木洋 ダークラガー ヨーロピアン

20 富士観光開発（株｝ 富士桜画原麦酒 宮下天通 ラオホ バンベルグスタイルラオホビア

21 黄金井酒造（株） さがみビール 飯塚栄治 さがみビール・ケルシュ ケルシュ

22 黄金井酒造（掬 さがみビール 飯塚栄治 さがみビール・アルト アルト

23 小西酒造味 konishiピール 辻巖 Osaka Bay Blues ベルジャン・ホワイト

24 オホーツクビール（株 オホーツクビール 阪内順逸 ヴァイツェン ヴァイツェン

25 親正産業（株） 猪苗代地ビール 菊地正久 ヴァイツェン ヘーフェヴァイツェン

26 横浜ベイプルーイング（掬 横浜ベイブルーイング 鈴木真也 ベイヴァイス ヴァイツェン

27 久米桜麦酒（株） 大山 Gビール 岩田秀樹 ヴァイツェン ヴァイツェン

28 軽井沢ブルワリー味｝ THE軽井沢ビール 渡邊春樹 ヴァイス ヴァイツェン

29 島根ビール味 松江地ピールビアヘるん
谷勲

ヴァイツェン ヴァイツェン（ウィート）
友田太郎

30 富士観光開発昧 富士桜高原麦酒 宮下天通 ヴァイツェン ヘーフェヴァイツェン

31 エイ・ジェイ・アイ・ビア誅 箕回ビール 勝見健二 ヴァイツェン 上面タイプ／淡色

32 門司港レトロビール（梱 門司港地ビールエ房 峯松幸之助 ヴァイツェン
南ドイッスタイル・ヘーフェヴァ

イツェン

33 呉ビール昧 海軍さんの麦酒
佐々木雅治

ヴァイツェン ヴァイツェン
増田裕幸

34 味信）+I東御市振典公社 オラホビール 山越卓 オラホ ゴールデンエール ゴールデン・ブロンドエール

35 昧蔵屋鳴沢 反射炉ビヤ
阿久澤健志

早雲 アメリカン・ペールエール
山田・森本

36 盛田金しゃちビール（株） 盛田金しゃちビール
山口司

金しゃちプラチナエール
杉山元志

37 島根ビール（掬 松江地ビールビアヘるん
谷勲

ペールエール ペールエール
友田太郎

38 （掬信州東御市振典公社 オラホビール 山越卓 オラホ アンバーエール アメリカン・アンバーエール

39 麗人酒造誅 諏訪浪漫麦酒 藤森和彰 信州浪漫ビール ペールエール

40 昧二軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋麦酒
出口善一

ペールエール アメリカンスタイルペールエール
金澤春香

41 オホーツクビール（株） オホーツクピール 阪内順逸 エール アンバーエール

42 昧協同商事 COEDO 小谷野宏 紅赤 アンバーエール

43 黄桜（梱 京都麦酒 宮部芳男 豊香のルビーエール エール

44 誅天朝閣瓢湖屋敷の杜プルワリー スワンレイクビール 本田龍＝ アンバースワンエール アメリカン・アンバー

45 門司港レトロビール（株） 門司港地ビール工房 峯松幸之助 ペールエール
イングリッシュスタイル・ペール

エール

46 石川酒造味 多摩の恵 ペールエール ペールエール

47 （梱二軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋麦酒
出口善一

スタウト アイリッシュドライスタウト
金澤春香

48 エイ・ジェイ・アイ・ビア誅 箕面ピール 勝見健＝ スタウト 上面タイプ／濃色

49 網走ビール（梱 網走ビール 條将之 監極の黒 スタウト

50 味マルカツ興産 はこだてビール 高橋尚弘
社長のよく飲むビール

バーレイワイン
12ヶ月熟成
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化学審査において微生物汚染等，醸造工程に問題があ

るとされたビールに関しては官能審査の評点が高い

ものでも，非入賞としています。その結果，計 50ア

イテムが本審査会において入賞し，入賞ビールの中か

ら1点のみが最優秀賞となりました。本審査会の入賞

ビール表彰式は，平成 29年 5月 22日（月）に東京都

内で行われ，記者発表されました。

全国地ビール品質審査会の概要と入賞ビール・発泡

酒一覧は（第 4表 第 5表第 2図）に示します。こ

の「全国地ビール品質審査会」は今後も継続的に実施

し，地ビールの品質向上と各社の醸造技術の研鐙に寄

与してゆきます。

10. 地理的表示 (GI)

平成 29年 7月 6日日 EU・EPA交渉が．大枠合

意に至りました。この大枠合意の中で．酒類でも関税

ならびに地理的表示等の合意が決まりました。

酒類に関する交渉の結果， 日本 ・EU相互の地理的

表示 (GI) が保護されることになりました。日本側 8

名称， EU側 139名称ですが， EU側 139名称の内

ビールに係わる地理的表示 (GI) が 6名称あります

（第 6表）。これら 6名称の地理的表示は，今後の合意

成立後には我が国では使用できなくなり， 00風，

00タイプ等の表現も一切できなくなります。現状案

での猶予期間は合意成立後 5年間の予定です。

日本の地ビールは未だ歴史が浅く，当初は欧米のビ

ールを手本として多様性のあるビール分野の開拓に取

り組んできました。ビールの場合，清酒のような製法

による分類や本格焼酎のような使用原料による商品分

類などは困難なため，これまで欧米のビアスタイルを

呼称として香味の差別化を表現してきました。

今回の平成 29年度税制改正において，平成 30年 4

月 1Bからビールの原料，製法等の改正が実施予定で，

我が国にもクラフトビールの幕が開いたばかりです。

今後我が国でクラフトビール分野が確立するまでに

は，未だ多くの時間を要すものと考えられ，できる限

りの猶予期限の確保が望まれます。

同時に我が国でクラフトビール分野が発展してゆく

中で，今回の GIの対象となるビール等に類似するビ

アスタイルに対しては，製造法や香味に共通するビー

ル呼称を創造し，消費者にも定着させてゆく努力が業

界にも求められています。

11. 地ビールの製造数量

地ビールの年間製造数量の把握は極めて固難です凡

国税庁で例年調査されている「地ビール等製造業の概

況」 6)においても，調査回答率は年々増加し 90%は超

えたものの，地ビールの年間製造数量の明確な数値は

公表されていません。

前論文 l)において記述したように，租税特別措置法

第 87条の 4(ビールに係わる酒税の税率の特例）の

延長要望に当たる節目の税制改正において，数値が明

らかになります。ここで，平成 29年 9月 1日に財務

省 HPに，平成 30年度税制改正要望での財務省要望

事項 5)が公開されました。

1) 地ビールの課税移出数量

地ビールの課税移出数量は，消費者の嗜好の多様化

により， ビール全体の課税移出数量が減少している中，

租税特別措置法第 87条の 4(ビールに係わる酒税の

税率の特例）の導入後おおむね堅調に推移していま

す 5)。前論文 l)において平成 20年度の地ビールの課

税移出数量は 16,265klであり，ビール全体 (3,174,828

第 6表 ビールに係わる「日 EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」

7 Budejovicke p!VO 

8 Budejovicky m蕊t'anskyvar 

9 Ceske p!VO 

10 Ceskobudejovicke pivo 

11 Bayerisches Bier 

12 Miinchener Bier 

第 113巻 第 4号

チェコ共和国 その他の酒類 ブジェヨヴィッケー・ピヴォ

チェコ共和国 その他の酒類
ブジェヨヴイツキー・ムニェシュチャン
スキー・ヴァル

チェコ共和国 その他の酒類 チェスキー・ピヴォ

チェコ共和国 その他の酒類 チェスコブジェヨヴィッケー・ピヴォ

ドイツ連邦共和国 その他の酒類 バイエリッシェス・ビア

ドイツ連邦共和国 その他の酒類 ミュンヘナー・ビア

「日 EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」一覧より抜粋

209 



第 7表 ビール課税移出数量とビール全体に占める割合

（単位：千 kl, 億円）

年度 H24 H25 H26 H27 H28 

ビール課税移出数量 2.767 2,806 2,681 2,732 2,681 

地ビール課税移出数量 16 19 21 24 25 

地ビール課税額 26 38 42 49 50 

上記数値より推定するビール全体に
占める地ビール移出数贔割合（％） 0.57 0.67 0.78 0.87 0.93 

（注 1)

（注 1) ビール全体に占める地ビール移出数量割合（％）は上記の年度での各課税移出数量の数値
を墓に算定した。

第 8表租税特別措置法第 87条の 4の適用者数と割合

（単位：者，％）

年度 H24 H25 H26 H27 H28 

申告者数（大手5者を除く） 183 178 184 186 183 

適用者数 181 176 181 184 181 

適用割合 98.9 98.9 98.4 98.9 98.9 

第 9表租税特別措置法第 87条の 4の適用税額

年度 H24 H25 

軽減税額 3 20 3.56 

kl) に占める地ビール割合は 0.51%でした。平成 24

年以降から平成 28年度までの地ビールの課税移出数

量は順調に推移しています（第 7表）。平成 28年度で

の地ビールの課税移出数量は 25千 klであり，ビール

全体 (2,681千 kl) の 0.93%にまで増加いたしまし

た 5)。ビール全体の消費が漸減する中での割合ですが，

その占める割合は概算値ではありますが未だ 1%未満

です。クラフトビールブームとして販売拡大に拍車を

かける我々業界にばまだまだ大きく広げられる市場

が残されています。

2)租税特別措置法第 87条の 4 (ビールに係わる酒税

の税率の特例）適用

租税特別措置法第 87条の 4 (ビールに係わる酒税

の税率の特例）適用者数と適用割合を（第 8表）に示

します 5)。概ね 98%の地ビールが 1300kl以下の製造

数量に留まっています。このことは地ビール課税移

出数量と地ビール課税額の順調な増加（第 7表），軽

減税額の推移（第 9表），国税庁「地ビール等製造業

の概況」 6)も合わせると，抜きん出た拡大企業の増加

というよりは各社が事業規模に応じた順調な販売拡大
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（単位億円）

H26 H27 H28 

3.74 4.03 4.05 

を図っていると推測されます。

3)地ビールの課税移出統計

このように，地ビールの課税移出数量等における統

計は常に推測の域に留まっています。国税庁公表によ

る酒類統計は酒類品目別でビール全体の中での数値に

含まれており，地ビールのみを抽出した数値はありま

せん。また，国税庁での「地ビール等製造業の概

況」 61調査においても，地ビールの年間製造数量の明

確な数値は公表されていません。一方，業界団体であ

る我々全国地ビール醸造者協議会も現状では組織率が

十分でなく，今後業界全体での製造数量や課税移出数

量の把握ができるように，組織率の向上と業界統計等

の充実を固ってゆく必要があります。

一方 e-Taxの普及により我々酒類製造業も酒

税申告等において e-Taxの利用推進を進めていま

す。今後酒類統計においてもこれら e-Taxでの

データを活用し， ビール全体の中で地ビールのみを抽

出することも容易になりました。ビール市場の中で大

きな一分野となりました地ビールに係わる数値を逐次

集計，公表し，今後の酒類消費動向等の様々な角度か
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らの分析などへの活用を図っていただくことを期待し

ています。

12. 将来展望

歴史的な改革に際し，今後 10年間の業界全体の

「品質向上」が今後我が国でクラフトビール分野の確

立のためには不可欠です。価格差を跳ね返す「品質」

「地域性」「原材料」「造り手の顔」など小回りの利く

地ビールならではの“物語”が地ビールの未来を切り

開いてゆきます。

13. まとめ

我が国に地ビールが誕生し 23年余りが経過した。

地域の活性化と共に地域の特色を活かした魅力ある商

品開発が進み，‘‘クラフトビール”として新たな局面

を迎えている。ここで平成 29年度税制改正において，

「ビール」を取り巻く環境が大きく変化してゆくこと

が示された。この 10年に亘る改革を如何に乗り越え

るかにつき，地ビールの将来展望を述べた。

この大きな変革の中で，地ビール産業は再び“地方

創生の牽引役”として期待されている。今後，酒類の

中で魅力あるビールとしての立ち位置を確実なものと

し，全国各地で地ビール産業が繁栄してゆくためには，

業界全体での更なる「品質の向上」に向けた継続的な

第 113巻 第 4号

取り組みとその成果が欠かせない。

〈全国地ビール醸造者協議会前会長理事・

黄金井酒造株式会社 代表取締役社長〉
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