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<試験成績・研究成果>

酒米団地の品質改善対策における比較分析

要 ヒ::.
悶

金子 剛*三宅俊輔件

J百澗爺姿が溶ち込む仁t，酒米(溜造好適米)生産会の継続・拡大には，高品質な潜米1ミ肢を持続する

ことが求められている。そこで高品質、酒米生産を実践する A団地と品質が不安定である B団地の比較

分析を産地戦略と生践者意識から行った結果，A[型地はマーケティングの視点に即した団地形成を行

い，品質環視の生産者意識とも合致して高い団地評価を獲得するのに対し B罰地{ま団地形成時のii攻

略構築が不ト分で，品質向上に向けた戦術(栽培技術)の統一が滋まないため品質評紙は高まらない。

実認ニース、が生産縦続に影響する溜米生産ではマーケテインクの視点から設定する!淡路とそれに基づ

く戦術の徹底が室主EAである。

1.はじめに

今日，米の治費抵迷による過剰生産と米価の低

位安定傾向から，新たな安定販路の獲得に向け，

ニーズにあった米生産と産地努力が進められ，そ

のーっとして酒米生産が注目されている。清酒の

需要a減退から酒米生産自体は厳しい環境下にある

が，道内酒造業者では府県酒米から北海道酒米へ

の切り替えが進み，北海道癌米の需要が拡大して

いる

ところが，酒米品質の産地賠格差が大きく，そ

の解消が進んでいないため，極造業者からの北海

道酒米への品質評価はそれほど高くない問。その

ため，販路獲得には酒米の品質向上必須であり，

北海道酒米の評価向上と市場確保には各産地にお

ける品質向上が震要である。

これまで梧米研究に関しては流通面から見た特

質を整理し，マーケティング戦略からみた酒米生

産の特質を明らかにしようとする試みや弐酒造

業者の存立条件に係わる研究UJが進められたが，

酒米田地として求められる生産者側の条件や取り
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組み方向に関する報告は不足している。

そこで，本報告では酒米品質の異なる 2団地を

対象とした比較分析をマーケティングと生産者意

識と技術構造の面から実路し，高品質酒米の持続

的生産を自指す酒米団地に求められる視点や戦略

を明らかにする。

2.試験方法

1)北海道における滞米生産動向の実態

統計データ・関係資料収集により酒米生産動向

もとづく特徴整理を行い，道内の稽米団地におい

で酒造好適米生産が増加しうる背景と併せて求め

られる要件を考察する O

2)事例における団地形成手法の特徴

前項で整理した瀧米団地から産地評価の異なる

道内語米 2団地 (A，B)を抽出し，地域特性に

芯じた酒米団地形成の手11虫と生産部会運営実態を

明らかにする O

3)問団地における酒米生産者の実態と特徴

両酒米団地における酒米生産実態や産米改良へ

の取組をマーケテイングの視点から比較，整理す

るとともに，生産者の米生産への考え方や生産技

術の採用状況から検討する。

以上の検討を踏まえ，高品質生産を目指す酒米

自地に必要な条件を明らかにする。
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3.謂査結果

1)北海道における酒米生産動向の実態

(1 ) 清酒需墜と源米生産の動き

全国と同様に道内の清酒需要の落ち込みととも

に清酒向け米消費量は減少し，平成20年は平成11

年比の50%となった(表1)。しかし，道内酒造

業者による北海道産の酒造好適米(以降，酒米)

使用量は平成11年の6.5倍に達し，北海道酒米の

販売量は拡大した。これは，道内酒造業者による

地酒生産強化と北海道向け酒造好適米品種の開発

により安価な原料調達が可能になったためである O

さらに新品種「吟風llJの普及にあわせ，生産

者の酒米生産への関心の高まりとともに各地に酒

米生産総合が設立され，酒造好適米生産量は平成

13年以降急増した(表 2)。急速な生産拡大の結

果，道内需要以上の原料供給(生産)が生じたた

め，平成17年産米においては産地指定実績に基づ

いて実施する事態となった。

(2) 減産対応と産地指定の関係

酒米生産枠の削減は，生産規模に係わらず産地

指定率の低い産地に多く割り当てられた(図1)。

削減率が異なる 2つの酒米国地(空知管内)に注

Eすると，過剰年の平成16年の酒米タンパク質含

有率(以下，タンパク)に大きな違いがあり， A 

団地は6.8%に対してB団地は7.8%であることが

判った。このことから作付確保には産地指定率が

重要で，酒米品質の確保といえる。

2)事仔IJにおける問地形成手法の特徴

(1 ) 両団地の酒米生産動向

近年の詞酒米団地の動向を見ると，減産翌年に

あたる平成17年以持の動きは， A団地は作付面積

が増加し B田地は横ばいであった(表 3)。そ

の結果，作付間積は 8団地に代わり， A団地が酒

米作付面積で全道ーとなった。
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図 1 産地指定率と滅産量率 (H17/ト-116比)の関係
主主1)図ゅの点線は全道王手均を示す。
i主2)署警は平均入fill実綴3.000t長以上の度泌を，

口は河1.000依以下のE主治を示す。

表 1 道内酒造雲義者による酒造好適米使用状況

H11 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H20/1111 

総原料i世間設 A 6.200 7.216 3.205 3.695 3.369 3，425 2，854 0.46 

うち白子j留米{史1TJiJ¥ B 1，698 2.067 1，757 1，832 1，987 2.038 1，971 1.16 

北海道米f史拝JHt C 1，097 1，08百 888 1，070 1，099 1，225 1，322 1.21 

6.52 

うち好i@米使flH~ D/B % 9.3 30.7 35.6 36.9 43.5 42.1 52.3 

:l:lfr)ホクレン原材料JW，北海道治造組合資料よりf'p!史，平成20fjolま宇'i定

表 2 北海道における滋造好適米主主主主動向

生産滋 966 1，042 897 1，523 1，098 1，367 1，346 
出所)ホクレン原材料諜，北海道酒造組合資料より作成，平成20"1ミは'I"i定
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表 3 1jJ:t悲A'Sの滋米作付面積推移(単位:ha) 

1'JJt由 H15 Hl6 H17 Hl8 H19 H20 H20/H16 
A M ~ ~ ro ~ TI 1.~ 

884  96 60 60 61 61 0β3 
t:l¥所)ホクレン)jj¥材料課資料より11'成

(2) 溜米団地の品震目標

両臨地の酒米作付動向や産地指定率が異なる要

鴎について検討した。まず，両団地の酒米生産に

おける品質毘諜は，選別の縄目，乾燥調製，等級，

整粒歩留まりはほぼ同じであったが，酒米タンパ

ク質含有率(以下，酒米タンパク)の自標はA団

地の6.0%(長期目標)に対し， B団地は一般的

水準の6.8%であり， この点に違いがあった。

(3) A団地における滞米岳地形成と運営体髄

酒米生産が開始された平成10年(試験栽培)， 

JAや農業改長普及センターは付加価植の高い酒

米生産を昌指し，土壌・気象条件，生産実績から

特定の地区を選んで開始した。生産地域限定に加

えて生産者も選抜し，新たな生産者を加える場合

も高品質酒米生産が期待できる高品費米(うるち

米)生産者を勧誘した。

酒米生産者数は16戸，酒米反i民は570~600kg ，

l戸あたり平均経営耕地面積12.9ha(酒米4.8ha，

酒米比率39.9%)，転作率6.5%である(狂20年)。

経営面詰規模から20ha以上の生産者と中小規模

の生産者に区分できる。特徴として中小規模は中

高方式，大規模は成苗方式であり，中苗生産は酒

米タンパクが低い2)。

A団地は「瀧米生産の心f尋問ヶ条」を生産者に

配布し，酒米生産の基本を周知させている O さら

に，栽培ステージにあわせた研修会，産米評価に

基づく成績検討会，納入業者への視察研修や意見

交換会を開催し，情報の共有と意識啓発に努めて

いる O 研修会には常に14~15名の生産者が参加し，

栽培技術に対する意識の高さが伺われ， JAや普

及センターと一体となって進められている O

(ヰ) B問地における酒米間地形成と運営体制

酒米生産は平成10年， A罷i世間様，新品種(吟

凪)の試験栽培を契機に始められた。当初は一部

地域の生産であったが，生産者がJA管内に広範

囲に散在するため水国土壌や気象条件の変異は大

きい。平成13年にはJA管内全n也監に拡大し，

平成16年には生産者数が60名 (96ha)まで増加

したが，翌年には大幅減産 (41名， 60ha) もあ

り，平成18年に 2地区が生産を中止した。

A団地よりも水回転作率が高く， 20ha以上の

生産者が多いが，生産者数は29戸まで減少した。

酒米反収は570~630kg と A団地よりもやや高い

が，収量の高い器展栽培を導入していることが影

していると考えられた。平均水稲作付臨穣は

16庇la(酒米2.1ha，酒米比率11%)で， A団地

よりも大規模経営だが酒米作付比率は低し、。

8団地の酒米生産者はA団地と異なり，以下の

ように参集している。複数の地区部会のうち 1

地区は諮米タンパクが低い生産者の参加を基本に

したが，その他地区は水稲に関する研究会に所属

する生産者が手あげ方式で参加・組織化された。

加えて酒米タンパクが 3ヶ年 8%を超える

は酒米生産中止することを申し合わせ，実行して

いることが特徴である。 A団地の品質水準維持対

策は入口対策であるとすると B団地は出口対策と

いえ，品質確保に向けた対応、に違いがある。

(5) 潜米品質の推移と比較

これまで述べたように，両国地の酒米生産への

対応、には違いがある。そこで，酒米評錨基準の一

つである語米タンパクの推移を見る。すると， A

団地は北海道産米の一般的目標値である6.8%を

下回ってきた。一方のB団地は 7%を下回ること

は無く，平均鎮でA団地よりも 1%近く高かった。

酒米品質として考慮される，心白，千粒重酉米

タンパク，アミロースの比較(2ヶ年データ)で

も，心白，タンパク，アミロースでA田地が{愛る

{傾向にある。

表4 A・6団地の酒米タンパク寅含翠率の推移 UiH立;・%)

AI，tjt自

Btm地平均 7.34 8.51 7.80 7.71 7.50 

分liX 0.37 0.09 0.17 0.20 0.19 0.22 
的所)溺米八同地， 日以Jt出資料より，総t幹けはi令:翌年
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表 5 A'S団地の酒米品質の比較(鍛佼:%) 

H18 H19 

AI1J:t!il B 問地 B七立地検定

'L、 ビl 76.0 79.4 11.8 64.8 55.7 

3均fド[j 千校 1ft 25.7 25.8 11.8 24.3 24.0 キ

タンノぐク 6.3 (.u 7.1 7.4 旅

アミロース 21.5 21.8 11.S 21.4 21.1 

48.9 42.3 11.5 '18.7 63.7 11.8 

う1;E1〉4Zf -f 校Jii 0.23 0.39 11.8 0.10 0.20 

タンノぐク 0.07 0.21 ネ 0.13 0.16 11.S 

アミロ ス 0.45 0.46 11.8. 0.14 0.41 

i 包括!í l 道立ψ央f災.hti，立f~援iさk子i産米サンプノレ分析デ タ(H 18~19)
it)勺ま 5%，料{ま 1%で凶地約lの有:む~~があり， n.5.1ま千j;'む三まな

しを示す，平均{ま t検定，分散はF検定，心jJ，タンパク，
アミ口ースは90%紡巨JII寺，千絞Jiilま13.8%符

3)毘地運営の違いによる楚

(1 ) 生産管理の実態

品費目標の達成に向けた生産実態を見ると，播

種や育商期間はA団地が短く，早期播種もない。

移植作業は水稲作付顕麓の違いからかA団地が短

期間で終了する。

A団地は酒米タンパクの改善に向け土壌分析結

果に基づいて施肥するが B団地は減杷効果が不

明，肥料流亡などの理由で基準憶の一律施肥であっ

fこ。

A田地は冷害を契機に水管理を徹底し，幼穂、形

成期判定に力を入れている一方 B団地は個々の

取組として深水管理や心土破砕等を行うが，酒米

タンパクが高まりやすい復元田での栽培を行うな

ど統一性に欠けている。

調書リれを防ぐためのニ段乾燥はA団地は徹底さ

れているが B匝i塩は乾燥機の性能向上や作業性

を理自に実施していない生産者が存在している。

このように，酒米品質に格差が生じる背景には，

産地形成過程lこ加え生産目標達成に向けた生産管

理の違いがあると考えられた。

(2) 生産者の姿と特徴

A田地の生産者は，大まかに 7%以下のグルー

プ (Aa)と 7%前後のグループ (Ab)Iこ区分で

きた(図1)。共に年次変動は小さく，概ね 7%

未満の酒米タンパク成績を残し，産米改良への取

り組みの結果であると評価できる。しかし，前者

291 

(生産組合に後から加入した中商育菌)は酒米タ

ンパクが低く， この違いは育苗方式であるといえ

た。後者は当初から参加する成苗による生産者で

あり，後から生産組合に参加した生産者の品質の

さは生産者選抜の有効性(団地運営効果)を示

している。
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図2 酒米生産者のクラスタ…分類(タンパク変動)

注lA団地・タンパク変動が.Aaは少ない.Abはやや多い，
Acはそのft!Jとしてクループう〉けをした。

B団地.タンパクが.Baはおく変動少ない.Bbはやや商く
変動少ない， Bcは最近低下した.Bdは低く変動少
ないグループとしてグループ分けした。

一方の B団地は，酒米タンパクが高いBa，や

や高いBb，最近低下したBc，恒常的に低いBdlこ

グループ分けできたが， Aff]地に比べる酒米タン

パクは高い。 B団地では中苗方式は稀で，酒米タ

ンパクを低下させた生産者も数戸である。 B団地

で酒米タンパクが低い生産者の特徴は，土壌分析

を実施していることや生産実績に合わせた施肥の

実施であった。酒米タンパクが高い生産者は土壌

分析は行っても境行施肥で，情報活用語での諜題

が見られる。

(3) 生産者における米生産への意識

以上の取り組みについて，生産者の米生産への

意識の違いをA五P分析の重要度比較を用いて検

討した。

ここでは，生産者の米生産に対する意識として，

単価，品質，反収，作業?生の 4つの視点を示し，

一対比較により比較した(図 3)。
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注)AHP分析で行う項目隠の主君主Ni!'l:七絞を用いて分析した。
テストは l自で再テストによる修正なし。 CI伎が0.1を超える

データを使隠し，主幹伎はない。凡伊jの数字は際家番号。

A田地生産者は，ややばらつきはあるが反収よ

りも品質とその結果である単価を重視している O

元々，町内でも品質が高い地域であり，屈;地方針

が生産者に浸透し，栽培指標に員!Jった技術が採用

されているためと考えられた。

一方 B罰地生産者はばらつきが大きく， A団

地よりも反収霊損であると推察できた。これらは，

これまで品質改善に対する生産組合の具体的な‘活

動が無かったことや，生産者増加に伴い生産条件

や技術差が拡大したためと考えられた。

(4) 産米改良の実態

これまでの整理のとおり，両団地では生産され

ている酒米品質の水準，米生産への生産者の姿勢

や産米改良の取組に違いのあることが伺われた。

そこで，両団地における技術改善への取組を栽培

技術講習会の実施状況で比較した(表 6)。

表 6 A団地の栽培講習および視察研修実施状況

幼形期判定会 o 0 
i滋!日l刈り取りわIA:会 o 0 0 

防i街持:門会 。
l戊*!'i検討会 o 0 0 

視察側i~()と肴受入) BIl(2凶H旨 BIlC2図)!n BIl(2湖Hti
BIl(1@])全 BI4(2回H旨

BI2(友好会H旨BI2C友好会)i日

BI9 (1 [可。

BI3( 1 @])jti 

土主主誌rrr耐;iJ!，jj'五 C 
註:)視後研修の;告は陸上出版主主をfjった溺造業者，全lま全道?必要で

のI:JJ伐を{jったぬiさ業者， BI I立総造業手?を示し，数字は業者
名を;f~す。

A団地は年閤活動として，栽培期閣を通した生

育管理に関する研修，出荷先酒造業者への損察研

修を実施している。生脊管理研修では，生育観察

(技術講習)，水管理のための幼穂形成期判定会，

適期刈り取り判定会など生育ステージにあわせた

研修と指導がJAや農業改良普及センターととも

に行われる。冬期間には成績検討会が行われ，常

に 14~15名の参加を得ている。

出荷先への研修では，主力酒造業者 l社に対し

て 2度の視察をしている。特に，酒造業者四①

には毎年 2回，新たに産地指定酒造業者BI④へ

も役員が年 2回視察・研修を実擁している。これ

ら研修時の栽培技術講習や業者による品質評舗に

加え，業者による産地視察が行われ，具体的な品

経過

泌米'1:['Eの初恕lから，低タンパク米佐渡のため，耳目i世て;fi[lI:lRd起
犯の割合や施IJ巴設のおtt者検討安行ってきた。

すf.i点15"!oは天候不1I1!lであったため，それを機に深;J<'lWf.Iftが徹氏
されるようになっjこ。

取引う走者から校が小さくなったとの指摘を受けたため， I資質と

恨の状!iffiを検討し，さらに協}島民Ii耳n調資を行い，排水性改善の

必要性を指摘した。

取引業務から栓が小さくなったとの指綴を受けたため，飼人ご

とのお授のおjままを行い， JL毛特に務質と生j長との関係を倹討し

" ~。
他の課題より後先闘員fなが後であり，現状で大きな問題となって

いないため，米対応。今後の対応議題。

図4 A団地における品質改蓄に対する取り組み変遷
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質改善要求が行われてきた。それらの指搭に対し

てA団地は具体的な対応を講じ(国4)，商品化

提案にも関わるなど，酒米のブランド¥fヒにつなが

る取り組みを進めている。

一方 B団地は年間活動として，地域内での生

育観察，全体研修会を開催している(表7)。出

荷先酒造業者への視察，役員会では視察や現地研

修，全体研修会の内容について協議してきた。

生育管理研修では，地域内を毎年場所を変えて

生育状況観察(年 2回〕しているが，団地全体の

様子は把握できない。なお，平成18年度から総会

資料の中で生産者別の産米データ公表している。

出荷先への視察研修として，酒造業者団⑤，

BI⑥， BI③， BI⑦を訪問している。その折，酒

造業者田舎，問⑦の杜氏からは，必ずしも低タ

ンパクな酒米が絶対ではないとの説明を受け，低

タンパクイヒがそれほど重要ではないと判断してい

る生産者がいた。平成20年には出荷実績のない酒

B1①への視察を行い，品質の高位平準化

が望ましいとの説明を受けるなど，酒造業者によっ

て酒米団地に対して品質改善を求める姿勢に違い

が見受けられる。この地に，栽培技術アンケート

を平成17年から実施しているが品質改善などへの

活用は遅れていた。

表 7 団地8の栽縫講習および視察研修実施状況

え議!日jメIJり絞り判定会 B⑦ おCD B③， B③ 

滋11;7会。 。

持IïÇ~研修(業者受人) Bl5( 1 ~)指 Bl5( 1殴)f旨

Bl6( 1図Hi'i

Bl3( 1~)全

Bl7( 1殴)全

f当地A・ホクレン

主¥1:1背{支持Jアンケート o 0 0 
it)視察研修のJ告は産地Hj'fEを行ったAH巡業者，全lま全道議姿で

のよlifrifを行った溺造業手~'， Bl は酒造業おを示し，数字[立業若

手玉を示す。

J2)、上のようにA団地の活動は，マーケティング

ミックスの4p3)(生産条件，生産管理，ニーズ把

握，商品化提案)に当てはまる活動であると指摘

できる。そうしたことが，地酒販売強化における
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酒米業者にとってのマーケテイングの4GI) (顧客

の価値，顧客のコスト，利能性，コミュニケーショ

ン)につながりうるものと推察できる O 高品質な

地酒生産は顧客価値を高め，高品質でロットを伴

う酒米確保はコスト引き下げや生産量増加につな

がることから，その重要な要素となる酒米生産に

おける品質改善への要請ははめは酒造業者に

とって震要であると考える。

(5) 産米比較による品質改善行動の評価

A団地は，酒米の生産開始時点から，産米品質

の水準を高く維持することを念頭に置き，田地活

動を実施してきた(前出~ 4)。その結果， 7%を

超える生産者を極力減らす努力を行い一定の成果

を得ている(前出表 4，図1)。こうしたことか

ら，団地として取り組む生産管理への対応や新規

生産者の加入条件を厳しく設定することで，酒米

品質を維持していると評価できる。

B毘i也は，品質評価は受けるが酒造業者からの

呉体的改善要望はみられず，酒造業者との靖報交

換が生産者の意識向上や産米の品質向上には繋がっ

ていない。酒米タンパク 8%を3ヶ年継続した生

産者の生産組合からの退会を促すが，全体的な改

には結び、ついていない。平成20年度からは土壌

分析を開始し，窒素施肥量を 1kg/10 a減を生産

者に求めるなどの対築を講じている。

これまでB問地では品質改善が進んでこなかっ

たが，一部に酒米タンパクの低い生産者，品質改

した生産者が存在し，それらは①生産開始時に

適圃場選択，②施肥量見直し，③側条施肥導入を

行っている(表 8)。このことは，園場選定と

壌管理，適正な施肥を進めることで，団地全体の

改善可能性を示す。一方で，低タンパク化後に増

杷に動く生産者がいるため，個人対応ではなく団

地としての統一符動が重要である。

さらに，酒米タンパク水準が{忠、品種(慧星)

転換によって低タンパク化が進んだが，栽培の基

本は変わっていないため，やはり団地としての品

質改善への対応が重要である。
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表 8 BtsH地におけるタンパク質含有率低下に向けた生産者の取り組み

クラスター タンノぐク 主主i主主持泌Jt}選択基準 eJ凡 口 IJ 1. ¥./V/ '-同， ，ヘ凶 器{昨今
回t 7!d¥t{訪日15 H 16 Hl7 H 18 J-J 19 

13d 氏{立 132 低タンパク lilillf，l 8.4 llillJ号変r，rr→7.0 6.9 7.1 7.3 /-120刷出

13c 改l'r 139 害1)当百五絞見合 8.7 7.8 7.3 倒鴎変更→7.1 7.3 H 20減肥

13c 改善 138 割当ffii総見合 8.6 8.0 肥料削減→7.7 j番手fii尽く→13c6.9 7.2 H201~1II巴(徹治)

Bc 改善 1310 泌米向きと判断 8A 8.1 fi!IJ条導入→7.4 IlliJ)号乾IJJ化→7.0 7.3 11201:別思

13b 尚い 別 割当il司有i見合 8.5 担i場変r，rr→7.6 7.6 7.4 7.3 J-J20li1IIE (微治)

I3b 尚い 133 溺米向きと半11的 8.7 7.6 7.6 ~mJ烈吃H:l化→7.2 7.3 H20減肥

13a 特に泌 135 ffii的見合 8.1 8.0 7.3β  ポット化→7.8 J-J20主主弘治肥

その他 1381 低タンパク|説J13 8.3 6.8 6.7 6.8 母屋転換→6.5

その他 1382 ffii絞見合 8.5 8.3 7.8 捌}号変r，rr→7.4 禁足必換→7.1 J-120減I1巴

その{色 お83 而般党合 8.5 … 7.8 8.4 ~\.rrl.転換イ1l 1911!JjJ号変更

a1l 生涯 n夫慾itI，~i'tおよび1:iili組合資料からfhJt，紹凶けは総米タンパク改善行動を行ったことを示す。
2) ポソト化はマット泌1守的をポットi'fjに変'r!したことを示す。備考LI'のさま足は吟風から圭1'Ji¥に転燥したことそを示す。

4，考察

以上から， A団地の生産者は高品質米生産を以

前から実践し，品質向上への基本的な認識がある

上に，対応した研修・指導が仔われているのに対

して B毘i告は品質向上への認識や生産条件の違

いのほかに研修内容や酒造業者との情報交換にも

違いがあった，と整理できる O つまり B団地は

A団地に比べ，高品質な酒米生産を実践するため

の間々の生産者の認識，生産管理と組織活動を円

滑に推進するための組織基盤が弱く，そのことで

品質や業者からの団地評価に差が生じていると考

えられるO

これに加えて重要な点は，産地の産米品質に応

じた酒造業者との関係が構築されるが，産米改良

へのアドバイスにとどまるため，両国地での品質

改善に向けた対応の違いを罰定させる要因になっ

ていると考えられたことである。

両癌米団地の生産動向を団地形成や組織運営の

面から比較し，マーケティングの視点から，以下

の3点が指檎できた。

①「生政条件」として，土壌や気象条件を考慮し，

低タンパク米の生産が可能な生産地や生産者を選

定することが高品質な酒米生産を実現し，顧客価

値や利便性を高め，生産拡大に効果が生じたと考

えられる。さらに，技術対応、や意識の統一を閣る

酉からも，生産地域の隈定は有効といえた。

②「生産管理」では，研修を通じて生産者情報の

50 

共有を図り，栽培管理に注意が必要な務米生産を

に進めるために，生産者情報を公開と，基本

技術奨励と技術改善の重要性を認識させる必要が

ある。

①酒造業者との視察研修会等を通じた「ニーズ把

擢」により，顧客価値を高める視点からのニーズ

(指摘〉や産米評価を拾い上げ，講習会での「生

産管理(製品戦略)Jに反映させることが重要と

考えられた。

このように， A団地は池域と生産者を限定する

ことで同質的な集団形成を可能とし，栽培技術改

善を容易にしたと評価できる O 加えて，酒米生産

はJA内における高品質米生産地域としての証で

あると生産者は認識し，酒米生産へのプライドが

植え付けられている O

さらに， A団地はラベルに「産地・生産者の顔」

を見せるという瀧造業者の製品差別化に関係する

ことで，酒造業者との繋がりを強め，双方の目的

達成に向けた努力を行っている O

A団地は，顧客側(酒造業者)からの原料(梧

米)に対する要望に積極的に対臨することで，顧

客側からみた利便性と価値の向上に繋がっているO

8団地は，語造業者による品質評価と関係維持

を図るのみでは，道産酒米の需要動向次第では再

度配分面積削減の可能性を否定できない。安定し

た酒造業者からの需要を獲得(産地指定)を得る

には，ニーズにあった諮米供給が重要である。他

の産地と代替可能な酒米供給にとどまることは常
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に前述のようなリスクを伴う。

現段階ではB団地はA団地の単純な模倣ではな

く，まずは，酒造業者との安定した関係を構築す

るための品質や栽培技術に関する清報交換を行い，

品質改善方向性を定めることが重要である。例え

ば，酒米タンパク低下，一定範囲の品賞維持など

の達成すべき目標を定め，具体的な改善を進める

ことで，酒造業者との結び、つきを強化し，酒造業

者ニーズをさらに引き出す団地作りが重要と考え

る。

そうした活動を行うにあたってはマーケティン

グの視点が重要であり，それは酒造業者側のマー

ケティング戦略がより明確であるほど重要と考え

られる。

おわりに

以上のように，清酒需要が低迷する中で道内語

は安価で差別化可能な北海道酒米への転換

を図ることで，北海道酒米の生産は拡大できた。

しかし，酒米と清酒双方の生産を拡大するには

酒造業者は消費者ニーズを，酒米団地は酒造業者

ニーズ、をつかみ，各々の顧客満足を高める必要が

生じる。

そうした中で， A団地は産地の戦略，市場開拓

とマーケティング， マーケティングを支える

PDCAサイクルの実践が行われていると評価で

きる。一方で，各酒米団地はA団地と異なる立地

(気象や土壌条件)やJAの米販売の実態にある

ため，単純な模倣では成功し得えず，酒米生産・

販売におけるJA戦略の再構築がまずもって重要

であり，酒造業者へのマーケテイングに基づく生

産管理の改善 (PDCAサイクル)を粘り強く実践

することが産地評価の獲得に繋がると考える。
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注釈

[lJ 道JL(~l央農業試験場(現北海道立総合研究機材立rl]

央農業試験場)平成1111ミ度予守成，現在は平成17年度

道立中央民業試験場育成のきま展とともに北海道酒米

の基幹品種。

[2J A 岳地の沼米生産者において (1]苗育闘を行う生産

者の H16~H19fドの j際米タンパク平均は6.63%で，平

均6.81%の成←的生産の生産者よりも毎年低い。

[3J 顧客:志向のマーケティングで売り手側の視点に禁

づいたツール。製品 (Product)，価格 (Price)，流

通 (Place)，プロモーション (Promotion)のこと。

[4J 4Pを総宣言者視点に置き換えた概念。顧客価値

(Customer value)，顧客コスト (Customercost)， 

利使性 (Convenience)， コミュニケーション

(Communication)のことで， 4Cをト分検討したう

えで 4Pを機築ーすることが霊祭と提唱されている。
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