report 調査

県内蔵元による日本酒の海外展開
〜「やまぐちの酒」を世界へ〜
◆はじめに
国内における日本酒（酒税法では「清酒」に

長を続けている背景には、世界的な和食ブーム
がある。2013年には、「和食；日本人の伝統的

分類）の出荷数量（課税移出数量）は、1970年

な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され、

代半ばをピークに３分の１程度に縮小し、こ

和食への関心が一段と高まっている。海外にお

こ数年、60万klを割り込む水準で低迷している。

ける日本食レストラン数はこの10年で４倍近く

そうした中、山口県における日本酒の出荷数量
は、全国で唯一、９年連続で前年を上回り、輸

図表１

日本酒の輸出数量・金額の推移

出数量も10年前と比べて10倍近くに急増した。
全国区の知名度を誇る「獺祭」を製造する旭酒
造㈱の輸出が突出しているほか、地道な経営努
力で酒質の改善に取り組んできた他の中小蔵元
にも海外展開の動きが広がっている。本稿では、
国内及び山口県における日本酒の輸出動向や輸
出拡大に向けた課題を整理した上で、県内蔵元
による海外展開の方向性についてまとめてみる。
◆国内における日本酒の輸出動向
我が国では近年、日本酒の輸出が増加傾向に
ある。輸出数量、輸出金額ともに、2010年から
７年連続で過去最高を更新し、2016年の数量は
1999年比で2.7倍（19,737kl）、金額は同5.5倍（約
156億円）となっている（図表１）。
輸出増加の原動力となっているのが、吟醸
酒、大吟醸酒、純米酒、純米吟醸酒、純米大
吟醸酒といった特定名称酒だ。国税庁「清酒
製造業者の輸出概況（2014年度調査分）」によ
ると、輸出数量全体に占める特定名称酒の割
合は５割超（55.7％）で、日本酒の製造数量全
体に占める同割合（40.3％）１ を大きく上回る。
日本酒が海外市場で定着し、マーケットが成
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国税庁「清酒の製造状況等について」における、
2015酒造年
度（2015年７月〜16年６月）の数値。
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図表２

日本酒の国・地域別輸出数量の推移
（2016年の上位5ヶ国・地域）

に増加（図表３）しており、ヘルシーな食事に

輸入関税が高いことなどから、大手メーカーに

合うアルコールとして、高価格帯の銘柄を中心

よる安価な普通酒の輸出が主体で、数量シェア

に日本酒の需要が拡大している。

は２割近くだが、金額シェアは１割にとどまる。
また、台湾では、地酒人気が高まっているが、

2016年の日本酒の輸出数量を仕向国・地域別

現地で生産されるナショナルブランドの比較的

にみると（前ページの図表２、図表４）
、米国
（25.9％）が４分の１を占めて最も多い。次いで、

安価な日本酒が浸透している。
上位５ヶ国・地域以外では、ワインの人気が

韓国（18.7％）、台湾（10.6％）、中国（9.7％）、
香港（9.5％）とアジアの国・地域が続いている。

高い欧州（イタリア、英国、フランス等）にお

米国向けは、ニューヨーク、ロサンゼルス等

いても市場が徐々に拡大している。1980年代末

の主要都市で日系の食品商社による流通網が整

には、米国・台湾向けの輸出数量が全体の６割

備され、日本食レストラン、日系のスーパー

超を占めていたが、日本食レストランの急増し

マーケット等に輸出されている。輸出数量に占

ているアジア地域を中心として輸出先は多様化

める特定名称酒の割合は86.5％（2014年）に達

しており、世界各地に駐在する日本人の需要に

し、富裕層を中心に嗜好品としての日本酒が定

加えて、富裕層を中心に現地消費者の需要も取

着している。日本酒の輸入関税がかからない香

り込んでいることが窺える。

港においても、需要の中心は高価格帯の日本酒
（同68.5％）で、平均輸出単価は上位５ヶ国・

図表３：海外における日本食レストラン数の推移
（単位：店）

地域の中で最も高い（図表４）
。また、特定名
2006年

称酒の割合が６割強を占める中国では、日本へ

2010年

2013年

2015年

の旅行者が帰国後、現地の高級日本料理店等で

アジア

−

10,000

27,000

45,300

日本酒を飲む好循環がみられるなど、数量、金

北米

−

14,000

17,000

25,100

額ともに５年連続で前年を上回った。

欧州

−

2,500

5,500

10,550

中南米

−

1,500

2,900

3,100

その他

−

2,000

2,600

4,950

24,000

30,000

55,000

89,000

一方、韓国、台湾では、特定名称酒の割合が
２割台と低く（図表４）、平均輸出単価は全体
を大きく下回る。韓国では、日本食レストラン

合計

（日本式居酒屋）の人気が高まっているものの、

（資料）農林水産省
＊数値は概数、2006年の地域別データは未公表

図表４：日本酒の国・地域別の輸出数量・金額、平均輸出単価（2016年）、特定名称酒の割合（2014年）
輸出数量
（kl）

構成比
（％）

前年比
（％）

輸出金額
（億円）

構成比
（％）

前年比
（％）

平均輸出単価
（円／l）

特定名称酒の
割合（％）

米国

5,108

25.9

＋6.9

52

33.3

＋4.0

1,017

86.5

韓国

3,695

18.7

＋9.7

16

10.0

＋14.5

423

26.3

台湾

2,096

10.6

▲ 0.8

9

6.0

＋4.7

444

20.7

中国

1,910

9.7

＋21.2

14

9.3

＋23.6

759

62.4

香港

1,877

9.5

＋7.6

26

16.9

＋15.3

1,401

68.5

その他

5,051

25.6

＋9.8

38

24.5

＋15.3

755

−

19,737

100.0

＋8.6

156

100.0

＋11.2

789

55.7

合計

（資料）財務省「貿易統計」、国税庁「清酒製造業者の輸出概況（2014年度調査分）」

＊特定名称酒の割合は、輸出数量に占める割合
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◆官民一体となった日本酒の輸出促進の取り組み

で増加しているが、日本酒の全出荷数量に占め

日本酒の輸出拡大は、政府主導による各種取

る輸出の割合は３％台（2016年）にとどまる。

り組みによって後押しされている。2013年６月、

輸出金額は約156億円で、約１兆円を輸出する

政府は「日本再興戦略」を閣議決定し、
「国

フランスのワインと比べると微々たる額に過ぎ

際展開戦略」を打ち出した。同戦略に基づき、

ない。現状の販路は日本食レストラン向け等に

「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」

限定され、認知度が低い国も多い。また、日本

を策定し、農林水産物・食品の輸出額を2012年

酒を取り扱うレストランや販売店では、日本酒

の約4,500億円から2020年に１兆円へと拡大す

の知識をもつ人材が不足している。そうした

２

る目標 を掲げた。
日本酒の輸出拡大も同戦略に含まれている。

点を踏まえると、ＳＮＳ等による発信力の強
化、海外の伝道師育成、外国人にも分かりやす

コメ・コメ加工品の目標金額が全体の増加率

い表示の検討といった戦略的な取り組みによっ

を上回り（126億円→600億円）、中でも日本酒

て、「メイド・イン・ジャパン」ブランドとし

（89億円→418億円）は大幅な増加目標となって

て世界に日本酒の魅力を発信するとともに、イ

いる。この目標達成に向け、農林水産省等の関

ンターネットサイト（越境ＥＣ等）や海外宅配

係府省、関係機関及び業界が様々な取り組み

便の活用による新たな輸出ルートの開拓等を行

を実施している（図表５、次ページの図表６）。

うことで、更なる市場拡大、新たな市場開拓が

2015年12月には、日本酒のブランド価値向上や

可能だと考えられる。2020年の東京五輪・パラ

輸出促進を目的に、国税庁が国レベルの地理

リンピック開催を控え、日本酒の輸出には十分

３

的表示（ＧＩ） として「日本酒」を指定した。
また、海外を成長性の高い有望な市場と捉えた
国内各地の蔵元等も、海外への販路拡大に活路
を見出す動きを活発化している（次ページの図
表７）
。「清酒製造業者の輸出概況（2014年度調
査分）」によると、中堅・大手メーカー（課税
移出数量1,300kl超）の全社が日本酒を輸出し
ており、全体でも43.6％が輸出を手がけている。
今後の輸出意向をみても、
「拡大」（71.9％）が
約７割を占め、
「現状維持」（23.9％）を合わせ
ると９割超となっており、日本酒の海外ビジネ
ス拡大意向が強いことが窺える。
以上のように、官民一体となった各種取り組
みの推進によって、日本酒の輸出は右肩上がり
2
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2015年の輸出実績が約7,452億円で、中間目標である7,000億
円（2016年）を達成する見込みとなったため、2016年８月に
閣議決定した
「未来への投資を実現する経済対策」におい
て、１兆円の目標を2019年に１年前倒し。
日本酒（清酒）の地理的表示は、他に「白山」
（石川県白山市）。
2016年12月には、都道府県単位で初めて、山形県産の日本酒
を「山形」として指定。
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な「伸びしろ」が残されているといえる。
図表５：政府等による日本酒の輸出拡大に向けた取り組み
取り組み状況
・国際会議等でのプロモーション
・日本食・日本文化の紹介と連動したプロ
モーション
認知度向上のため
・主要な国際空港でのキャンペーン
の情報発信
・酒蔵ツーリズムの推進
・在外公館赴任予定者を対象とした研修
・外国人を対象とした広報活動
・輸出に必要な情報・ノウハウの提供
・商品のブランド化支援
商流確立・拡大 ・有望輸出事業の発掘・育成
・専門人材の派遣
のための支援等 ・海外見本市への出展支援
・国内商談会や海外でのバイヤー等との
マッチング支援
輸出先国における ・輸出障害事項の解消・緩和
障害除去・緩和 ・原発事故に伴う輸入規制の緩和・撤廃
関係府省等の取り
・業界団体及び事業者に対する情報周知・
組みの情報周知・
利用促進
利用促進
（資料）「日本産酒類の輸出促進連絡会議」（2014年６月）配布資料

図表６：日本酒の輸出拡大に向けた業界団体等の取り組み
名称

取り組み状況

日本酒輸出協議会

日本酒造組合中央会や全国卸売酒販組合中央会が中心となって2014年９月に発足。民間における日本酒の
海外戦略（輸出戦略）の基本方針の決定等を担う機関。

一般社団法人
農業協同組合や蔵元43社等が参加し、2015年８月に発足。米や日本酒等の輸出拡大に向け、海外でのセミ
全日本コメ・コメ関連
ナー開催や市場調査、海外の有名シェフの招聘等を実施。
食品輸出促進協議会
秋田県
「ＡＳＰＥＣ」

2006年６月、秋田県の蔵元６社（現在は５社）が秋田県清酒輸出促進協議会（ＡＳＰＥＣ）を設立。2008年、
米国の高級ワイン商社と契約を締結し、同国内の高級レストラン、ワイン専門ショップ等の独自の販売ルー
トを開拓。また、秋田県内では、2016年11月、㈱北都銀行が農作物生産・流通ベンチャーのアグリホールディ
ングス㈱（東京）と輸出等に関する連携協定を締結。県産米に加え、日本酒をシンガポールや米国に輸出。

新潟県酒造組合
「にいがた酒の陣
ｉｎ香港」

2014年から「にいがた酒の陣in香港」を開催。プロ向けの販路開拓や普及啓発を目的とする「新潟清酒セ
ミナー」
、現地の飲食店で蔵元自らが酒を提供する「酒ナイト」、ビジネス関係者向けの「商談会」、一般消
費者向けの「酒の陣」の４つのイベントで構成。ソーシャルメディアへの拡散を狙った仕掛け、セミナー
参加者への修了証発行など、毎年少しずつ取り組み内容を改良。ジェトロ新潟がバイヤー集客等でサポート。

一般社団法人
ａｗａ酒協会

2016年11月に設立。全国各地の蔵元が一体となって、「awa（あわ）酒」を世界に広めることが目的。ガ
ス圧や透明度をシャンパン基準で造ったスパークリング日本酒等を開発。参加している蔵元は、千代むす
び酒造㈱（鳥取県）、八海醸造㈱（新潟県）、天山酒造㈱（佐賀県）、山梨銘醸㈱（山梨県）、㈱南部美人（岩
手県）、永井酒造㈱（群馬県）、滝澤酒造㈱（埼玉県）、㈱福光屋（石川県）、秋田清酒㈱（秋田県）。

（資料）日本経済新聞等から当研究所作成

図表７：日本酒の輸出拡大に向けた蔵元等の取り組み
取り組み状況

蔵元

月桂冠㈱
（京都市）

2016年11月、㈱トリドールホールディングス等と共同で、ロンドンに和食レストラン「酒蔵」を出店。
「伝匠」
等の高価格商品を卸すほか、全国の蔵元の日本酒も揃える。ソムリエ等の酒類専門家への情報発信を強化。
また、訪日観光客をターゲットとして、国際線発着空港（制限区域内）における免税店での販売活動を強化。

日本盛㈱
（兵庫県西宮市）

2017年春、海外専用ブランド「風雅」を中国、香港等で発売開始。富裕層をターゲットとし、価格帯は
720mlで６千円台。

㈱福光屋
（石川県金沢市）

世界の高級ホテルやレストランが加盟する会員組織「ルレ・エ・シャトー」
（パリ）とパートナー契約を締結。
同契約の締結は日本の蔵元としては初。2016年11月に東京で開催された世界大会で、最高峰ブランド「瑞
秀」等をＰＲ。同12月には、大会参加者がオプショナルツアーで同社の酒蔵を見学。同社は1990年代から
輸出を開始。香港や欧米等に輸出しているが、同契約を機に海外で一層の拡販を計画。

永井酒造㈱
（群馬県川場村）

米国、香港など20 ヶ国以上に輸出。日本酒「水芭蕉」がフランスの３つ星レストランに採用。同社は「日
本酒を日本食だけに合う酒にしたくない」との思いから、
「永井スタイル」と称し、通常の純米吟醸・大吟
醸酒でなく、食前のスパークリング、肉料理に合う熟成酒、食後のデザート酒を開発。ブランド力を更に
高めるために、パリ、ロンドン、ニューヨークの３つ星レストランを中心に販売促進を展開する方針。

世界100以上の国・地域で代表銘柄「梵（英語表記：BORN）」を商標登録。海外市場に通用する日本酒の
（資）加藤吉平商店 商品開発及び製造方法の改善に取り組み、現在、米国、香港、中国、イスラエル等の40以上の国・地域に輸出。
（福井県鯖江市） 海外市場開拓のため、日本酒紹介イベントの開催や、海外のソムリエ招待など「一対一の市場開拓」をモッ
トーとするビジネスモデルを展開。海外顧客向けの英文ホームページ、英文案内パンフレットも作成。

蔵元以外

㈱アンカーマン
（東京都）

海外における日本酒マーケットの拡大に向けて、訪日観光客向けの酒蔵ツーリズムの開催及び海外への日
本酒販売を組み合わせた事業を展開。東京都、千葉県等の関東の蔵元をパートナーとし、輸出に際して手
間のかかる外国語対応や海外発送手続き、カード決済を同社が代行。また、訪日観光客や滞在者向けに、
「Enjoy Sake Fair」や試飲会、酒蔵ツーリズム等の日本文化体験を提供。

サイエスト㈱
（東京都）

グローバルビジネス専門のコンサルティング会社である同社の提案した日本酒の海外輸出モデル構築計画
が、内閣府の「クールジャパン拠点連携実証プロジェクト」に採択。日本酒の生産者、流通・小売業者等
が連携して、米国や香港の現地富裕層への影響力が大きいバイヤーやシェフ、記者等に「日本酒を嗜む空間」
を提示。実際に体験・評価してもらうことを通じ、日本酒等の効果的な海外展開を図る予定。

（資料）日本経済新聞、中小企業庁「がんばる中小企業・小規模事業者300社」等から当研究所作成
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◆県内蔵元による輸出の取り組み

県内蔵元による主な輸出の取り組みは、15

山口県においても、日本酒の輸出は増加傾

〜 17ページ（図表12、13、14）の通りである。

向で推移している。山口県酒造組合によると、

旭酒造㈱、県内における日本酒輸出の先駆者的

2015酒造年度（2015年７月〜 16年６月）の出

存在の㈱山縣本店、2010年に酒造りを再開した

荷数量（課税移出数量）は９年連続で増加して

大嶺酒造㈱の３社が、最も日本酒マーケットの

10年前の2005酒造年度比で2.6倍（図表８）、そ

大きい米国向けをメインとしている。今年から

のうち輸出数量は同9.5倍に拡大した（図表９）。

㈱永山本家酒造場、八百新酒造㈱の２社が新た

リーマン・ショックや東日本大震災の影響もほ

に米国向け輸出を開始する予定となっている。

とんどみられず、全国平均を大きく上回るペー

その他では、㈱澄川酒造場、㈱永山本家酒造場、

スで増加している。

大嶺酒造㈱、八百新酒造㈱など、台湾、香港、

国内出荷、輸出ともに、純米大吟醸酒として

シンガポール向け輸出を手がける蔵元が目立つ。

全国トップの出荷数量を誇る「獺祭」の旭酒造

そのうち台湾では、現地生産される安価な日本

㈱による寄与が極めて大きく、輸出数量では９

酒が多く出回っているものの、少し高価でも美

割超を同社が占めているとみられる。かつて地
元で「負け組」だったと自認する同社だが、酔

図表８

山口県における日本酒の出荷数量の推移

図表９

山口県における日本酒の輸出数量の推移

うための酒ではなく、美味い酒を目指して徹底
的に酒質を改善し、東京市場へ進出するととも
に、海外へも積極的に進出してワインをはじめ
とする外国の酒と真っ向勝負してきた。全出荷
数量に占める輸出比率は、ここ数年、10％程度
で推移しており、2015年の輸出数量は約328kl
（14年比で約２倍）で全国でもトップ20に入っ
ている（酒類食品統計月報・2016年４月）。
一方、その他の蔵元においても、国内市場が
長年にわたって縮小する厳しい事業環境を耐え
忍び、海外からも高い評価を獲得する蔵元が増
加している。世代交代で登場した若手の蔵元杜
氏を中心に、各蔵元が垣根を越えて醸造方法等
に関する情報交換を行うなど連携を深めつつ、
地道な経営努力で酒造りの技に磨きをかけ、国
内のみならず海外でも通用する進化した日本酒
を生み出している。
「清酒製造業者の輸出概況
（2014年度調査分）」によると、2014年に山口県
において輸出取引のあった蔵元は11社で、2015
年以降に輸出を開始した蔵元を含めると、酒造
りを行う約20蔵元のうち６〜７割程度が輸出に
取り組んでいることになる。
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味しさを求める日本酒愛好家に地酒人気が広ま

の取引形態をみると、香港向けで国内商社を介

りつつある。関税が40％と高いものの、親日家

した間接輸出、台湾、シンガポール、英国、フ

が多く、訪日観光客によるリピート消費が拡大

ランス向けで直接輸出を行っているほか、米国、

している点もプラス材料に挙げられる。地理的

中国向けでは間接及び直接輸出を併用している。

な近さもあって中小蔵元でも輸出に取り組みや

直接輸出では、煩雑な輸出手続き、言語の壁、

すい地域であることが窺える。山口県は台湾・

商習慣の違い等が課題となる一方、メリットと

香港を農林水産物輸出の重点地域として各種取

して、①中間マージンがないためコストダウン

り組みを展開しており、㈱中島屋酒造場が山口

につながる、②国内の貿易商社に任せていた品

県及びジェトロ山口の支援をきっかけとして、

質管理を自社でできる、③出荷のタイミングを

台湾向け輸出を開始している（図表10、17ペー

自社で調整できる、といった点が挙げられ、旭

ジの図表14）。

酒造㈱は間接輸出と併用する形で直接輸出を拡

日本酒輸出の細かな取引形態は、蔵元や仕向

大していく方針だ。その他の蔵元では、間接輸

国・地域によって様々だが、国内の貿易商社を

出を基本とする蔵元が大半だが、㈱永山本家酒

経由した「間接輸出」、貿易商社を通さず、現

造場は韓国向けに直接輸出しており、間接輸出

地で幅広い販売ルートをもつ海外のバイヤー

を行うフランス向けも直接輸出への切り替えを

（インポーター）と直接商談して売買契約を結

検討している。また、大嶺酒造㈱も台湾・香港

ぶ「直接輸出」の２つに大別される（次ページ

向け等に直接輸出している。
その他、特徴的な取引形態として、㈱山縣本

の図表11）。
例えば、旭酒造㈱の輸出先上位７ヶ国・地域

店が県外の蔵元と連携して輸出会社を設立し、

図表10：山口県における行政や関係機関による日本酒等の輸出促進に向けた支援策
支援策

山口の食と日本酒フェア
ｉｎ台湾

支援機関

2014年９月、台湾・台北市で開催。山口県として海外で
初となる本格的な商談会で、知事のトップセールスを実
施。県内の11蔵元（金光酒造㈱、八百新酒造㈱、酒井酒
造㈱、村重酒造㈱、㈲堀江酒場、㈱はつもみじ、㈱山縣
やまぐちの農林水産物需要拡大協議会
本店、㈱中島屋酒造場、㈱永山本家酒造場、㈲岡崎酒造
（共催：ジェトロ山口、山口県酒造組合） 場、岩崎酒造㈱）、県漁協、萩ブランド協同組合が出展し、
日本酒の試飲等を実施。なお、やまぐちの農林水産物需
要拡大協議会、ジェトロ山口、山口県酒造組合の３者は、
2014年８月に、会員等の海外展開支援に関する協力合意
書を締結。

山口県
ぶちうまやまぐち総合フェア やまぐちの農林水産物需要拡大協議会
山口県観光連盟
ジェトロ山口ほか

ミラノ国際博覧会への参加

ジェトロ食品輸出商談会
ｉｎ下関

概要

2015年９月に台湾・台北市で開催。県産農林水産物の輸
出拡大とインバウンド客の誘客を図るため、知事のトッ
プセールスを実施。商談会には５つの蔵元（㈱はつもみじ、
金光酒造㈱、八百新酒造㈱、㈲堀江酒場、㈱中島屋酒造場）
が出展し、㈱中島屋酒造場が台湾の業者との取引を開始
（17ページの図表14参照）。2016年11月には、台湾・高
雄市及び香港で同フェアを開催。台湾のフェアでは２つ
の蔵元（㈱中島屋酒造場、㈱はつもみじ）が商談会に出展、
フェア内で開催されたレセプションにおいては、山口県
酒造組合加盟の20蔵元の日本酒を紹介。

2015年５月１日〜 10月31日にイタリアで開催された「ミ
ラノ国際博覧会」の日本館に４日間（5/24 〜 5/27）出展。
山口県
（国は農林水産省と経済産業省が幹事省） 博覧会への出展に合わせて、ミラノ郊外で開催された「展
示・商談会」に、３つの蔵元（岩崎酒造㈱、㈱はつもみぢ、
㈱永山本家酒造場）を含めた飲食料品関連事業者が参加。

ジェトロ山口

2013年、2014年に開催。米国、香港、フランス等の海外
バイヤー（2013年12社、2014年13社）を招き、山口県
を中心に福岡県等の食品（日本酒など）関連事業者等と
の商談会を開催。2015年には、海外に販路をもつ国内商
社との交流会を実施（下関市、周南市）。

（資料）山口県、ジェトロ山口
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図表11

間接輸出と直接輸出の流れ

【間接輸出】

【直接輸出】

（資料）国税庁、ジェトロ「日本酒輸出ハンドブック」

米国に販売子会社を置いて米国人及び日本人の

ていることもあって、輸出する余力がない」と

社員が直接販売を担っている。また、㈲堀江酒

する蔵元も存在する。また、一部蔵元は「国内

場は、県内のベンチャー企業と連携して、超高

市場で足場を固めた上で輸出の取り組みを本格

級日本酒の開発・販売を行っている。

化する」
「山口県で育った蔵元である以上、県

県内の各蔵元の経営基盤の根幹をなすのは国

内のマーケットを最優先する。輸出するにして

内マーケットであることに変わりはないが、日

も、現地法人を立ち上げるなど、国内と同レベ

本酒の輸出は全体でみると増加傾向にあり、輸

ルの営業・供給体制の構築が必要で、輸送に伴

出に携わる蔵元の裾野も拡大している。しかし、

う酒質の劣化もクリアすべき課題に挙げられ

継続的かつ活発に輸出を行うのは旭酒造㈱のほ

る」と輸出の拡大（あるいは新規取り組み）に

か数社にとどまり、小口の輸出を行う蔵元が大

消極的なスタンスを示している。県内の蔵元の

半を占めている。
「中国等からの引き合いは増

多くが経営資源の限られる中小蔵元で、海外展

えているが、信頼のできるパートナー（国内商

開を進める人材、資金及び時間的余裕に乏しい。

社やインポーター）が見つからない」と輸出先

海外市場を有望なマーケットと認識しながらも、

の開拓が思うように進まないケースがみられる

輸出を「これから」の問題だと捉えている蔵元

ほか、「国内出荷を優先し、生産設備が限られ

も少なくないといえる。
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図表12：県内蔵元による輸出の取り組み①
㈱山縣本店（周南市）：銘柄「かほり」ほか
・米国を中心に輸出。輸出比率は約20％（数量ベース）。
・1996年、全国の13蔵元と共同出資で輸出会社を設立して、米国を中心に、フランス、英国、ドイツ向け輸出を開始。
フランス・パリに直営の酒バー「禅」を出店し、３年間、地酒のPRを実施。また、パリ、ロンドン、ニューヨーク、
ロサンゼルス等で日本酒セミナーを開催し、地酒の啓蒙活動を実施するも、欧州での売上が不振となるなど、一部
蔵元が輸出から撤退。米国にターゲットを絞り込み、2009年には、10数年にわたる経験を礎に独自の輸出ルート
を開拓しようと、日本酒の輸出会社である㈱JCTO Japanを東京に設立（㈱山縣本店、京都府の㈱山本本家、岩手
県の㈱あさ開、福島県の末廣酒造㈱、鳥取県の千代むすび酒造㈱の５社が共同出資、代表は㈱山縣本店の山縣俊郎
社長）。その販売子会社であるKuramoto USを米国（ニューヨーク、ロサンゼルス）に設立。
・1996年に輸出を開始した当初から、船便で各蔵元の日本酒を混載するリーファーコンテナ（温度管理が可能で主に
冷蔵・冷凍物の輸送に使用）を活用。JFCインターナショナル（米国最大の日本食ディストリビューター）と連携して、
保冷車での輸送、冷蔵倉庫での保管を含めたコールド・チェーンを日本酒の輸出で初めて実現。冷酒の酒質劣化を
防止する品質管理を徹底的に追求し、後の日本酒輸出のモデルケースとなった。
・米国内の物流・代金回収を委託しているJFCインターナショナルからの料飲店の新店舗情報等を活用して、販売子
会社の社員（日本人２名、米国人２名）が営業を展開。山縣社長も年３回程度渡米し、米国内の数都市で開催され
る日本酒や食の展示会「sake expo & food show」への出展等を通じて売り込みを実施。
・米国の販売子会社の米国人社員のスキルアップを図るため、年に１回日本に呼び、「名誉唎酒師酒匠」に任命されて
いる山縣社長らが醸造工程等を学ぶレクチャーを実施。
・現在、㈱はつもみぢ（周南市）をはじめ、全国20蔵元の日本酒約130アイテムを取り扱い、顧客は日本食レストラ
ンやワインショップなど約3,300社。輸出量は40フィートのリーファーコンテナで年間14本程度。
・米国以外では、カナダ、メキシコ、英国（ロンドン）向けは国内の貿易商社のJFCジャパン㈱を通じて、韓国向け
は㈱JCTO Japanの共同出資者である千代むすび酒造㈱の現地法人を通じて輸出。
旭酒造㈱（岩国市）：銘柄「獺祭」
・米国、中国、香港、台湾、シンガポール、英国、フランス等の22 ヶ国に輸出（スポット取引を含めると80 ヶ国程度）。
・売上高は約107億円（2016年９月決算）、輸出額は約11億円（同）で輸出比率は10％強。
・輸出額を仕向国別にみると、米国向けが全体の40％弱を占めて最多。次いで、中国が約25％、香港が約15％と、
上位３ヶ国のシェアが約８割。
・2002年、台湾首相からのアプローチをきっかけに同国への輸出を開始。
・2003年には、付き合いのあった蔵元から現地のバイヤーを紹介してもらい、米国、香港への輸出を開始。米国向け
は、国内商社（東京共同貿易㈱）を通じてニューヨークでの販売ルートを確保。2006年に入社した４代目社長の桜
井一宏氏が米国担当常務として単身で渡米。東京共同貿易㈱の営業に同行したほか、飛び込みで日本食レストラン
等を訪問して、米や麹を持参して酒造りの方法を説明するなどして販路を開拓。「獺祭」を応援してくれる店を深掘
りして、試飲会等を企画することで、口コミでファンが拡大。また、飲食店のスタッフに対する勉強会にも力を入れ、
料理とともに日本酒を楽しむ趣向を設けた試飲会やキャンペーンも積極的に企画・提案。「SAKE」といえば「獺祭」
と言われるほど米国内で浸透し、ニューヨークで「獺祭」を提供するレストランは500超に拡大。
・桜井一宏社長は入社後数年、ニューヨークを拠点に１年間の半分程度を海外で過ごし、３代目社長の博志氏（現在
は会長）と手分けをして、欧州やアジア等に直接出向き、地道な営業活動を展開。現在では、米国の２名、フラン
スの１名の社員とともに海外事業を展開している。
・2011年、健康的で安全な食品として米国等で注目されている「コーシャ（Kosher）認証」（ユダヤ教で定める食
品基準）を国内の蔵元として初めて取得。
・世界の超高級店でワインやシャンパンと同等に勝負するため、10年以上の構想・開発期間を経て、「獺祭 磨き その
先へ」を2012年に発売。１本（720ml）で３万円（税抜き）という同社最高峰の日本酒。
・2015年４月、地上12階、地下１階の酒蔵を新設。投資額は約30億円。旺盛な国内需要に応えるとともに、海外市
場の更なる開拓に向けて万全の生産体制を整えるため、生産能力は従来の約３倍にあたる年間約500万本（１升瓶
換算）に拡大。同年９月には、酒米を一定の温度で貯蔵管理できる倉庫も新設。2013年９月時点で約90人だった
従業員数は約200人に増加。
・昨年７月には、シンガポール伊勢丹内の「Japan Food Town」
（クールジャパン機構等による海外展開支援で、
16店舗の飲食店が出店）に海外初出店となる「獺祭バー」を期間限定で出店。
・フランスでは、「Dassai France」を2013年に設立し、一宏社長が社長に就任。今春には、パリに海外初の常設店
となる直営店を開設。フランス料理家のジョエル・ロブション氏と共同運営し、
「獺祭」を取り扱うレストランやバー
を併設。きちんと温度管理した日本酒を食事と一緒に提供するとともに、日本酒の文化を海外に根付かせる拠点と
して活用する方針。国内では、昨年11月、東京・銀座に初の路面店をオープン。中国人を中心に外国人も多く来店し、
訪日観光客に対する情報発信拠点としても機能。
・「世界中で日本酒が日常的に飲まれること」を目標に掲げる同社だが、ここ数年、輸出比率は10％程度で推移し、
目標とする50％に遠く及んでおらず、今後、新たな国・地域との取引は極力控え、既存のルートを深掘りして輸出
比率を引き上げる方針。
（資料）各蔵元へのヒアリング等から当研究所作成
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図表13：県内蔵元による輸出の取り組み②
永山酒造合名会社（山陽小野田市）：銘柄「山猿」ほか
・シンガポール、台湾向け等に輸出。輸出比率は１％未満（720ml瓶で月間10数本程度）。
・約10年前からシンガポール向け輸出を開始。東京の酒類販売・飲食店経営業者がシンガポールに飲食店を新規出店
するのに伴って、飲食店に併設した酒類の小売スペースで同社の日本酒の取扱いを開始。
・2015年から神奈川県の貿易商社を通じて台湾向け輸出を開始。
・その他、スポットで、中国やマレーシアに輸出。
・福島県の復興支援を目的に、福島県産の酒米を利用した日本酒を福島市等と連携して開発し、今年３月に発売。国内
のみならず海外への販路開拓も計画。
㈱澄川酒造場（萩市）：銘柄「東洋美人」
・約10年前から香港、シンガポール、台湾、米国、韓国向けに輸出。輸出比率は約２％（数量ベース）。
・５ヶ国・地域ともに国内商社（東京・大阪）を経由した間接輸出で、出荷先は富裕層の利用する高級ホテルや日本
食レストラン等。
・2006年、
「東洋美人 純米大吟醸」が、日本航空㈱の国際線ビジネスクラスの全路線で機内提供酒に採用され、その後、
2016年まで11年連続で採用。
㈱永山本家酒造場（宇部市）：銘柄「貴」ほか
・2008年から輸出を開始したフランスのほか、台湾、韓国、香港、シンガポール、オーストラリア、カナダの７ヶ国・
地域に輸出。輸出比率は約２％（数量ベース）。
・輸出量が最も多いのが台湾向け。現地のインポーターから直接オファーを受け、2012年から取引を開始。
「名誉唎
酒師酒匠」に任命されたインポーター自らが出荷先の飲食店等を対象とした日本酒教室を開催するなど、飲み方や
保管方法等の知識教育を実施。
・富裕層をメインターゲットとしている香港・シンガポール向け輸出では、千葉県の酒販店を通じて知り合った東京
の独立系ワイン輸入商社（㈱ヴァンパッシオン：2011年から日本酒の輸出事業も実施）と契約を結び、同社がワイ
ン事業で培った海外ネットワークを活かして高級外資系ホテル等に販売。
・今年５月から新たに米国向け輸出を開始する予定。最大のマーケット規模を誇る米国への輸出が遅れたのは、信頼
のおけるインポーターに出会えなかったためで、日本酒を海外でハイエンド層に「教育」「発信」してくれるインフ
ルエンサーとの取引を輸出事業の基本に据える。
・2014年には、
「ジェトロ食品輸出商談会」
（13ページの図表10）の一環として、製造元視察を受け入れ、米国、台湾、
マレーシアなど５ヶ国・地域のバイヤーが来訪。
大嶺酒造㈱（美祢市）：銘柄「Ohmine」
・米国向けを中心に、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ、スウェーデンの７ヶ国・地域に輸出。輸出比
率は約20％（数量ベース）。
・ほぼ半世紀にわたって休止していた酒造りを2010年に復活。海外展開を図るため、英語表記の新ブランド「Ohmine」
を開発。県産酒米「山田錦」と名水「別府弁天池」の水で仕込み、アルコール度数を通常より低めの14度に設定。
パッケージデザイン及びＣＩ（コーポレート・アイデンティティ）のディレクションを北欧きってのデザイン集団
である「ストックホルム・デザイン・ラボ」
（スウェーデン）に依頼。通常は透明の酒瓶を白地とし、黒色で描いた
米の絵の数で純米大吟醸酒や純米酒といったグレードを区分。同社との取引をきっかけとして知り合った現地のイン
ポーター（レストランや飲食店も経営）を経由してスウェーデンへの直接輸出を開始。
・台湾、香港、タイへも直接輸出。
・最も輸出量が多いのが米国向けで、秋山剛志取締役が同国内の広告代理店で勤務していた頃の友人であるインポー
ター（関連の輸出商社が東京にある）を介して輸出。
・シンガポール、マレーシア向け輸出は、国内で開催されたジェトロ主催の商談会を通じて取引を開始したシンガポ
ールのインポーター及び国内商社を経由して輸出。
・米国や香港では、ミシュラン３つ星レストランへも提供するなど、文化的なアンテナの高い富裕層が主なターゲッ
トで、ファッション・スポーツブランドとのコラボレーションなど、現地のインポーター等と連携してブランディ
ングを展開。
酒井酒造㈱（岩国市）：銘柄「五橋」ほか
・全国約120の蔵元、卸売業者、酒販店が参加する日本名門酒会（酒卸問屋の㈱岡永）を通じて、1980年代に米国へ
の輸出を開始。
・現在の輸出先は合計12 ヶ国・地域。米国向けが約２割を占めて最も多く、他はニュージーランド、シンガポール、中国、
台湾、フランスなど。輸出比率は１％未満（数量ベース）。
・全量が日本名門酒会を介した間接輸出で、吟醸酒よりも価格の安い純米酒が主体。
（資料）各蔵元へのヒアリング等から当研究所作成
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図表14：県内蔵元による輸出の取り組み③
八百新酒造㈱（岩国市）：銘柄「雁木」
・台湾、シンガポール、香港の３ヶ国・地域へ輸出。輸出比率は１％未満（数量ベース）。
・台湾向け輸出は2014年７月に開始。取引のあった国内の輸出業者（国内商社で現地にも輸入商社を設立）からアプ
ローチがあり、現地の飲食店、百貨店等に出荷。
・シンガポール、香港向け輸出も国内商社を経由して輸出しており、直接輸出はゼロ。香港では2016年に、インポー
ター（香港の日本酒専門店）主催の試飲会「雁木の会」を開催し、飲食店や個人らエンドユーザー 25名が参加。
・今春には米国向け輸出を開始する予定。東京の取引先（寿司店）がハワイの高級ホテルに出店する際、米国の大手
輸入商社に輸入を掛け合ったことがきっかけ。スパークリング酒のほか合計５アイテムを輸出する予定。
・2016年９月には、
「雁木 純米大吟醸 ゆうなぎ」
が全日本空輸㈱の国際線ファーストクラス
（北米、
欧州方面、
シンガポー
ル線）の機内提供酒に採用（〜 17年２月）。
㈱中島屋酒造場（周南市）：銘柄「寿」ほか
・2016年５月から台湾への輸出を開始。
・2015年９月に台北市で開催された商談会「ぶちうまやまぐち総合フェア」
（13ページの図表10）に同社が出展。そこ
で知り合った現地のインポーターが2016年１月、やまぐちの農林水産物需要拡大協議会とジェトロ山口のフォロー
アップによって、蔵元の視察及び㈱中島屋酒造場における酒造り体験を行い、取引開始に結びついた。
・酒造りの原点とされる伝統的な生酛造りの純米酒「カネナカ」を輸出。
㈲堀江酒場（岩国市）：銘柄「金雀」ほか
・山口市の総合商社㈱Archis（アーキス）と連携して、１本（750ml）８万８千円（税抜き）の純米大吟醸酒「夢雀」
を2016年８月に発売。
・㈱Archisの松浦奈津子社長は、第１次産業活性化のため、出身地の岩国市錦町で生産される伊勢神宮由来の希少な
酒米「イセヒカリ」
（減農薬、有機農法）を原料とする日本酒の生産を、女性創業応援やまぐち㈱（杉山敏美社長：
山口県や㈱山口銀行などが共同出資して2015年に設立）に提案し、事業認定を受けた。地元の蔵元である㈲堀江酒
場が日本酒を開発・製造。酒米を精米歩合18％まで磨き上げ、生酛造りで「夢雀」を開発。杜氏の技によって、１
年１年寝かすごとにコクと深みを増す長期保存を可能にした点が特徴。2016年度は１千本を生産。
・㈱Archisが酒類卸売・小売業免許を取得。日本酒を手掛ける代理人や商社を通じて国内外で試飲会を開催。独自
の自社ルートで販路を開拓して、全量を直接輸出。ドバイでは、現地のインポーターを介して、５つ星ホテルに出
荷。香港では、現地のインポーター（酒類小売業も展開）を介して、小売店及び５つ星ホテルに出荷。フランスで
は、有名冊子に掲載されたことをきっかけに、レストランへ出荷。2016年には、カシオ計算機㈱と香港で合同プロ
モーションを実施。時計「G-SHOCK」と「夢雀」をセットで販売（限定10セット、カシオの時計300本が完売）。
2017年度は、中国、シンガポール、マレーシアでカシオ計算機㈱と同様のプロモーションを実施し、国内の出荷先
である㈱高島屋の海外拠点（中国・上海、シンガポール等）で販売する計画。県内（岩国市、長門市）や県外（島
根県ほか）の蔵元から輸出のオファーを受けており、今後、取り扱い銘柄の拡大を検討中。
・2016年12月には、１本（750ml）３万円（税抜き）の純米大吟醸酒「プレミアム金雀」を販売。同年５月、兵庫
県で開催された世界最大級のワイン品評会「IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）」における「SAKE
部門」で金賞（純米大吟醸酒の部）を受賞した日本酒。海外向けはドバイ等に輸出。
㈱はつもみぢ（周南市）：銘柄「原田」ほか
・米国、カナダの２ヶ国に輸出。輸出比率は約２％（数量ベース）。
・㈱山縣本店の山縣社長から声をかけられたことをきっかけに輸出を開始。米国向けは、㈱山縣本店等の出資する輸
出会社・㈱JCTO Japan経由で輸出。カナダ向けは、貿易商社のJFCジャパン㈱経由で輸出。
・現在、台湾向けの輸出を検討中。
㈲岡崎酒造場（萩市）：銘柄「長門峡」ほか
・今年２月からマレーシアへの輸出を開始。
・山口県が2016年10月に実施したトップセールスを契機に、マレーシアの輸入商社との取引が決定。
（資料）各蔵元へのヒアリング等から当研究所作成
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輸出を強化する動きもみられ、海外市場を巡る

日本酒の味や香り等の正しい知識や飲み方、保

競争は激しさを増すことが予想される。

管方法や提供の仕方などをきちんと伝えること
が必要となる。また、日本酒のもつ歴史や文化、

輸出を拡大する（あるいは新たに輸出に取り
組む）上で取り組むべき方策として、①酒造好

繊細な醸造工程、造り手の思い、地域の風土と
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合致した差別化商品の開発、③新規設備の導入、

によって、ブランド商材としての価値を高める

④国内の蔵元同士の連携、商社や物流業者との

ことができれば、日本酒の輸出単価の向上に寄

連携、⑤信頼のおける現地のインポーターと

与するとともに、日本の伝統文化を一人でも多

の取引といった点が挙げられ（図表15）、今後、

くの外国人に理解してもらうことにつながる。

個々の蔵元が経営資源や直面する課題といった

日本の輸出コンテンツとして注目を高めている

自社の実情を見極めつつ、それに見合った取り

「食」の中でも、海外マーケットにより受け入

組みを、輸出する国・地域別に進めていくこと

れられていくとみられているのが、メッセージ

が大切となる。加えて、輸出を先行して行う県

性の高い商品だ。今後、現地でのＰＲや販路開

内蔵元の取り組みをみると（次ページの図表

拓を担う司令塔的な組織を官民一体で立ち上げ、

16）
、日本酒の知識等に関する「教育」、日本酒

「オールやまぐち」で多種多様な県産日本酒を

の醸造酒としての奥深さ等の「ストーリーの発

山口の食や器等の伝統文化とセットで売り込む

信」が輸出拡大の鍵を握ると考えられる。

ことも、日本酒の輸出を拡大する上での一つの

もちろん旨い日本酒を造りだすことが海外の

手段だと考えられる。

マーケットで勝負する上での絶対条件となるの

なお、ここ数年、インバウンド客の増加に

だが、
「教育」によって取引業者や消費者らに

よって、日本酒や日本食に対する理解が深まっ

図表15：日本酒輸出の課題、対策事例、今後の方向性
課題

対策事例

今後の方向性

調達
開発

酒米の安定調達

農家との直接取引や栽培改善への協力

酒米の調達コストの高さ

自社生産及び原料米の研究部門の設置

競合メーカーとの競争

各地域の需要、嗜好に合わせたデザインの開発 ・現地ニーズの把握
（インポーター・エクスポーターから
の情報収集、現地訪問）
各地域の需要、嗜好に合わせた酒類、味の開発
・外部リソースを活用した商品開発

生産

海外用商品の生産にかかる作業負荷 （従業員教育等の対策が考えられる）
多品種対応等による生産コストの上昇 新設備の導入

・蔵元と農家との連携推進
（直接契約栽培、コスト削減への協
力、生産性改善への協力）
・自社栽培の実施拡大

・表示ラベル規格を地域ごとに統一
・業務改善を検討し、オペレーション
の見直しおよび設備の導入を実行

物流

通関手続きや輸出に関連した各種書類 現地インポーターとのリレーション強化による ・現地インポーター、国内の蔵元、エ
作成等にかかる時間的負荷
現地ノウハウの活用
クスポーター、物流業者の連携によ
るコスト削減
物流費の高さ
−
・年度始めの一括契約により割り引か
れるケースあり
輸送時の保管方法
保管が容易な商品の開発
（卸業者ヒアリング）

販売

自ら現地で営業活動を行うことによるノウハウ ・現地消費者のニーズや商慣行を理解
蓄積
し、対応できる商品開発や業務設計
現地の法規制、商慣行に通じた人材の
が重要
不足
外国人の採用
・現地での人材育成やパートナー構築
にまで踏み込む必要あり
代理店等との協働

（資料）2015年度 輸出戦略実行事業 コメ・コメ加工品部会（日本酒分科会）における調査報告書 「日本酒輸出の優良事例調査」
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ており、中国人や台湾人をはじめとする日本へ
の旅行者が帰国後に現地の日本食レストランで
日本酒を飲む動きが広がっている。政府は2017
年度税制改正大綱で、今年10月から、訪日観光
客が国内の酒蔵等で酒類を購入した際に、酒税
を免税する制度の導入を決定しており、イン
バウンド客に対する「教育」
「ストーリーの発
信」も重要になると考えられる。㈱永山本家酒
造場は、酒蔵周辺の水田で日本酒「貴」の原料
となる「山田錦」を栽培。同社の事務所（旧二
俣瀬村役場庁舎）は、国の登録有形文化財（建
造物）に登録される見通しとなっている。ワイ
ンの製造・商品管理の手法をお手本とする同
社の永山貴博社長は、
「ワイン愛好家の日本人
がフランスのワイン生産者を訪れるように、我
が蔵元の日本酒を飲んだ外国人も、海を越えて
酒蔵や水田に行きたいと言ってくれることが理
想」と語る。山口ならではの空気、水、米で作
られた日本酒には、食文化のみならず、歴史や
自然、風土を含めた地域の魅力が凝縮されている。
そうした日本酒を「伝統」
「革新」という２つ
の切り口でストーリー化してＳＮＳやブログ等
で広く発信することで、インバウンドビジネス
の発展につなげ、ひいては輸出の増加につなが
る好循環が生み出されることが期待される。
なお、輸出拡大に向けた今後の方向性（18
ページ）の一つに、酒米の安定的な調達を挙げ
たが、一時期、酒米不足に悩まされた旭酒造㈱
は、全国から買い付ける酒米「山田錦」の安定
的な調達を図る手段の一つとして、2014年４月
から富士通㈱の農業クラウドシステム「Ａｋｉ
ｓａｉ」４ を導入。山口県内では３軒の契約農
家が同システムを利用するなど、同社と直接
取引する農業法人等による「山田錦」の生産量
4

水田にセンサーを設置し、土壌等のデータを収集して栽培
に活用。蓄積したデータを基に、
「山田錦」の安定栽培技術の
確立を目指すとともに、新たに生産を始める生産者に栽培
ノウハウを提供する取り組みを強化。

図表16：「教育」及び「ストーリーの発信」に関する
県内蔵元の取り組み事例
㈱山縣本店
・米国の日本食レストラン等へ納入する際、販売子会
社の社員（日本人駐在員２名、現地で雇用した米国
人２名）が日本酒の特徴や酒質管理の大切さ等のレ
クチャーを実施。顧客の信頼を高めるため、クレー
ムへの対応といったアフターフォローも充実させる
など、出張ベースではなく、現地に根ざした継続的
な営業活動を展開している。
・輸出を取り組むにあたって、
「原料となる水（伏流水）
の説明や、地域でどういった食文化が親しまれ、そ
の中でどのような日本酒を造ってきたのか、 ストー
リー を飲み手に発信すること」を重要視している。
旭酒造㈱
・現地の日本食レストラン等の取引先に対し、桜井会
長あるいは桜井社長自らが、日本酒の注ぎ方や品質
管理等のきめ細やかな指導を行うとともに、ワイン
のマスターソムリエと交流し、食前・食中酒として
の日本酒と日本食のマリアージュ（組み合わせ）を
提案してきた。パリでは商工会議所のもつ料理学校
で「獺祭」のセミナーを実施、ニューヨークでは「獺祭」
ファンと触れ合うパーティーを開催するなど、消費
者に直接日本酒の魅力を訴えかけることで「獺祭」
の語り部となってもらい、口コミの浸透によって新
たな日本酒ファンの開拓につながっている。
・ワインが自然に任せて造られるのに対し、日本酒は
人的な「技術」の要素によって酒質が大きく左右さ
れる。同社は日本酒を「日本民族の歴史と文化から
必然的に出来上がったもの」と捉えているが、伝統
産業にとどまるのではなく、日本酒のもつ根源的な
部分、絶え間なく革新を続ける酒造りの技術を丁寧
に説明することで付加価値を高め、コスト競争に巻
き込まれることなくワイン等の世界の酒に勝負を挑
んでいる。
㈱永山本家酒造場
・「日本酒伝道師など 教育者 が販路拡大の究極の手
法となる」との思いから、日本酒の特徴や官能評価
等について正しい知識をもった人材やインポーター
（インフルエンサー）を介して輸出を行うことをポリ
シーとする。
・「Think Globally、Act Locally」
（世界を見据え、地
に根ざし個を磨く）をブランドコンセプトに掲げる
同社は、日本酒の価値や美味しさ、背景にある文化
を伝えることで、ワインをはじめとする世界の酒に
伍するブランディング化を実現し、更なる海外市場
の開拓を目指している。
八百新酒造㈱
・取引を開始する際には、必ず一度酒蔵を訪れてもら
い、酒蔵の成り立ちや酒造りのスタンス等をレク
チャーするようにしている。酒質の管理等において
信頼を置くことができ、「雁木」ファンで味や品質に
対するこだわりを共感することのできる取引業者を
選定している。
（資料）各蔵元へのヒアリング等から当研究所作成
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は従来よりも大幅に増加している。旭酒造㈱以

図表17

外の蔵元においても、自社あるいは提携した契

山口県産酒米の生産量の推移

約農家らが「山田錦」を栽培する動きが拡大し、
行政による支援５、山口県酒造組合等による農
家への指導もあって、県内における酒米全体の
生産量（検査数量）は増加傾向で推移してい
る（図表17）。「山田錦」の生産に限ると、山口
県は兵庫県、岡山県に次ぐ、全国第３位の生産
量（図表18）を誇り、上位等級（特上・特等）
の比率をみても10％強と比較的高くなっている。
酒米は食用米よりも栽培が難しく、単位面積当
たりの収穫量が少ないが、販売価格が食用米よ
りも３倍程度高い。2018年度には減反政策が廃
止され、食用米の価格は下がる可能性があり、

図表18：酒米「山田錦」の生産状況
2016年産
（ｔ）
シェア

生産農家にとって酒米に対する期待は高いとい
える。県内の各蔵元が国内のみならず、輸出に

等級比率（％）
特上
特等

1〜3級

規格外

兵庫県

21,541

58.9

63.9

30.3

5.8

岡山県

3,342

9.1

0.1

96.1

3.8

山口県

1,913

5.2

10.9

80.9

8.3

滋賀県

1,270

3.5

0.0

97.3

2.8

福岡県

1,224

3.3

3.1

94.3

2.6

ピーク時の２割未満まで減少している。しかし、

その他

7,273

19.9

−

−

−

生き残った少数精鋭の各蔵元は、縮小均衡に陥

合計

36,563

100.0

41.1

54.0

4.9

よって海外需要を取り込む動きが今後も広がれ
ば、酒米の生産拡大を通じた第１次産業の活性
化にも貢献することになる。
◆おわりに
山口県内で日本酒造りを行う蔵元数は約20と

ることなく、ピンチをバネに切磋琢磨して酒造

（資料）農林水産省「米穀の農産物検査結果」
＊ 2016年12月31日現在の速報値

りの技を磨き上げ、東京をはじめとする全国の
市場開拓に果敢に挑戦してきた。今や、全国で

国内外における知名度や評価を向上させるチャ

も有数の酒どころとして「やまぐちの酒」は一

ンスでもある。酒造りの原点に立ち返り、日本

定の地位を確立しつつあり、
「次は世界へ」と

酒のもつ「伝統」の心を大切に受け継ぎながら

前向きな姿勢で海外展開に目を向ける蔵元が増

も、絶え間ない「革新」を積み重ねることで、

えている。海外展開は国内以上に厳しい競争を
強いられるが、異文化との交流を通じて、一段
と付加価値の高い「旨い酒」を生み出すことで、
5

国は2014年産から生産枠を超える酒米の生産を認可。山口
県は、
「山田錦」や県のオリジナル酒米「西都の雫」の生産を
拡大するため、2014年度に補助事業
「やまぐちの酒米緊急生
産拡大支援事業」を実施。2015年からは、
「酒米栽培支援シス
テム確立事業」を実施。
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「やまぐちの酒」が更なる高みを目指し、世界
へと飛躍することを期待したい。
（安岡

和政）
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