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要　　旨

　本論文は、酒造業において酒づくり作業に携わる組織の変化を、南部杜氏協会所蔵のデータをもと
にして明らかにしようとするものである。予備的調査によって、作業組織の構成に変化が見られた
酒造メーカーを抽出し、７社を分析対象とした。そして、７社それぞれについて、1980年・1990年・
2000年・2005年の４つの時点での酒づくりの作業組織の人数を整理し、構成の変化について分析を
行っている。
　結果、酒づくり作業に携わる組織の変化として、第１に組織人数の減少傾向が見られ、第２にそれ
らの作業組織の構成に変化が見られることが確認された。とりわけ、後者には季節雇用の従業員中心
の構成から、季節雇用の従業員と通年雇用の従業員との協働による構成へ、作業組織が質的に変化し
たという特徴がある。これらのことは、酒造メーカーにおける人事・労務管理の変化を示すものであ
り、杜氏のマネジメントに関する変容を示唆するものであると考えられる。
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英文要旨
�is paper will clarify changes in the work organization of sake brewers based on data from the “Nanbu-

Toji Kyokai” (Nanbu-Toji Association). Based on preliminary investigations, I chose to analyze 7 sake brewing 
companies that have changed their work organization.  

　I analyzed changes in the work organizations of each of these seven companies during four di�erent 
time periods, 1980, 1990, 2000, and 2005. From this analysis, two things were clari�ed. One is that there was 
a gradual quantitative decline in the number of sake brewers. �e other is that there was a visible qualitative 
change in the composition of the overall work force. Regarding the second point, the work force went from 
focusing on using employees who were hired seasonally and changed to a work force where both seasonal 
employees and full time year-round employees worked together. 

   �is suggests that the aforementioned changes were due, in part, by both changes in the human resource 
management systems in each of these sake brewing manufacturers as well changes in the management system of 
the Toji (Chief Sake Brewers).
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１．はじめに

　酒造業における人材育成は従来、杜氏を中心と

する技能者集団を基礎として行われてきた。しか

し、従来の人材育成を担保してきた環境は激変

し、徒弟制度的な育成頼みでは企業サイドの人材

育成ニーズを満たしえないことから、清酒の産地

では地域のステイクホルダーを巻き込んで、新し

い形での人材育成が進められている（関2007）。

　従来型の育成ではなく、新たなやり方で人材育

成が進められることは、酒造会社から見ると、酒

づくりに携わる技能者人材に係るマネジメントの

変容を伴うものになる。すなわち、酒づくりに携

わる技能者人材について、季節雇用で行うか、通

年雇用の従業員で行うか、という問題である。こ

うした問題は、一部地域・企業ベースでは比較

的早くから対応が急がれてきた課題であり（嶋

2008）、杜氏を筆頭とする酒造技能者サイドから

も「通年雇用の実現」への要望が打ち出されてい

たが、多くの酒造会社では近年まで、いわゆる内

部請負制的なかたちで酒づくりの作業を担う組織

の編成が行われてきたとされている。

　本稿は、酒造業における製造現場の組織、すな

わち酒づくりの作業を担う組織にまつわるマネジ

メントの変容を、データを基にして明らかにする

ものである。なかでも、杜氏に率いられた酒づく

りの作業組織１）の変化に焦点をあてる。具体的に

は、南部杜氏協会所蔵の資料を用い、その中から

分析対象となる７社を抽出し、その事例を用いて

1980年・1990年・2000年・2005年の４つの時点

で、酒づくりに携わる作業集団の人数の変化を整

理し、分析を行う。そして、酒づくりの作業を担

う組織の変容から、酒造業におけるマネジメント

の変化を探索的に明らかにしようとするものであ

る。

２．既存研究の整理

　内部請負制は、近代的労務管理の成立に伴っ

て、いわゆる先進工業国の大企業においては直接

的労務管理体制にとってかわられていると考えら

れる（平尾1995ほか）。日本においてはつい先ご

ろまで、大企業を中心としていわゆる長期安定雇

用という人事・労務管理の慣行が見られた。その

傍証が「終身雇用（慣行）の崩壊」という言説の

増加である。いわゆる終身雇用ないし長期安定雇

用という慣行の端緒を近代以前に認める見解もあ

るが２）、少なくとも第一次世界大戦ごろまでの時

期には「親方」あるいは「頭」と呼ばれる職長が

職場を管理する内部請負制的な間接的労務管理体

制が、当時の大企業、すなわち造船業などの重工

業でも見られたとされる。その後、重工業を中心

とする製造業、およびその他の産業において、直

接的労務管理体制への転換が広範に進んでいくこ

とになる。直接的労務管理体制が、内部請負制を

基礎とするような間接的労務管理体制にとって換

わっていくのはおおよそ1910年以降のことである

といわれている（池田1997、尾高2000ほか）。

　一方、酒造業においては、酒づくりの作業が季

節雇用（出稼ぎ）の技能者を中心として、杜氏の

責任のもとで行われることが、比較的近年まで一

般的であった。酒造技能者のトップに立つ杜氏

は「親方」などと呼ばれ、酒造会社と賃金や待遇

の交渉を行い、自らスカウトした酒造技能者の集

団を率いて酒づくりを行う存在であった。そのた

め、酒造会社のなかには擬制的な間接的労務管理

体制を取ってきたことも多かったものと思われ

る。この意味では、作業組織の編成原理に、擬制

的とはいえ内部請負制が位置づけられてきたとい

う点で、珍しい例といえるであろう。

　このような酒づくりの作業のやり方から派生す

る不都合が少なからず顕在化したこともあり、そ

の作業を行う組織のあり方は、近年急速に変化を

迫られている。作業組織の研究に示されているよ

うに、とくに製造業においては、技術が進み、ま
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た現場において労働者の自律性が求められるよう

になれば、作業組織もまた再編成されることにな

る。趙（2005）では自動車産業における作業組織

について研究が行われており、森田（2008）では

製造現場における作業組織研究の流れが整理され

るとともに、チーム作業方式ないしチーム制の状

況が実証的に確認されている。なお、チーム作業

方式には (1)作業者の広い自由裁量、(2)多能工化、
(3)共通目的の認識、(4)チームとしての一体感、(5)
ファシリテーターとしての監督者、という要素が

あるとされている（森田1998、奥林2000ほか）。

　前述のとおり、酒造業においては擬制的な内部

請負制による組織編成が長く行われてきた。その

意味で、酒づくりの作業に携わる組織のあり方

は、チーム作業方式導入のとば口にある状態、す

なわち、徐々にではあるが従前の状況からの転換

が図られつつある段階だと考えられる。そのこと

によって、酒造会社は製造工程全般に対する関与

を戦略的に高め、経験を積んだ酒造技能者人材の

高齢化への対応も含めて、大手メーカーとの競争

に打ち勝つための（相対的）高付加価値化を図り、

清酒の品質・安全性の向上を図るために、自社従

業員中心の酒づくりを志向しつつある。このよう

に考えると、酒づくりの作業に携わる組織の編成

は、経営学および労働経済学的視角による、作業

組織の研究、とりわけ製造業における作業組織の

研究によって明らかにされた、技術との関わりも

さることながら、酒造会社の戦略および酒造会社

を取り巻く外部環境要因の影響を大きく受けて、

変化しているものと思われる。ただし、酒づくり

の作業を担う組織ないし集団の変化について、実

証的に明らかにされているものは、管見のかぎり

見あたらない。

３．データの特徴と分析対象

　ここで、本稿で扱うデータの特徴を述べておこ

う。以下では、1980年・1990年・2000年・2005年

の４つの時点で、対象企業７社において、南部杜

氏に率いられた酒づくりの作業組織ないし集団の

人数の変化を見ていく。

　分析の基礎となる資料は、社団法人南部杜氏協

会の書庫に所蔵されている。協会の資料には、年

度ごとに酒造会社名、所在地、杜氏の氏名、杜氏

が所属する協会支部名が記載されている。本稿の

分析期間である1980年～ 2005年の間、南部杜氏

として酒づくりに携わる酒造技能者は、その全員

がもれなく南部杜氏協会に所属する慣例であっ

た。したがって、本稿で用いるデータには、「各

時点における南部杜氏」および「南部杜氏に率い

られた酒づくりの作業集団に属する蔵人」として

届出のなされた全員が含まれている。このため、

データは全数調査に近い性質を持っている。この

ことが、以下で、単純な構成比にしたがって議論

を進める理由である 。
　分析対象となった７社は、岩手県・宮城県・福

島県・富山県・埼玉県に所在している企業であ

り、いわゆる地場産業としての清酒製造業の事業

者である。清酒製造業の企業は99.6％が中小企業
に分類される企業規模であるが、兵庫県（灘地域）

や京都府（伏見地域）には、経営規模が大きく、

ナショナルブランド（以下ＮＢ）商品を全国展開

するメーカーが多く存在している。ＮＢ商品は、

機械化された設備によって生産され、テレビや雑

誌等の広告宣伝、大手スーパー等の流通経路をつ

うじて全国的に販売されているものである３）。一

方、今回分析対象とした７社の製品の販売、およ

び消費は当該県内、ないし近隣地域で行われるこ

とがほとんどであり、それら酒造会社が提供する

商品はいわゆる「地酒」として呼称されることが

ある。「地酒」という呼称は、当該酒造会社自身

が使用する場合もあれば、料飲店等でそのように

呼ばれている場合もあるが、いずれにしてもこれ

ら地方の酒造会社による清酒は地酒と呼ばれるこ

とがあり、その意味で今回扱う酒造会社は「地酒

メーカー」としての側面を持っている。

　次に、酒づくりの作業を行う組織について、そ

の職階の確認を行う。文化庁文化財部編（2006）

―   3 ―



では、酒造従業員の職階制として、「杜氏・頭・

麹師・酛師・槽頭・釜屋・精米屋・働き」の８つ

が示されている。これは、各地の酒造業の一般的

な姿を示したものであろう。一方、本稿で用いた

南部杜氏協会資料においては「顧問杜氏・杜氏

/製造部長・頭 /副杜氏・麹屋・酛屋・釜屋・槽
頭・醪係・精米係・洗米係・移動係・麹助手・醪

助手・酛助手・蒸助手・汽缶助手・精米助手・助

手・働」の19が記録されている。ただし、南部杜

氏協会の資料のなかでも、１つの酒造会社の酒づ

くりの作業を行う組織において、19の職階全てに

対応する人員が記録されていることはない。した

がって、呼称については各社の実情に応じて若干

の違いがあり、各職階にはりつけられている人材

の担当する仕事についても、その範囲には違いが

あるものと思われる。

　分析対象とした７社の内容を少し詳しくみて行

こう。予備的な聞き取り調査、南部杜氏協会資料

の予備的分析によって、酒づくりの作業を担う組

織のあり方には、大きく３つの要因が影響を及ぼ

していることが明らかになった。

　第一は、酒造会社の生産拠点がどの地域にある

か、ということである。前述したとおり、南部杜

氏は岩手県に居住しており、居住地から近いとこ

ろに酒造会社があれば、そこで働くこと、とりわ

け季節雇用というかたちで働くことに対する距離

感は少なくなるようである。そのため、酒造技能

者人材の確保は比較的容易になると考えられる。

そこで、対象とする企業の抽出において、県内企

業、隣県企業、県外企業、という分類軸を用いる

こととした。

　第二に、季節雇用の杜氏に酒づくりの作業を

中・長期的に任せようとするか、通年雇用の自社

従業員を中心とした酒づくりに切り替えようとす

るか、ということが挙げられる。これは、酒造会

社の戦略に係る部分である。業界全体としては、

酒造技能者人材の確保の困難性が強まり、自社従

業員を活用した酒づくりは不可避であるという認

識があるが、そうした経営環境の変化への対応に

は企業ごとに温度差がみられる。たとえば、同一

の県に所在している酒造会社であったとしても、

ある企業は通年雇用の自社従業員中心の酒づくり

への転換を志向し、またある企業は今までどおり

季節雇用の杜氏集団中心の酒づくりを志向する、

といったかたちで対応が大きくわかれる場合は少

なくない４）。そこで、対象とする企業の抽出にお

いて、従来型の杜氏集団中心の酒づくりの維持に

軸足を置く企業、杜氏集団中心の酒づくりからの

転換に軸足を置く企業、という分類軸を用いるこ

ととした。

　最後に、酒造会社の清酒生産量がどの程度か、

ということである。この点に関しては、対象とす

る企業の抽出において、当該酒造会社が所在する

都道府県内における製成数量の相対的な大きさ

で、製成数量大＝有力企業、製成数量小＝中堅企

業、という分類軸を用いることとした。一般的に、

製成数量を多く保つためには、製造の規模を大き

くする必要がある。この点については、機械化の

程度、あるいは製品に占める高付加価値商品の割

合といったところも加味して検討を行うべきであ

るが、データの秘匿等の関係上、今回はそれらを

特段考慮しないかたちで分析を行っている。以上

を考慮して、抽出された分析対象の７社は図表１

のとおりである。

図表１：分析対象企業の概要

４．酒づくりの作業を行う組織の変化

　以下では、調査対象として選定した７社につい

て、南部杜氏協会資料にもとづき酒づくりの作業
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図表１

社名 地域 組織構成の変化 製成数量（ｋｌ：1998年現在）

A 県内 維持 有力（1924kl）

B 県内 維持 中堅（855kl）

C 隣県 転換 有力（2513kl）

D 隣県 転換 有力（1925kl）

E 隣県 転換 有力（1390kl）

F 県外 維持 中堅（950kl）

G 県外 維持 有力（7396kl）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ
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を行う組織の変化を確認していく。分析対象企業

７社について、1980年・1990年・2000年・2005年

の４つの時点を取り上げ、当該企業の酒づくりの

作業を行う組織に属する蔵人の人数と構成を確認

していく。ちなみに、職階は杜氏含め19、全期間

の平均構成人数は18.3人である。分析には南部杜
氏協会の資料を用いる。そこには、各年度時点で

すでに杜氏その他の職階にあるとして、技能者個

人あるいは所属先企業より申告された情報をもと

に、協会が把握した状況が整理されている。資料

から蔵人の氏名・職階・生年月日をデータとして

抽出して用いている。なお、各社の作業集団の構

成については、職階の後に（　）で当該職階につ

いている人数を示すものとする。

４－１．県内有力企業Ａ社のケース

　Ａ社は、岩手県に製造拠点を構える酒造会社で

ある。創業は1871年（明治4年）であり、清酒の

生産量にあたる製成数量は1,924klと県内最大級
の生産量を誇っている。

図表２：A社の酒づくりの作業を行う組織の構成

　A社の酒づくりの作業を行う組織の変化を見て
みると、分析の最初の時点にあたる1980年には、

「杜氏 (1)・頭 (1)・麹屋 (2)・酛屋 (1)・釜屋 (2)・槽
頭 (1)・醪係 (1)・移動係 (2)・酛助手 (1)・助手 (1)」
の10職階14名の構成である。1990年は、「杜氏 (1)・
頭 (1)・麹屋 (2)・酛屋 (2)・釜屋 (1)・槽頭 (1)・醪
係 (2)・精米係 (1)・移動係 (2)・助手 (3)」の10職

階16名の構成である。2000年は、「杜氏 (1)・頭
(1)・麹屋 (2)・酛屋 (1)・釜屋 (1)・槽頭 (1)・醪係
(2)・精米係 (1)・洗米係 (1)・移動係 (1)」の10職階
12名の構成であり、2005年は「杜氏 (1)・頭 (1)・
麹屋 (2)・酛屋 (2)・槽頭 (2)・醪係 (2)・移動係 (1)」
の７職階11名の構成である。

　1980年からの４時点において、酒づくりの作業

を行う集団を構成するのは、全て杜氏に率いられ

た従来型の酒造技能者（蔵人）であった。なお、

1980年と2005年の時点を比べると、A社において
酒づくりの作業に携わる組織の人数は減少してお

り、その減少率は約21.4％である。

４－２．県内中堅企業B社のケース

　B社は、岩手県に製造拠点を構える酒造会社で
ある。創業は1872年（明治５年）、清酒の生産量

にあたる製成数量は855klであり、県内中位の生
産量である。

図表３：B社の酒づくりの作業を行う組織の構成

　B社の酒づくりの作業を行う組織の変化を見て
みると、分析の最初の時点にあたる1980年は「杜

氏 (1)・頭 (1)・麹屋 (2)・酛屋 (3)・釜屋 (2)・槽頭
(1)・醪係 (1)・移動係 (1)・醪助手 (1)・助手 (4)・
働 (1)」の11職階18名の構成である。1990年は「杜
氏 (1)・頭 (3)・麹屋 (2)・酛屋 (1)・釜屋 (1)・槽頭
(1)・醪係 (1)・移動係 (1)・酛助手 (1)・助手 (5)」
の10職階17名の構成である。2000年は「杜氏 (1)・
頭 (1)・麹屋 (1)・槽頭 (1)」の４職階４名の構成で
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図表２

凡例： は南部杜氏協会所属の蔵人を表し、中の数字は人数
を表す。

凡例： は南部杜氏協会所属の蔵人を表し、中の数字は人数
を表す。

図表３



あり、2005年は「杜氏 (1)・頭 (1)」の２職階２名
の構成である。

　1980年からの４時点において、酒づくりの作業

を行う集団を構成するのは、全て杜氏に率いられ

た従来型の酒造技能者（蔵人）であった。なお、

1980年と2005年の時点を比べると、B社において
酒づくりの作業に携わる組織の人数の減少率は約

88.9％である。

４－３．隣県有力企業C社のケース

　Ｃ社は、宮城県に製造拠点を構える酒造会社で

ある。創業は1973年（昭和48年）と酒造会社とし

ては非常に若い企業に見えるが、これは近隣の４

社が中小企業近代化促進法等の施策に対応するか

たちで統合してＣ社となった経緯があるためであ

る。清酒の生産量にあたる製成数量は2,513klで
あり、県内最大級の生産量を誇っている。

図表４：C社の酒づくりの作業を行う組織の構成

　同社の酒づくりの作業を行う組織の変化を見

てみると、1980年には、同社の酒づくりの作業を

行う組織は「杜氏 (1)・頭 (1)・麹屋 (2)・酛屋 (2)・
醪係 (2)・麹助手 (1)」の６職階９名から構成され
ている。1990年は「杜氏 (1)・頭 (1)・麹屋 (2)・酛
屋 (1)・釜屋 (1)・槽頭 (2)・醪係 (2)・洗米係 (1)・
麹助手 (1)・助手 (10)」の10職階22名の構成であ
る。2000年は「杜氏 (2)・頭 (1)・麹屋 (3)・酛屋
(3)・釜屋 (2)・槽頭 (2)・醪係 (2)・洗米係 (1)・助

手 (1)・働 (1)」の10職階18名の構成であり、2005
年は「杜氏 (2)・頭 (2)・麹屋 (2)・酛屋 (2)・釜屋
(1)・槽頭 (2)・醪係 (1)」の７職階12名の構成であ
る。

　Ｃ社においては、酒づくりの作業を行う集団の

構成を変えようとする意図がみられる。1980年の

時点では、酒づくりの作業を行う集団を構成する

のは、全て杜氏に率いられた従来型の酒造技能

者（蔵人）であった。しかし、1990年の時点では

22人中19人が杜氏に率いられた従来型の酒造技

能者であり、３人（頭・釜屋・洗米係：各１名）

が自社従業員であった。さらに、2000年の時点で

は、18人中12人が従来型の酒造技能者であり、６

人（杜氏・麹屋・モト屋・釜屋・槽頭・醪係：各

１名）が自社従業員となった。そして、2005年の

時点では、12人中７人が従来型の酒造技能者であ

り、５人（杜氏・頭・頭・モト屋・槽頭：各１

名）が自社従業員となった。なお、1980年と2005

年の時点を比べると、Ｃ社において酒づくりの作

業に携わる組織の人数は増加しており、増加率は

約33.3％である。

４－４．隣県有力企業D社のケース

　Ｄ社は、宮城県に製造拠点を構える酒造会社で

ある。創業は1724年（享保９年）である。清酒の

生産量にあたる製成数量は1,925klであり、Ｃ社
に次いで県内第二の生産量を誇っている。

図表５：D社の酒づくりの作業を行う組織の構成
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凡例： は南部杜氏協会所属の蔵人を表し、中の数字は人数
を表す。 は当該企業に直接雇用されている従業員、
中の数字は人数を表す。

図表４

凡例： は南部杜氏協会所属の蔵人を表し、中の数字は人数
を表す。 は当該企業に直接雇用されている従業員、
中の数字は人数を表す。

図表５



酒造業における作業組織の変化 －南部杜氏集団による酒づくりの事例から－

　Ｄ社の酒づくりの作業を行う組織の変化を見て

みると、分析の最初の時点にあたる1980年は「顧

問杜氏 (1)・杜氏 (1)・頭 (1)・麹屋 (1)・酛屋 (1)・
釜屋 (1)・槽頭 (1)・醪係 (1)・移動係 (1)・蒸助手
(1)・醪助手 (1)・働 (1)」の12職階12名の構成であ
る。1990年は「杜氏 (1)・頭 (1)・麹屋 (2)・酛屋
(2)・釜屋 (1)・槽頭 (1)・醪係 (2)・助手 (1)」の８
職階11名で構成されている。2000年は「杜氏 (3)・
頭 (2)・麹屋 (2)・酛屋 (1)・醪係 (1)・移動係 (1)」
の６職階10名の構成であり、2005年は「杜氏 (2)・
頭 (1)・麹屋 (3)・酛屋 (3)・釜屋 (1)・醪係 (3)・洗
米係 (1)・助手 (2)」の８職階16名の構成である。
　Ｄ社においても、酒づくりの作業を行う集団の

構成を変えようとする意図がみられる。1980年・

1990年の時点までは、酒づくりの作業を行う集団

を構成するのは、全て杜氏に率いられた従来型の

酒造技能者（蔵人）であった。しかし、2000年の

時点では10人中６人が杜氏に率いられた従来型の

酒造技能者であり、４人（杜氏・副杜氏・麹屋・

移動係：各１名）が自社従業員であった。さら

に、2005年の時点では、16人中10人が従来型の酒

造技能者であり、６人（副杜氏・麹屋・麹屋・モ

ト屋・釜屋・醪係：各１名）が自社従業員であっ

た。なお、1980年と2005年の時点を比べると、Ｄ

社において酒づくりの作業に携わる組織の人数は

増加しており、増加率は約33.3％である。

４－５．隣県有力企業E社のケース

　Ｅ社は、福島県に製造拠点を構える酒造会社で

ある。創業は1752年（宝暦２年）であり、清酒の

生産量にあたる製成数量は1,390klと県内最大級
の生産量を誇っている。

　Ｅ社の酒づくりの作業を行う組織の変化を見

てみると、分析の最初の時点にあたる1980年は

「杜氏 (1)・頭 (2)・麹屋 (2)・酛屋 (1)・釜屋 (1)・槽
頭 (1)・醪係 (1)・洗米係 (1)・移動係 (1)・麹助手
(2)・酛助手 (1)・醪助手 (2)・助手 (3)・働 (1)」の
15職階22名の構成である。1990年は「杜氏 (2)・
頭 (1)・麹屋 (2)・酛屋 (1)・釜屋 (1)・槽頭 (1)・麹

助手 (1)・酛助手 (1)・蒸助手 (1)・助手 (1)」の10
職階12名の構成である。2000年は「頭 (1)・醪係
(1)・麹助手 (4)・酛助手 (1)・蒸助手 (1)」の５職階
８名の構成であり、2005年には南部杜氏に率いら

れた酒造技能者は、杜氏以下まったく資料上で確

認できなくなっている。

　1980年から2000年までの３時点において、酒づ

くりの作業を行う集団を構成するのは、全て杜氏

に率いられた従来型の酒造技能者（蔵人）であっ

た。なお、1980年と2000年の時点を比べると、E
社において酒づくりの作業に携わる組織の人数の

減少率は約65.6％である。

４－６．県外中堅企業F社のケース

　Ｆ社は、富山県に製造拠点を構える酒造会社で

ある。創業は1862年（文久９年）、清酒の生産量

にあたる製成数量は950klと県内中位の生産量で
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図表７

図表６

凡例： は南部杜氏協会所属の蔵人を表し、中の数字は人数
を表す。

図表６：E社の酒づくりの作業を行う組織の構成

図表７：Ｆ社の酒づくりの作業を行う組織の構成

凡例： は南部杜氏協会所属の蔵人を表し、中の数字は人数
を表す。



ある。

　Ｆ社の酒づくりの作業を行う組織の変化を見

てみると、分析の最初の時点にあたる1980年は

「杜氏 (1)・頭 (1)・麹屋 (1)・酛屋 (1)・釜屋 (1)・槽
頭 (1)・醪係 (1)・移動係 (1)・麹助手 (2)・酛助手
(1)・蒸助手 (1)・醪助手 (2)・助手 (2)」の13職階
16名で構成されている。1990年は「杜氏 (1)・頭
(1)・麹屋 (1)・酛屋 (1)・釜屋 (2)・醪係 (2)・移動
係 (1)・麹助手 (1)」の８職階10名で構成されてい
る。2000年以降は、南部杜氏に率いられた酒造技

能者は杜氏ともども確認できない。

　1980年から1990年までの２時点において、酒づ

くりの作業を行う集団を構成するのは、全て杜氏

に率いられた従来型の酒造技能者（蔵人）であっ

た。なお、1980年と1990年の時点を比べると、Ｆ

社において酒づくりの作業に携わる組織の人数の

減少率は約37.5％である。

４－７．県外有力企業G社のケース

　Ｇ社は、埼玉県に製造拠点を構える酒造会社で

ある。創業は1808年（文化５年）、清酒の生産量

にあたる製成数量は7,396klであり、県内最大級
の生産量を誇っている。Ｇ社は、埼玉以外に京都

にも製造拠点を持っているため、前述の製成数量

は２つの拠点の数量を合計したものである。

　Ｇ社の酒づくりの作業を行う組織の変化を見

てみると、分析の最初の時点にあたる1980年は

「杜氏 (1)・頭 (2)・麹屋 (1)・酛屋 (1)・釜屋 (2)・槽
頭 (4)・醪係 (4)・精米係 (3)・移動係 (2)・精米助
手 (1)・助手 (3)・働 (1)」の12職階25名の構成であ
る。1990年は「杜氏 (1)・頭 (2)・麹屋 (2)・酛屋
(2)・釜屋 (2)・槽頭 (1)・醪係 (1)・精米係 (6)・助
手 (10)」の９職階27名の構成である。2000年は「杜
氏 (2)・麹屋 (2)・酛屋 (1)・釜屋 (1)」の４職階６
名の構成であり、2005年は「精米係 (4)」の１職階
４名の構成である。

　1980年からの４時点において、酒づくりの作業

を行う集団を構成するのは、全て杜氏に率いられ

た従来型の酒造技能者（蔵人）であった。なお、

1980年と2005年の時点を比べると、G社において
酒づくりの作業に携わる組織の人数の減少率は約

84.0％である。

５．まとめ

　最後に、発見事項を整理し、そこからインプリ

ケーションを導出するとともに、本稿の限界を述

べてまとめとしたい。本稿では、南部杜氏協会所

蔵の資料にもとづき、その中から分析対象となる

７社を抽出し、その事例を用いて1980年・1990

年・2000年・2005年の４つの時点で、酒づくりに

携わる作業集団の人数の変化を整理し、分析を

行った。

５－１．酒づくりの作業組織の変容

　南部杜氏協会資料の整理によって、南部杜氏に

よって率いられた技能者集団には19の職階がある

ことが確認された。また、分析対象とした７社に

おいて、酒づくりの作業を行う組織の構成に関し

て、２つの変化が確認された。第一の変化は、酒

づくりの作業を行う組織の構成人数の数的変化で

ある。７社中、５社においては酒づくりの作業を

行う組織の構成人数が減少傾向にあり、増加して

いるのはC社とD社の２社であった。この変化
は、組織構成人数が減少した企業の５社にみる動

きに象徴されるように、酒づくりに携わる組織の
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図表８

凡例： は南部杜氏協会所属の蔵人を表し、中の数字は人数
を表す。

図表８：Ｇ社の酒づくりの作業を行う組織の構成



酒造業における作業組織の変化 －南部杜氏集団による酒づくりの事例から－

縮小として確認できよう。ここには、モノの上げ

下ろしや移動に係る労働力が、設備・機械の導入

により削減されたという要因、および製成数量の

減少という要因が考えられる。

　第二の変化は、酒づくりの作業を行う組織の構

成人員の質的変化である。このことは、前出の数

的変化の一方の側面、すなわち酒づくりに携わる

組織を構成する人数が増加している２社の事例に

関する説明ともなろう。第二の変化については、

次のように考えられる。酒づくりの作業を行う組

織の変容と、杜氏によって率いられた技能者集団

との関係についてまとめたものが図表９である。

そこに示したとおり、1980年から2005年までの４

時点をつうじてみると、杜氏によって率いられた

技能者集団の活用について、３つのタイプに分類

することができる。

図表９：�酒づくりの作業を行う組織の変容と杜氏集団
との関係

　第一のタイプ（Ａ社・Ｂ社・Ｇ社）は、杜氏集

団温存型である。酒づくりの作業を行う組織にお

いて、杜氏によって率いられた技能者集団を専ら

活用し続けてきた企業である。その意味で、伝統

的な杜氏集団に依存的な酒づくりを前提に、それ

を継続しようとする企業である。このタイプの企

業について今後の人材マネジメントということを

考えると、酒づくりの作業を行う組織の構成人数

の減少傾向と、酒造技能者人材確保の困難性が増

す一方であることが予測される以上、従来のやり

方に変えて何らかの手当てをとる必要性がある。

たとえば、次にふれる杜氏集団継承型のように、

伝統的な杜氏集団を活用できるうちに、基本とな

る工程に自社従業員を配し、それによって人材の

育成を図ることが考えられる。

　第二のタイプ（Ｃ社・Ｄ社）は、杜氏集団継承

型である。このタイプの企業では、酒づくりの作

業を行う組織において、杜氏に率いられた従来型

の酒造技能者（蔵人）の活用が続けられている。

しかし、その活用については杜氏集団に依存する

のではなく、要所に従来型の蔵人を配しながら、

酒づくりの作業集団の中に自社従業員を加えるか

たちが取られている。したがって、変容の背景に

自社従業員中心の酒づくりへの転換の意図がうか

がえる。Ｃ社、Ｄ社の自社従業員の配員について

共通点を見出すとすれば「副杜氏」と「麹屋」に

自社従業員を置いていることが挙げられる。

　第三のタイプ（Ｅ社・Ｆ社）は、杜氏集団断絶

型である。これらの企業でも、酒づくりの作業を

行う組織において、杜氏によって率いられた技能

者集団だけが専ら活用され続けてきた。しかし、

ある時点からその存在が確認できなくなってい

る。これらの企業については、追加的な調査の結

果、酒づくりの作業を行う組織について、大幅な

変更が行われている。１社は自社従業員のみ（Ｅ

社）で酒づくりを行うため、南部杜氏の集団を呼

び寄せなくなった。もう１社は、南部杜氏により

率いられた蔵人ではなく、他地域の杜氏によって

率いられた技能者集団によって酒づくり作業を行

うというように（Ｆ社）へ急激に切り替えが行わ

れていた。　

５－２．杜氏によるマネジメントの変容

　さらに、酒造業における製造現場のマネジメン

トについては、次のようなことが示唆されよう。

分析対象とした７社のケースから、酒づくりの作

業を行う組織の人数には総じて減少傾向がみら

れ、その構成にもまた変化がみられる。それは、

杜氏を頂点とする技能者集団が中心となって行わ

れる酒づくりの作業自体の変化を示している。ま
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杜氏集団温存型

Ａ：県内有力企業
Ｂ：県内中堅企業
Ｇ：県外有力企業

杜氏集団継承型 杜氏集団断絶型

Ｃ：隣県有力企業
Ｄ：隣県有力企業

Ｅ：隣県中堅企業
Ｆ：県外中堅企業

・杜氏集団が比較的長期

かつ大人数で酒づくりに
従事してきた（依存的）。

・近年、急激に酒づくりに
おける杜氏集団の人数が
減少している。

・自社従業員中心の酒づ
くりへの急激な転換、また
は装置産業化、あるいは
製造拠点の移動が推測さ
れる。

・ある時期以降、同一職階
内で杜氏集団と自社従業
員（県外会員）を組み合わ
せている。

・杜氏集団の人数、組織
年齢ともに安定的である。

・自社従業員中心の酒づく
りへの切り替えを、中長期
的かつ計画的に行ってい
ることが推測される。

・ある時期まで杜氏集団を
中心とした酒づくりが行わ
れ、また杜氏集団の構成
も安定的であった。

・ある時期以降、杜氏集団
の人数は０になっている。

・自社従業員中心の酒づく
りへの切り替えを、ドラス
ティックに進めたことが推
測される。



た、その作業を行うべく杜氏に率いられた組織お

よびそうした組織構成のあり方が解体しつつある

ことを示している。さらにこのことは、杜氏集団

に依存する酒づくりからの転換、技術・技能習得

環境の変化を伴いながら進む、擬制的なかたちで

残っていた内部請負制的な労務管理の変容として

捉えることができる。

　同様にまた、杜氏の果たすべき役割にも変化が

認められる。換言すれば、酒づくりに携わる集団、

ないし組織に対して杜氏が行うマネジメントには

質的な変容が認められる。

　杜氏集団温存型や杜氏集団断絶型の企業にみら

れるような、酒造会社における擬制的な内部請負

制的労務管理体制が成立しえた背景には、杜氏が

酒造技能者の集団を率い、マネジメントを行い得

たことがある。また、そうした状況での酒づくり

が、しばらく維持されることを期待するとすれ

ば、その背景にある、親方としての杜氏という存

在の大きさが保たれなければならないと考えられ

る。このことは、従来型の酒づくりに携わる酒造

技能者の組織において、親方たる杜氏は、監督者

かつマネジャーとして、絶対的な存在感を持って

いたということと符合している。一蔵人としての

酒造技能者にとっては、杜氏は酒づくりの親方で

あるのみならず、まさに自分の生殺与奪を左右す

る存在であると認識されていたに違いない。その

面において、杜氏の権威・権力、ないしリーダー

シップは、正当性を有したものとして受容されて

いたものと思われる。このような状態を所与とし

て行われる集団へのマネジメントは、従来続いて

きた、また現在杜氏のポジションに就いている世

代の技能者がその影響下にあったものと同一であ

る。この延長線上に行われる杜氏によるマネジメ

ントは、ある意味で自明のものであり、杜氏自身

にも、杜氏に率いられた作業組織にも違和感なく

受け取られるものであったと考えられる。その意

味で、酒造会社は酒づくりという作業に伴うマネ

ジメントを含め、杜氏に任せておけば事足りたの

である。

　他方、杜氏集団の融解を伴いながら進んだ酒造

会社における直接的労務管理体制の進展は、杜氏

の役割にも変化を及ぼしている。酒づくりに携わ

る組織において、杜氏は依然として監督者かつマ

ネジャーとしての役割を果たすが、その存在感に

は大きな差異がある。それは、酒づくりに携わる

組織が、杜氏集団を背景とする季節雇用に基づく

酒造技能者のみで構成されるのではなく、通年雇

用に基づき酒造会社に就職した一般従業員を一定

数含んだかたちで構成されることによっている。

つまり、従来杜氏が持っていた存在感は減衰し、

権威・権力ないしリーダーシップの源泉が揺らい

でくる。とりわけ、会社と雇用契約を直接に取り

交わした従業員にとっては、あくまでも会社に勤

務しそのなかで与えられた職務として酒づくりに

携わるのであり、杜氏の存在は上長・上司の１人

として相対化される。

　したがって、杜氏の側からしても、酒づくりに

携わる組織に対するマネジメントのあり方を変え

ざるを得ない。すなわち、自分の息のかかった酒

造技能者（集団）のマネジメントへの要請は減少

する。一方、酒造会社に直接雇用されている通年

雇用の従業員へのマネジメントの必要性は増加す

る。このとき、自分が技能習得の過程、ないし修

業の過程でその影響下にあったマネジメントは通

用しなくなる。そして、自らが杜氏として腕を振

るおうとする際、リーダーシップは揺らぎ、自分

の指導方法や説明する言葉に対して自覚的になり

得るのであろう。酒造会社に直接雇用されている

通年雇用の従業員を、酒づくりの作業を行う組織

に取り込んで戦力化しながら、マネジメントを行

うことが求められているという現状認識、ならび

に今後の方向性は、杜氏のリーダーシップや作業

集団へのマネジメントのあり方にみなおしを迫る

要因なのである。つまり、酒造会社ならびに杜氏

には、酒づくりにおいて、季節雇用の酒造技能者

と通年雇用の自社従業員という、雇用形態や賃金

体系の異なる人材の協働を促すマネジメントが求

められていると考えられよう。とりわけ、技術・
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技能の継承含みで通年雇用の自社従業員中心の酒

づくりへの転換を進めようとする酒造会社の戦略

が明確である場合には、杜氏自身によって実践を

つうじて意識化され、酒造会社によって再規定さ

れたところの杜氏のマネジメント、杜氏のリー

ダーシップが重要になってくるわけである。

　以上、本稿では酒造業の現場において、酒づ

くりに携わる組織の構成が変化していることを、

データをもとに明らかにしてきた。清酒の産地、

および各地域の酒造会社に対する聞き取り調査を

加味して考えても、出稼ぎ労働・季節雇用頼みの

酒づくりからの転換を図り、酒づくりに携わる組

織の編成を変えようとしている企業が大半であ

る。そしてこのことは、酒造業におけるマネジメ

ントの重層的変化を伴うものである。こうしたこ

とを鑑みると、酒造業のマネジメントは新たな

フェーズに入りつつあると考えることができよ

う。

　しかし、酒づくりの作業についての、冬季の出

稼ぎ労働により行われているとの認識からか、な

お依然として強いのではなかろうか。そうした認

識から派生するイメージは、酒造業のマネジメン

トにおける両刃の剣として機能していることを最

後に指摘したい。

　ひとつの側面、すなわち人事・労務管理、そし

て生産管理という観点からすれば、非正規労働者

に主たる製品の製造を委ねるばかりか、それら人

材の人手に依存した製造工程を温存するマネジメ

ントであるとして、いたずらに後進性を指摘され

る要因となりうる。結果、そうした体質を改善で

きない企業というようなネガティブなイメージを

想起させるかもしれないのである。

　いまひとつの側面、すなわちマーケティングと

りわけ販売戦略という面からみれば、技能・技術

をもった職人（そしてかれは農業に従事している

ために、原料である米の状態に知悉している）の

手によって製品が製造され、手づくりを活かした

製造工程を（意図するとせざるとにかかわらず）

残し、維持するマネジメントであるとして、実態

以上の姿として評価させる要因ともなりうる。結

果、こだわりの製法や伝統を守る企業というよう

なポジティブなイメージを想起させるかもしれな

いのである。

　この両面の微妙なバランスのうえに、酒造業と

りわけ「地酒」を製造販売している酒造会社のマ

ネジメントが成立している部分がある。そのよう

に考えると、清酒に対する需要の落ち込みによる

生産量の減少と、杜氏を中心とする技能者人材確

保の困難性がいっそう強まれば、本稿で明らかに

したように、酒づくり作業組織の変容がより進

み、酒造業のマネジメントという側面にも影響が

及んで行くものと考えられよう。

　本稿には、分析対象としたデータに未整備な部

分があること、製成数量と作業集団との関係を考

える上で少なからぬウェートをもつ機械化の程

度、あるいは製品に占める高付加価値商品の割合

といった点が加味されていないこと、などの限界

がある。本稿で扱うことのできなかったこれらの

点を加味した分析には、改めて取り組みたいと考

えている。
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【注】

１） 作業組織に関する研究は数多く蓄積されている（赤岡
1989など）。特に、技術―社会システム論的見地から
の研究が多数蓄積されており、その背景にある労働の
質や、当該組織における自律性と絡めた理論的・実証
的研究が行われている。本稿では、この用語に随伴す
る諸問題、背景といったところはひとまず触れず、酒
づくりの作業を担当する組織ないし集団を表すものと
して限定的に使用することとする。

２） たとえば、間（1998）などでは、日本企業における終
身雇用ないし長期安定雇用の源流を江戸時代に求める
見解がみられる。

３） もちろん、灘や伏見に所在する企業であれば経営規模
が大きく、ＮＢ商品を全国に流通させるかたちでの経
営を行っているわけではない。そのような状況にある
中小規模の企業では，灘・伏見＝ＮＢ商品という図式
からの差別化が課題となってくるわけである。

４） 酒造会社にとって、通年雇用の自社従業員中心の酒づ
くりを志向するか、（それまでどおり）季節雇用の杜
氏集団中心の酒づくりを志向するか、ということは、
重要な判断を伴う経営問題である。このことには、コ
ストという要因が大きくかかわっている。「季節雇用
の酒造技能者」と表記されると、その存在を「非正規
雇用の労働者」であり「雇用に係るコストが相対的に
安価である」存在としてみなしがちであろう。しかし、
ここ数年で「季節雇用の酒造技能者」の賃金は大幅に
上昇している。
　たとえば、全国酒造従業員組合（酒造技能者の連合
組織）から日本酒造組合中央会（酒造会社の連合組織）
への要請として統一賃金として日額「杜氏：27,665
円」、「杜氏補佐：16,274円」が提示されて、さらに「杜
氏の賃金は杜氏補佐の1.7倍以上であることが」要請さ
れている。このことから、冬季の酒造期に杜氏、およ
びかれに率いられた蔵人集団を雇用することが、コス
ト面から大きな負担になる酒造会社は多いものと思わ
れる。
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