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要　　旨

　本稿の目的は、酒造業における技能者、とくに杜氏の技能形成の実態を分析し、技能形成にかかる
環境の変化について論じるものである。酒づくりの責任者である杜氏は、酒造技能者として「知的熟
練」を有する存在であるとみなされており、かれらは、杜氏を中心とする技能者集団を基礎として技
能を修得し、磨いてきた存在である。
　分析の結果から、酒づくり作業に携わる組織の変化として、構成人数を年代を追ってみた場合、明
らかな減少傾向がみられ、さらに、それらの作業組織の成員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、杜氏の技能形成環境にかかる変容を示唆するものであ
ると考えられる。

キーワード

酒造業、越後杜氏、杜氏の技能、技能習得環境の変化、新潟清酒学校

英文要旨

�is paper will clarify changes in the work skills of sake brewers. 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 process of acquiring 
work skills of the Toji (Chief Sake Brewers).
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１．はじめに

　本稿の目的は、酒造業における技能者、とくに

杜氏の技能形成の実態を分析し、技能形成にかか

る環境の変化について論じるものである。

　製造業において、その生産に従事する労働者の

技能形成については、すでに数多くの経営学的研

究蓄積がある。しかし、それらの研究は、鉄鋼・

自動車・電気機器等、いわゆる「ものづくり系」

の製造業を対象とするものであり、かつそれら企

業の大規模工場における労働者の技能形成に関す

る研究が大多数である。

　製造業の大規模工場における生産には、その進

度は様々であろうが、流れ作業の方式が取り入れ

られ、作業の効率化に大きく寄与している。この

流れ作業方式との関係で、製造業の生産に携わる

労働者の「知的熟練」（小池，1981ほか）および

｢知的熟練｣を身につけた従業員の育成が指摘さ

れてきた。小池によれば、「知的熟練」とは変化

と問題をこなすノウハウであり、熟練者はそれを

用いることにより、不確実な状況下で発生するさ

まざまな問題の原因を推理し、対処できるとされ

ている（小池，1986、小池・猪木，1987）。

　中小企業が過半を占める清酒製造業（以下、酒

造業）における生産は、製造業の大企業における

大規模量産の方式とは異なる部分が多い。そのこ

とは設備機器の導入状況の違いからも明らかであ

るが、生産に従事する技能者、とくにその責任者

である杜氏への依存度が高くなっていることから

も明らかである。

　酒づくりの責任者である杜氏は、酒造技能者と

して「知的熟練」を有する存在であるとみなされ

ており、かれらは、杜氏を中心とする技能者集団

を基礎として技能を修得し、磨いてきた存在であ

る。つまり、酒づくりに携わろうとする人材は、

技能者集団に周辺的参加というかたちで加わりな

がらキャリアをスタートし、長期の経験を積むこ

とによって技能を高め、より責任の重い役割を任

されながら、選ばれた人だけが最終的に杜氏にな

ることができたわけである（青木，1998、伊賀，

2000、矢野，2004ほか）。

　しかし、酒造会社が酒造期に杜氏を中心とする

技能者集団を呼び寄せ、大挙してやってくるかれ

らを丸抱えで雇い、技能者は杜氏の号令一下、蔵

にて起居を共にしながら一冬、酒づくりにあた

る、というやり方が継続されることは少なくなっ

ている。このことは、技能者集団への参加をつう

じた技能継承、というやり方に見直しを迫る要因

であり、酒造業の人材育成に大きな影響を及ぼし

ていると考えられる。

　そこで、本稿では第一に、酒造業において、従

来の人材育成を担保してきた環境変化の整理を行

う。第二に、杜氏（酒造技能者）の技能形成の実

態について分析を行う。そして、杜氏の技能を受

け継ぐ人材育成の方法について考察するものであ

る。

２．既存研究の整理

　小池（2005）では、流れ作業方式における生産

労働者の「知的熟練」のあり方が詳述されている。

大規模量産工場における流れ作業方式による生産

であっても、そこには常に「変化」と「問題」に

代表される不確実性（uncertainly）が発生してい
る。不確実性は「定常作業」および「非定常作業」

の両者において発生するものであるが、それへの

対処を可能にするのが、生産労働者の「知的熟練」

であり、それは職場におけるOJTによって形成
される。

　定常作業の技能形成について、司馬（1964）で

は一種類長期型と多種類短期型のタイプを機械へ

の習熟という側面から明らかにしている。一種類

長期型とは、１つの機械への習熟期間が長くかか

るタイプの技能であり、多種類短期型とは、１つ

１つの機械への習熟期間は短いものの、複数の機

械を使えるようになるための技能である。これら

は、生産工場において使用される機械と技能形成

との関係を扱ったものであるため、杜氏（酒造技
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能者）の技能形成に直接的に援用することは適切

ではない。しかし、酒づくりの技能の習熟に要す

る期間と製造工程との関係を考える際に示唆的で

ある。

　産業としての酒造業を経営学的視点から扱っ

たものとしては、桜井（1981）、加護野・石井

（1991）、森本・矢倉（1998）を挙げることができ

る。これらのなかでは、地域産業としての酒造業

の現状と動向、ビジネスシステムが多面的に研究

されている。

　酒造業における人材育成を考える上では、杜氏

という仕事やその役割に焦点を当てた文献も参考

になる。それは、出稼ぎによる酒づくりという就

労形態の成立を論じたもの（中村，1999、松田，

1999、矢野，2004など）や、杜氏自身あるいは彼

らに近い人びとが技能・技術習得の経験や酒蔵で

の生活をまとめたもの（農口，2003、高浜，2003

など）に大別できる。これらの文献では、酒づく

りの技能・技術を習得していくプロセスが体験的

に論じられ、それらが徒弟制度的に行われてきた

ことが確認できる。また、知識創造の観点から

熟練者の技能の分析を試みた研究（梅本・妹尾，

2001）もある１。

　酒づくりに従事する人材の育成を中心的に扱っ

た研究は、管見のかぎり多くはない。日本酒造

組合中央会の人材育成施策を詳述したもの（畑，

1992）や、初代校長として新潟清酒学校の運営に

尽力した嶋（2008）の著作などがみられる程度で

ある。後述するように従前の酒造業の人材育成を

担保してきた環境の変化を受けて、いくつかの地

域では、人材育成の仕組みを地域をベースとして

整備し、運営しようとする取り組みがみられる。

新潟では新潟清酒学校の設立による「学校形式」

（関，2005）の育成が、山形では山形県工業技術

センターの主導による「公設研究機関主導」（小

関，2004、関，2007）の育成が、福島では清酒ア

カデミーの設立と工業技術センターの関与による

「折衷型」（関，2008）の育成が展開されており、

それらを活用することによって、中小酒造業の人

材育成が進められている。

３．酒造技能者の育成にかかる環境の変化

３－１．杜氏になるまでの期間

　酒造業は、酒造従業者、特に杜氏を中心とした

技能者の高齢化や、後継者不足に悩まされてい

る。日本酒造杜氏組合連合会の調査（平成15年度）

には、杜氏および杜氏補佐の平均年齢が、それぞ

れ62.8歳、58.5歳であることが示されている。と
りわけ、季節雇用で働く杜氏では、その約80％が

60歳を超えており、高齢化が顕著である。

　かれらは、技能者集団に周辺的参加というかた

ちで加わりながらキャリアをスタートし、長期の

経験を積むことによって技能を高め、より責任の

重い役割を任されながら、選ばれて杜氏になった

存在である。では、徒弟制度的に行われてきた人

材育成、および技術・技能の習得を伴う杜氏への

ステップとしての「長期の経験」は、どのような

内容をもつのだろうか。典型は、つぎのような経

歴である。

高等小学校を終えたら，すぐに長岡の酒蔵に働
きに出て・・・（中略）・・・群馬の酒蔵の後は、
二十七，八歳で初めて杜氏になって京都府の宮津
の蔵に行って・・・（中略）・・・この蔵（新潟県）
に来たのが昭和三十五年。（高浜，2003）

　この杜氏は、高等小学校を卒業後、酒造工、す

なわち杜氏集団における「働き」として県内（長

岡）の蔵で酒づくりに携わりはじめ、２つの蔵で

の経験を経て杜氏になっている。

　さらに、卓越した技術・技能をもつ技能者とし

て表彰された越後杜氏の例をみてみよう。かれら

は新潟県酒造従業員組合より推薦され、その技

術・技能が卓越しているとして表彰された越後杜

氏であり、平成22年現在まで、19人が国・県・市

による表彰を受けている。調査対象者は、それぞ

れ「現代の名工（２名）」「黄綬褒章（11名）」「勲

六等瑞宝章（１名）」「にいがたの名工（13名）」

を受けている（複数受賞を含む）。　
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　卓越した技能者として表彰された19人の越後杜

氏の例をみると、「初たび」すなわち最初に「酒

男」として酒づくりの集団に加わり、酒づくりに

従事しはじめた年齢は平均で約16.8歳となってい
る。「初たび」から、杜氏になるまでの期間は平

均で約16年となっている。このことから、杜氏集

団において経験を積み，様々な仕事をこなして

「杜氏」となるには、10 ～ 15年程度の年月が必要

とされることがわかる。

３－２．杜氏になってからの移動

　つぎに、経験をつうじた技術・技能の習得が、

１つの会社・職場内で行われるのか、複数の会

社・職場を移動しながら行われるのかについてみ

てみよう。

　関（2008）では、1980年から1991年の期間にお

ける南部杜氏の進出数上位６県（福島・宮城・岩

手・山形・茨城・青森）を対象に、各地域におけ

る杜氏交代の回数という点から南部杜氏の同一業

種内移動ついて分析を行った。進出数の多い順に

数値を並べるとつぎのようになる。

図表１：南部杜氏の同一業種内移動
（1980年～ 1991年）

県名
杜氏交代
回数
（回）

杜氏延べ
人数
（人）

交代率 杜氏継続率
（％）

福 島 46 709 6.48   42.9
宮 城 34 477 7.12   25.5
岩 手 34 294 8.33   35.9
山 形 12 270 4.44   31.0
茨 城 34 320 10.63   18.8
青 森 10 266 3.76   52.0

（出典：南部杜氏協会資料より作成）

　図表１から、南部杜氏の1980から91年の移動に

ついては、１社にとどまるというより、同一業

種・同一職種内での移動が多くあったと考えられ

る。このことは、酒造技能者の技能の習得・向上

過程にも少なからず影響を及ぼしているものと推

測される。

　清酒の酒質、および企業独自の味や伝統の維

持、言い換えれば企業の差別化要因となる酒の違

いをつくりだすということから考えると、酒づく

りの責任者である杜氏が頻繁に変わるということ

は好ましくない事態であろう。

４．酒づくりに携わる組織の変化

　このように、杜氏に率いられた技能者集団に製

造の大半を委ねる酒づくりのあり方は、杜氏集団

という人材のプールが衰退するにつれて、そのや

り方自体が経営問題化するとともに、人材育成上

の課題としても顕在化してきたのである。酒造会

社は、清酒の品質・安全性の向上を図るために、

製造工程全般に対する関与を戦略的に高めてい

る。また、大手メーカーとの競争に打ち勝つため

の（相対的）高付加価値化を図るために酒質を向

上させ、杜氏集団での経験を基礎とする技能者の

高齢化への対応も含めて、自社従業員中心の酒づ

くりを志向しつつある。

　では、自社従業員中心の酒づくりへの転換は、

どのように進められているのであろうか。酒づく

りの作業を担う組織ないし集団の変化という点か

らみていくこととする。

　関（2010）では、1980年・1990年・2000年・2005

年の４つの時点で、対象企業７社について、南部

杜氏に率いられて酒づくりに携わる組織の人数の

変化を整理し、構成の変化について分析を行っ

た。

図表２：７社の酒づくり組織の変容
（80年・90年・00年・05年）

社名 地域 作業組織
変革の意図 製成数量

Ａ社 県内 維持 有力
Ｂ社 県内 維持 中堅
Ｃ社 隣県 転換 有力
Ｄ社 隣県 転換 有力
Ｅ社 隣県 転換 有力
Ｆ社 県外 維持 中堅
Ｇ社 県外 維持 有力

（出典：南部杜氏協会資料より作成）
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　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。

図表３：酒づくり組織の人数変化
（80年・90年・00年・05年）

社名 1980年 1990年 2000年 2005年
Ａ社 14 16 12 11
Ｂ社 18 17 ４ ２
Ｃ社 ９ 22 18 12
Ｄ社 12 11 10 16
Ｅ社 22 12 ８ ０
Ｆ社 16 10 ０ ０
Ｇ社 25 27 ６ ４

（出典：南部杜氏協会資料より筆者作成）

　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。図表３に示したとお

り、７社中、５社においては酒づくりの作業を行

う組織の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。年度ごとの増減
および構成については、関（2009）に詳述してい

るため本稿ではふれないが、これは酒づくりの作

業を行う人数の減少を示す数字であり、酒づくり

に携わる組織の縮小として確認できよう。

　第二の変化は、酒づくりの作業を行う組織構成

の質的変化である。この変化について、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４である。図表のとおり、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かんして、３つのタ

イプに分類することができる。

　第１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だけを

活用し続けてきた企業である。今後のことを考え

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うかがえ

る。

　第２のタイプ（Ｃ社・Ｄ社）は、杜氏集団継承

型である。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）を

活用しながら、その集団の中に自社従業員が加わ

るかたちが取られており、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。

　第３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

者集団だけが活用され続けてきたが、ある時点か

らその存在が確認できなくなっている。

　杜氏および技能者集団からの技術・技能継承を

含み、自社従業員中心の酒づくりへの転換を考え

た場合、参考となるのは、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）を活用しながら、その集団の中に自

社従業員が加わるかたち（第２のタイプ）である。

このやり方においては、杜氏集団に依存するので

はなく、要所には従来型の酒造技能者と自社従業

員の両立体制をとれるように組織を構成している

ことがポイントであろう。

５．杜氏の技能形成

　以上のように、酒造業における製造現場では、

杜氏を中心とする技能者から清酒製造に係るノウ
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1

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。

（出典：筆者作成）

図表４：�酒づくりの作業を行う組織の変容と杜氏集団
との関係



ハウを受け継ぎ、同時にそれを受け取れるレベル

まで従業員の技術・技能を向上させることが課題

となっている。言いかえれば、季節雇用の技能者

頼みの酒づくりから、季節雇用の技能者と通年雇

用の自社従業員とが協力して行う酒づくりへ、さ

らには自社従業員中心の酒づくりへの転換を視野

に入れた人材育成の体制づくりが課題となってい

るのである。その際に、杜氏の技能形成の実態を

明らかにすることが不可欠である。

５－１．酒づくりの工程と杜氏の技能

　それでは、杜氏が酒づくりにおいて果たしてい

る役割はいかなるものであろうか。以下では、杜

氏に対する聞き取り調査の結果、および杜氏ある

いはかれらに近い人々によって著された書籍等の

記述を用いて、杜氏の技能について考察してい

く。

　酒づくりは、一般的に図表５のような工程を

とって行われる。もちろん、設備や機器の導入状

況や、製造する酒の商品（タイプ）ラインナップ

によっては、このような流れにならない場合もあ

る。

　酒づくりの一連の作業において、普通酒・本醸

造酒・純米酒・吟醸酒・純米吟醸酒、それぞれの

工程は連続的に行われるが、蔵のなかの作業とし

ては、製造計画に則り「本醸造酒のもろみがタン

クで発酵過程にあり、一方で吟醸酒用の麹がつく

られる」といったかたちで作業が進められる。杜

氏には、各製品の工程を管理するとともに、製造

計画にしたがって秋季に計画した製成数量（とタ

イプ）をこしらえることが求められるのである。

　杜氏に対する聞き取り調査、および杜氏あるい

はかれらに近い人々によって著された書籍等の記

述から考えると、杜氏は酒づくりにおいて、少な

くとも次の２つの役割を果たしていると考えられ

る。

　第一の役割は、製造工程の計画・管理であり、

図表５の作業全般に係る管理である。清酒は、醸

造酒でありながらその製造において、世界的に見

ても稀な「並行複発酵」という製造法を採ってい

る。並行複発酵とは、原料となる米に含まれてい

るデンプンを麹菌の作用によって発酵性糖類に分

解させ（糖化）、それと同時に清酒酵母の働きに

よってアルコール発酵を進めて行くという方式で

あり、糖化とアルコール発酵の２つの作用がバラ

ンスよく行われるように目配りをすることが重要

である。

　杜氏は、温度や湿度、ボーメの値といった数値

の管理とあわせて、自らの技能をつうじて、蒸し

あがった米を手で触り、麹菌を振りかけた蒸米を

口にし、モロミタンクの表面の泡を目で見る、な

どの感覚での認識も加味して、それぞれの状態の

チェックを行っている。その際には、技能を活か

して、香り・手触り・（醗酵経過の）味・酒質、

などを良い方向に高めていくだけでなく、それら

を維持するための、異常や不具合の感知にも技能

が活用される。このような技能は、仕込みの量を

少なく抑え、手づくりの作業を残したかたちで行

われる、吟醸酒・大吟醸酒・純米大吟醸酒づくり

において、いっそう重要になってくる。

　第二の役割は、酒づくりの作業を担う集団への

マネジメントであり、前節までに述べてきたよう

な酒造技能者に係る管理である。「酒づくりは人

づくり」という言葉が現場に伝わっていることか

らもわかるように、杜氏には人材のマネジメント

が求められる。

　現在、各酒造会社で酒づくりに携わる技能者の

構成には、質的な変化がある。近年の酒づくり集
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図表５：酒づくりの工程

（出典：酒のしおりより筆者作成）
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団の構成をみると、杜氏が「親方」として率いる

酒造技能者の減少と、酒造メーカーに直接雇用さ

れる従業員（技能者）の増加がみられる。これは、

報酬や制裁によるパワーの維持を困難にするのみ

ならず、その正統性を揺るがす事態である。した

がって、杜氏によるリーダーシップの発揮、およ

び酒造技能者に対するマネジメントのあり方は協

調的なものへの変化しており、杜氏のヒトに対す

るマネジメントのあり方も変化（関，2010）して

いる。

５－２．原料米処理工程の管理

　以下では、第一の役割、すなわち「清酒製造工

程の管理」という役割のなかから、(a)原料米の
処理、(b)蒸米の管理と製麹、(c)醗酵の管理、に
かかる技能形成の実態を取り上げる。

　最初の工程は、(a)原料米の処理である。この
作業において杜氏は、原料米の状態の確認、とく

に精米歩合の確認を行う。次に、原料米に付着し

ている糠や雑分を取り除く目的で洗米を行う。洗

米の後には、原料米に適切な割合の水分を吸わせ

ていく浸漬という作業を行う。浸漬を特に厳密に

行う場合、その作業は限定吸水と呼ばれる。洗米、

浸漬、限定吸水という作業を米の状態にあわせて

適切に行うことは、良い蒸米をつくるために必須

である。

　ただ洗うんでは駄目で、米粒に残った糠をほん
とにきれいに洗い落として、しかも決められた分
だけ水を吸うようにしてやるんだ。この時、どれ
だけ水を吸わせてやるかがカンどころだ。また洗
米の後には「浸漬」といって、水に漬けておく操
作もしんばならんが、それが後になって大きく影
響する（高浜，p.30-p.31.）。

　年ごとに原料米となる米のできばえは異なり、

水を吸いにくかったり、吸いやすかったりする。

また、精米歩合の高低によっても、水分の吸収に

は差がある。そこで、目標の水分量になるように、

限定吸水を行って、米を水に漬ける時間を調節す

る必要が出てくる。計時はストップウォッチで行

い、水分量は測定器で計測するが、米を水に漬け

る時間を決めるのは、杜氏の役割である。このよ

うに、杜氏は、原料米の処理という工程をつうじ

て、使用する米の性質や精米歩合を把握し、用途

に合わせて浸漬の時間を加減することによって、

米に含まれる水分量を調整している。

５－３．蒸米の管理と製麹工程

　つぎに、(b)原料米を蒸す「蒸米」および「製
麹」の工程をみてみよう。洗米・浸漬によって吸

水が行われた原料米を蒸し、麹室に引き込んだ蒸

米の上に「種麹」を振りかけていく。麹菌には水

分を求める性質があるため、蒸米の水分量を調節

して、麹菌を適切に繁殖させることが、その後の

工程にとって非常に重要である。酒づくりの世界

には「一麹、二もと、三造り」という言葉がある。

それは、各作業の首尾が、最終的な清酒の酒質に

影響を及ぼしていくことを表現したものである。

　蔵は淡麗辛口の酒をつくっている。麹もそれに
あわせたものにしたいわけさ。蒸米もそれに合っ
たものが必要になってくる。それが「外硬内軟」
の蒸米さね。外硬内軟の蒸米というのは、米粒の
外側が硬くて内側は柔らかいという蒸米です（高
浜，p.32.）。

　一般的によい蒸米の状態は「外硬内軟」と表現

される。先述したように、麹菌には水分を求める

性質があり、蒸米が「外硬内軟」の状態になって

いれば、米の表面に付着した麹菌は、米粒の内部

の水分が多い部分をめがけて菌糸を伸ばし、繁殖

していく。したがって杜氏は、各蔵、各製品の酒

質から逆算して、蒸米を仕上げられるよう、温度

と湿度のチェックを行っている。

　麹室に引き込んだら、蒸米をよくほぐし、「種
麹」をまく。・・・（中略）・・・種麹をまく時の
蒸米の温度は35度から36度、水分量も35パーセン
トから36パーセントというあたりが目安だいね。
いい麹を育てようと思ったら、種麹をまくときの
蒸米の品温と水分量に神経をつかわんば駄目だ
（高浜，p.46-p.48.）。
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　麹室に引き込んだ蒸米に種麹を振りかける「種

きり」の作業では、杜氏が麹菌の入った容器を振

る高さや回数を加減することによって、振りかけ

る麹の量を調整している。種麹を振りかけられた

蒸米は、温度を保った状態で時間を置いた後、そ

れを「床もみ」という作業で、麹菌を満遍なく行

きわたらせ、米粒をほぐしていく。さらに、温度

を保ちながら時間を置いた後、「麹蓋」と呼ばれ

る容器に、米粒（麹）を盛っていく。麹菌を繁殖

させ、米粒の内部に「突ぜこませる」ために、麹

蓋に入れた米を乾燥させていく。乾燥度合い、突

ぜ具合を判断し、約45 ～ 50時間かけて麹を仕上

げるのは杜氏の役割である。

　麹の温度の変化はデジタルの温度計で正確にわ
かるが、手でもわかる。だども、乾燥具合は手で
ないとわからんわけだ。やっぱり手で触って確か
めないと。手で触って乾燥具合がわかれば、その
後の変化もある程度は予想がつくし、麹蓋をあお
る回数もわかる。いや、手で触った感じだけでは
ねえな。耳もあるな。麹蓋を振ったときの音で
も乾燥具合はわかるわ。重いような、鈍いような
音がすれば、米粒が湿っていることだわ（高浜，
p.132-p.133.）。

　

　この作業において、杜氏の多くは上に引用した

杜氏のやり方と同様に、麹を手で触り、麹蓋を

振った音を聞き、麹の育ち具合を確認している。

また、麹を手にとって、香りを嗅ぐということも

行われる。麹の手触りや香りを、それまでの酒づ

くりの経験と照らし合わせ、麹の状態を判断して

いるわけである。

　洗米～浸漬～蒸米～製麹という流れ、およびそ

れ以降の酒づくりの一連の流れは、おのずとそれ

ぞれ前の作業の制約を受けることになる。そのた

め、ある１つの作業が上首尾に行われていない、

あるいは許容範囲内ではあるが微調整が必要にな

る、といったことも考えられる。

　蒸米が、・・・（中略）・・・ちょっと軟らかい
（場合がある）けれども、これはゆっくり、静か

に、時間をかけて、ムロのなかで乾かそうと、そ
ういうことができるんです。ところが、芯に吸っ
て真っ白くなって、（蒸米が）硬くってはどうに
もならないと。そんなのは（麹）菌つけても、ど
うにもならない、表面だけが濡れ破精的な、麹菌
がついて、まわって、中に入らない（越後杜氏A
氏に対する聞き取り調査）。

　そのような場合は、杜氏によって前の作業の不

具合をリカバリーする作業を行う決定がなされ

る。蒸米の状態が軟らかく今一歩であった場合、

製麹作業において、麹を乾かす時間を多めに確保

し、切返し作業の回数を増やすなどして、その後

の作業に響かない程度に仕上げていく。こうした

作業を加えながら調整を行うのも杜氏の役割であ

り、作業をつうじて不測の事態を回避しようとす

る行動の一例であると考えられる。

５－４．酒母工程の管理

　酒母づくりの工程は、次のもろみの工程におい

て、旺盛なアルコール発酵を促すような、酵母の

培養を目的とするものである。タンクに水を入

れ、乳酸を入れたのち、それを撹拌してから、酵

母を入れ、さらに麹を加えていく。そのまま２時

間ほど置き、蒸米を投入して、酒母がつくられる。

　温かくなれば麹の酵素が活動してきますから、
酵母が生息するための必要な糖分を補給するため
に、暖気を入れるんです。いわば酵母の餌づくり
ですが、暖気操作というのは糖化、生酸、増殖と
いう３つの作用を持っている大事な操作です。こ
の３つをうまくコントロールするために暖気を入
れるんです。（藤田，p.99.）

　蒸米を加えることにより、タンク内の液体に

おいて酵母の活動を促し、約14日間かけて純粋

な酵母を培養し、もろみに仕込んでいく。杜氏

は、酵母の活動を促すためにタンク内の温度管理

を行う。具体的には、３日目に８℃まで温度を下

げ、以降少しずつ温度を上げて、８日目に20℃に

導き、それ以降は徐々に温度を下げていく。酒母

の温度を上昇させるための「暖気操作」は、杜氏
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の役割である。温度上昇が鈍ければ、暖気樽を長

く入れて酵母の活動を促し、温度上昇が早すぎれ

ば、湧くのを抑えるように品温を加減していく。

５－５．醗酵・もろみ工程の管理

　酒母をベースにして、清酒の仕込み作業が行わ

れる。本仕込みとも呼ばれるこの工程では、並行

複発酵を促し、雑菌の進入を防ぐために「三段仕

込み」というやり方が行われる。三段仕込みでは、

酒母の中に水と麹、蒸米を三回に分けて加えてい

く。

　酒というのは健全さが一番大事です。たとえ
ば、正常醗酵のときと、そうじゃなくて何か問題
が発生しているときとでは、香りが違います。通
常の醗酵のときの香りではなくて、鼻をつくよう
な変な香り。それがわからんようでは、杜氏はつ
とまらんわね。ただ、それは、やはり経験から。
学問上の醗酵学だけではわからないし、初めての
ときにもわからない。これはおかしなものじゃな
いかという判断は、経験を積まないとできないん
ですね。（藤田，p.113.）

　モロミは、麹の出来、酒母の出来に依存する。

杜氏は、温度や濃度を測定することに加えて、香

りについても経験に照らして判断し、発酵の進捗

を捉え、異常（の気配）を見抜き、調整する。

　泡の状態を「面」というだんが、経験を積み、
カンができてくると、面を見るだけでももろみの
状態がわかるわいね。面を見るだけで、このもろ
みは発酵が進みすぎているとか遅いとか判断でき
るわけさ。そして、頭の中に入っている物差しに
合わせて、いろいろな手を打って調整するわけだ
（高浜，p.62.）。

　このように、杜氏は成分分析の数値やデータと

ともに、発酵の進み具合を「状貌」あるいは「面」

を見て、視覚によって判断する。モロミの期間は

約25 ～ 35日程度であり、その間の温度や濃度、

成分分析の数値を経過表に記しながら、それらの

データにモロミ面の状態把握を加味し、発酵に異

常がないかを確認するのは杜氏の役割である。

５－６．熟度の管理

　酒づくりの最後は、上槽、すなわちモロミを

搾って、酒と酒粕に分け「清」酒にする工程であ

る。上槽という作業を行う意思決定をすること

は、モロミの期間を終わらせるタイミングの判断

を伴う。

　吟醸酒の場合でも、普通酒の場合であっても、
やはり適当なブドウ糖を残したところで搾りま
す。酵母がうんとアルコールをつくって完全醗酵
させてから搾るほうがいいけど、でも酵母に糖を
喰いきる力がないのに、まだメーターが切れない
からと待ち続けてもだめだということです。酵母
の状態は、メーターがストップしたなというとこ
ろで、分析したらわかります。醗酵が止まって酵
母が死滅したら、アミノ酸が若干増える。そう
なったら、もう、すぐに搾らなければいけないん
ですよ。それ以上頑張っても、香りも出ないし、
アルコールも出ない（藤田，p.122.）。

　杜氏は、成分分析の結果と、モロミ面の状貌を

見ながら、発酵を停止させるタイミングを見計

らっている。発酵が完全に止まってしまうと、雑

味が残ってしまうし、発酵し足りないとアルコー

ル度数が上がらなくなる。そのため、発酵状態の

進捗を見極めて上槽するという意思決定を行うこ

とが杜氏の技能として重要になっている。

６．�中小酒造業の人材育成―新潟清酒学
校の事例―

　以上のように、杜氏は酒づくりの作業におい

て、その技能を活かし、「清酒の製造工程の計画・

管理」を行っている。杜氏が保有している技能は、

いわゆる「知的熟練」の一種として捉えることが

できよう。

　それでは、そうした技能を持った人材をどのよ

うに育成すればよいのだろうか。先述したよう

に、酒づくりの作業を行う組織の人数には減少傾

向がみられ、その構成にも変化がみられる。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、そしてその作業を行う
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べく杜氏に率いられた組織が解体されつつあるこ

とを示す。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

きるのであり、杜氏集団への参加をつうじた人材

育成が機能しなくなっていることをも示すもので

ある。

　杜氏集団が衰退し、清酒製造の現場の高齢化が

進めば、従来型の人材育成のやり方は困難にな

る。ましてや、10年から15年の時間をかけて、酒

づくりに携わり、その作業に責任をもてる人材を

育成するなどということはあり得ないであろう。

こうした状況を各企業が看過してきたわけではな

いが、酒造会社の99.6％は中小企業であり、各社
が単独で教育・訓練の体制を整備し運用すること

は難しい。

　こうした課題への対応は、人材育成の仕組みを

地域ぐるみで整備し、運営しようとする取り組み

として実現化されている。地域をベースとして進

められる人材育成の仕組みの整備、運営の成功例

が新潟県酒造業による「学校形式」の育成、「新

潟清酒学校」である 。

６－１．新潟清酒学校の概要

　新潟清酒学校のケースは、地域に所在する人

的・物的リソースを活用して人材育成の仕組みに

つなげた例である。1984年に設立された同校の場

合、地域産業のニーズに合致した支援態勢の整備

が行われたこと、すなわち学校運営の主体とし

て、利害関係の対立する酒造会社の協力を取り付

け、地域の研究機関や自治体、関係諸団体を巻き

こんだことが、地域をベースとした人材育成の鍵

となっている。

　清酒学校の設立には、新潟県酒造業の戦略であ

る「淡麗辛口化」 を裏打ちする人材の育成を企図
した側面がある。もともと、新潟での酒づくりに

は、寒冷地という特性に起因する低温での仕込

み、主力酒造米である五百万石の特性など、淡麗

な酒に仕上がる土壌があった。そこを土台とし

て、食生活の欧風化や労働の変容といった外部環

境の変化を読み取った新潟県醸造試験場は、淡麗

かつ辛口な酒質の実現を目指して、越後流「吟醸

づくり」の技法の科学的な裏づけを行った。そし

て、その方向性を積極的に受け入れたいくつかの

酒造メーカーを先導役とし、各社が次第に吟醸酒

づくりに力を入れ始め、その技法を一般酒レベル

の酒づくりにまで反映させていったのである。こ

れが、新潟の酒といえば淡麗辛口、という成果を

もたらした戦略的な取り組みである。

　淡麗辛口化を推し進めるには、それを担保する

人材の育成が不可欠であった。1984年に設立され

た清酒学校は、設立趣旨に「新潟清酒学校は酒造

技能者育成のための専門教育機関である」とうた

われているとおり、新潟県酒造業が地域ぐるみで

立ち上げた自前の人材育成の仕組みである。

　清酒学校には設立時から、新潟県酒造組合、新

潟県醸造試験、および関連４団体と呼ばれる新潟

県酒造従業員組合連合会、新潟県杜氏研究会、新

潟県清酒研究会、新潟県清酒学校同窓会が深く関

与している。一方で、伝統型の杜氏のなかには学

校に積極的に協力をしなかった部分もあったが、

無理に協力を仰ぐことはなかった。このことは、

経験による弊害の除去、地域の酒づくりのやり方

に存在する慣性の打破、をもたらした。
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88

20名（若干増減有）定員

3年間（１年１７日程度）期間

卒業生は300人超。約90％が

県内メーカーに在籍。

杜氏を担当する卒業生31名。
備考

新潟県内の酒造企業に通年
雇用されている35歳以下の

従業員（企業主の推薦要）。
対象

新潟清酒協会（関連4団体）主体

新潟清酒学校（1984年設立）

１．基礎科学および
醸造学の知識

２．清酒製造および
醸造学の知識

３．法規・法令に
関するもの

４．業界に関するもの
５．清酒の知識に

関するもの
６．監督者に必要な

基礎知識
７．一般常識に

関するもの
８．その他必要なもの

実習・講義の領域

図表６：新潟清酒学校の概要

（出典：新潟清酒学校資料より筆者作成）
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６－２．新潟清酒学校の成果

　講義や実習の展開に際しては、新潟県醸造試験

場、新潟県酒造組合、および各酒造会社が連携し

て、酒造理論の習得を目的とする講義を行うだけ

でなく、酒造会社が製造現場を、醸造試験場が研

究室を実習の場として提供している。

　このことにより、座学を中心とするO�-JTを
酒造の閑散期に行い、そこで学習した内容を冬期

の酒づくりの現場におけるOJTで確認するとい
うやり方で回していくことが可能になる。

　ただし、通常であれば、市場で直接のライバル

関係にあり、販売競争を行う酒造会社の製造現場

を、見学や実習の場として提供することには少な

からず抵抗感があると思われる。しかし、新潟の

酒造会社では「（技能や知識、ノウハウの）全部

を公開したところで、同じものはつくれない。だ

から、技能者の集まりや、他地域との交流のなか

で公開してもかまわない。」といった言葉が聞か

れることが多い。つまり、地域をベースとして整

備された「学校」で教えられる知識、実習で修得

される技術や技能は、あくまでも基礎的なもので

あり、各企業の競争優位性の源泉となる模倣の難

しい技術や技能、知識とは別のものであるという

認識が、新潟清酒学校という仕組みが継続的に運

営されることによって支配的になってきたものと

考えられる。

　清酒学校の修養年数は３年、定員は20名程度、

春から秋期に集中的な講義・実習が行われる。清

酒学校の卒業生は300名を超える。酒造技能者の

育成という側面から成果を確認するとすれば、卒

業生の県内酒造メーカー在職率は約88％に達す

る。また、県内96社で、杜氏またはそれに相当す

る職位を務める卒業生が31人存在する。言いかえ

れば、新潟県酒造業を支える杜氏は世代交代が進

み、その３分の１が新潟清酒学校の卒業生に代替

わりしているのである。これらの数字は，「新潟

県清酒業界の発展に寄与する人材の育成」の達成

度合を示すものであり，卒業生杜氏は同地におけ

る人材育成の象徴である。

６－３．清酒学校講師の意味

　前述のとおり、清酒学校の学習内容は、試験的

に醸造を行って清酒製造の一連の工程を体験する

実習と、酒造理論や分析法など座学による講義の

組み合わせである。

　講師陣は、その出身母体から３群に分けられ

る。第一は、新潟県醸造試験場所属の研究員であ

る。彼らは、専門的知識に基づく醸造理論や分析、

発酵管理などの講義・実習を担当する。

　第二は、新潟県清酒研究会に属する講師であ

る。その多くが、酒造会社の分析・研究部門に勤

める技術者である。実習・講義の担当は、原料

米、分析、ろ過など製品の品質管理に係る部分に

加え、機器管理、生物・化学の基礎的講義も担当

する。

　第三は、新潟県酒造従業員組合連合会（以下、

連合会）に属する講師である。連合会は、その名

称が示すとおり杜氏集団への参加をつうじて技

術・技能を身につけた技能者の組織であったが、

酒造会社に勤務する従業員にも門戸が開かれ、現

在では清酒学校卒業生の大半が所属するように

なっている。講義・実習の担当は、酒づくりの要

の部分である原料米処理、製麹、酒母、もろみの

管理および調合、ろ過、出荷管理等である。

　先述したとおり、伝統型の杜氏のなかには当

初、学校に肯定的ではない面々もあり、学校設立

当初は第三の講師群は非常に少なかった。しか

し、卒業生杜氏の数が増加していることを背景

に、ここ数年はとくに第二、第三の講師陣に占め
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図表7

 
①：新潟県醸造試験場関連

醸造理論、分析、発酵管理など（11人）

②：新潟清酒研究会関連
原料米、麹・酒母・もろみ管理など（28人）

③：新潟県酒造従業員組合連合会関連
原料米処理、生産管理、調合・ろ過など（12人）

講義・実習担当領域

②・③の講師に占める
「学校卒業生」の増加

図表７：清酒学校講師の構成

（出典：新潟清酒学校資料より筆者作成）



る清酒学校卒業生の数が増加している。

　学習内容には、第三の講師陣が専ら担当する領

域がある。それは、酒づくりの総合的な技能・技

術が問われる「吟醸づくり」に関するものである。

吟醸づくりを用いた酒が世に出て、専門家や杜氏

仲間から評価を受ける機会の１つが品評会、鑑評

会である。たとえば、「全国金賞10回」とか「関

信局首席」などの結果は評価される。それらの場

で、評価を受けた技能者が講師に選ばれることが

多いようである。

　先述したように、第三の講師陣に占める学校卒

業生の割合は増加傾向にある２。教わる側から教

える側になった卒業生は、「改めて教科書を読み

直した」「自分のやっていることを整理してみた」

と口を揃えて言う。そして、教えることの意味を

問うと「教えることで真剣に勉強した」「改めて

作業の意味を理解した」「自分の酒づくりにもい

い影響があった」といった言葉がかえってくる。

このように、教えるという役割を果たすことによ

り、教わったことの再確認、理論や手法、作業の

意味の理解が促進される。さらに、自分の技能に

ついてその到達点を確認し、それを相対化した上

で再構成する、という人材育成上の効果が確認さ

れるのである。

　新潟酒造業における人材育成の仕組みで特筆す

べきことは、学校設立当初から講師陣の入れ替え

が想定されており、いわば戦略的に卒業生に「教

える」という役割を担わせようとしてきたことに

もある。

７．まとめにかえて

　本稿では、酒造業のおける酒づくり作業を取り

上げ、そこにおける杜氏の技能形成の実態を把握

し、技能形成をめぐる環境が変化していることを

明らかにした。分析の結果、明らかになったのは

以下の点である。

⑴　杜氏の役割は、「清酒の製造工程の計画・管

理」と「酒づくりの作業を担う集団へのマネジ

メント」に大別される。

⑵　「清酒の製造工程の計画・管理」にかかる杜

氏の技能は、製造工程での「変化」や「問題」

といった不確実性にいたるシグナルの感知、あ

るいは不確実性を減少させる作業をつうじて、

酒質の向上に用いられている。

⑶　酒造業における従来の技能形成、人材育成を

担保してきた環境は激変しており、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。

⑷　経営規模に起因する制約により、酒造メー

カー各社が人材育成を行えない場合、その仕組

みを地域ぐるみで整備し、運営することが重要

である。

　とりわけ、今回の調査分析から、杜氏という酒

づくりの技能者が従来、その技術・技能を習得し

てきた環境そのものが変化していることが明らか

になった。杜氏ないしその予備軍であるところの

酒造技能者の働き方は、農業を生業として、農閑

期の仕事として酒づくりに従事する、という働き

方から、職場として酒造会社に勤め、仕事として

酒づくりに従事する、という働き方へ変化してい

る。

　それにともない、酒づくりを行う集団に周辺的

に加わり、そのなかで徐々に技術・技能を習得

し、磨いていって杜氏になるという技能形成をめ

ぐる環境が、職場でのOJTや地域をベースとし
た人材育成の仕組みをつうじた技術・技能の形成

というそれへ大きく変化しているのである。

　また、杜氏の技能形成について、杜氏に対する

聞き取り調査、および杜氏あるいはかれらに近い

人々によって著された書籍等の記述をつうじて、

杜氏の役割が「清酒の製造工程の計画・管理」と

「酒づくりの作業を担う集団へのマネジメント」

に大別されることを示した。さらに、酒づくりの

工程およびそれぞれの作業の流れを追いながら、

杜氏の役割の実態を整理し、「変化」や「問題」
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が揺らぐ問題になる。ただし、酒造技能者の準拠集団
内の評価が、吟醸づくりに基づく鑑評会での成績を反
映するものであれば、良い評価を収めた卒業生が講師
に推挙されることに偏向は伴わない。そこで、学校の
講師陣は数年おきに行われる幹部による講師勉強会で
検討され、見直し・入れ替えを行っている。こうして、
清酒学校の講師に選ばれた卒業生は、教える役割を務
めるようになる。
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ながっていくわけである。このことは、杜氏諸氏

への聞き取りから「さかのぼる力」という言葉が

聞かれることに象徴的である。

　本稿には、データに未整備な部分があること、

酒づくりの作業における杜氏の役割を考える上で

少なからぬウェートをもつ機械化の程度や製品に

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

とのできなかったそれらの点については、稿を改

めて取り組みたいと考えている。

　　　　　　　　　　　　

【注】
１ 伝統的な嗜好品であり，食文化の一翼を担う清酒への
関心の高さを反映し，清酒にまつわる書籍は多い（坂
口1957；秋山1994；篠田1999など）。また，特定地域の
酒づくりやある時代以降の酒造業の形成過程を論じた
もの（上村1989；篠田1989；藤原1999など）や，清酒
の品質向上，製造方法の改良等に従事する立場から酒
づくりを論じたもの（上原2002；蓮尾2004）の蓄積も
ある。本稿がなるにあたっては，これらの研究からも
示唆を得ている。

２ そのことが酒づくりに携わる技能者の間で、納得感を
得られなければ、学校で教えられる技能・技術の体系
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