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総合職技術系2017

その技術で、国を支える
はじめに

酒類業の健全な発達のために

国税庁にはおよそ５万６千名の職員がいますが、
その中に60名ほど「鑑定官」と呼ばれる技術系職員
がいます。私たち鑑定官は、「酒類」と「揮発油」
に関する技術的なエキスパートとして、国税庁の税
務行政、酒類行政を支えています。

国税庁は課税を担当する官庁であると同時に、酒
類業を所管する官庁でもあります。私たちは、酒類
業の健全な発達を図るため、技術的側面から様々な
取組を行っています。
食品として酒類を見た場合、品質・安全性の確保
は不可欠です。私たちは、製造者に対する技術指導、
市販されている酒類の分析や品質評価による調査、
さらには食品添加物に関する国際会議への出席など
を通じて、国内に流通する酒類の品質・安全性の確
保に努めています。
また、酒類製造技術基盤の維持強化のため、製造
者に対して技術指導・相談を行っているほか、酒類
鑑評会を実施するなど、技術的側面から日本の酒造
りを支えています。
さらに、近年、飛躍的に伸びつつある日本産酒類
の海外輸出についても、技術面からの支援に取り組
んでおり、ますます国税庁技術系の活躍の場は広が
っています。

適正・公平な課税のために
酒類、揮発油は、製造方法や物理化学的性質など
によって分類され、分類ごとに税率が決まっていま
す。しかしこの分類は、見た目だけでは判断するこ
とができません。そこで、私たちが必要に応じて分
析を行い、判断材料を提供しています。分析結果に
よる科学的な裏付けは、適正・公平な課税を保つた
め、重要な役割を果たしているのです。
また、我々が行う分析内容は、科学技術の進歩や
社会情勢の影響を受けて変化しています。ワインや
ビールといったお酒は数千年の歴史があり、古代か
ら感覚・経験を頼りにした製造が連綿と続いてきま
したが、科学的な研究が進むにつれ、革新的な技術
やアイデアにより、新しい酒類が次々と誕生してい
ます。揮発油においても、地球温暖化対策という社
会的要請により、バイオエタノールなどを添加した
バイオガソリンが我が国にも導入され、普及してき
ています。
新しい酒類や揮発油が誕生することで、新たな分
析手法が必要になることもあります。私たちは科学
技術の進歩や社会情勢を肌で感じながら、独立行政
法人酒類総合研究所と連携して、新規分析手法の開
発・導入を行い、これらに対応しています。

皆さんへ
国税庁技術系のフィールドでは、問題と答えが直
截的に対応する単純な問題より、たくさんの因子か
らなる複雑で有機的な問題が多く、よく検討して最
適解を探るといった問題解決が求められます。我々
は、自分が見て・聞いて・感じたことを基に、責任
を持って考え、粘り強く取り組むタフな人材を求め
ています。
果敢に挑戦し、共に税務行政、そして酒類行政を
技術的側面から支えてくれる未来の「鑑定官」をお
待ちしています。
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国税庁技術系の業務

国税庁は、昭和24年に設置された内国税の賦課・徴収を担当する行政機関です。国税庁の下には、
全国に12の国税局（沖縄国税事務所を含む。）、524の税務署が設置されています。その他関係機関
を含めると、職員数は約56,000人。全省庁の中でも特に職員数の多い機関であると言えます。

国税庁は税務を執行する官庁であると同時に、酒類業を所管する官庁でもあります。
国税庁技術系職員は、その専門性を活かしてこれらの業務に当たります。

国税庁技術系として採用された職員は、主として国税庁の鑑定企画官及び全国の国税局にある鑑定
官室に勤務し、技術的事項に関する様々な事務に取り組んでいます。
また、国税庁と共に酒類行政の技術的分野を支える組織である独立行政法人酒類総合研究所と緊密
な連携を図り、双方の効率的・効果的な運営に努めています。

＜国税庁の職員数＞

課税物件の分析・鑑定

＜国税局等の所在地＞

札幌

国税庁
<約900人>

仙台

関東信越
金沢

酒税及び揮発油税の適正かつ公平な賦課の実現を図るた
め、酒類のアルコール分や、揮発油の成分などについての

国税局(12)
<約12,000人>

広島
福岡
名古屋

ため、その責務は大きく、最も重要な事務の１つです。

国税庁

大阪

分析及び鑑定を行っています。
この結果は課税に直結し、裁判の証拠になる場合もある

東京

酒類総合研究所

高松

税務署（524）

熊本

<約42,000人>
沖縄

酒造の技術支援
我が国の酒類製造者の多くは中小企業であり、技術基盤
の維持・強化が求められています。
そのため、技術的事項に関する指導・相談等を行うほか、
独立行政法人酒類総合研究所で得られた研究成果の普及を

行うなどにより、技術基盤の向上を図っています。
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酒類の安全性の確保
酒類は財政物資である以前に食品であることから、その
品質や安全性の確保は重要です。
国税庁においては、生産から消費まで全ての段階におい
て酒類の安全性の確保と品質水準の向上を図り、消費者に
安全で良質なお酒が提供されるよう諸施策に取り組んでい

ます。

02

課税物件の分析・鑑定
鑑定指導室へようこそ
国税局鑑定官室では、酒税及び揮発油税の適正かつ公平な賦課の実現を図るため、酒類のアルコール分や揮
発油の成分などについての分析・鑑定を行っています。

東京国税局鑑定官室鑑定指導室

この分析・鑑定の結果は課税に直結し、裁判の証拠になる場合もあるため、その責任は大きく、国税局鑑定

[平成22年入庁]

鑑定官

坂本

光一

官室の事務の中で最も重要なものです。また、その責務を果たすべく、分析値の信頼性の確保や、新規分析手
法の開発及び習得などにも努めています。
なお、高度な分析や新たな分析手法の開発が必要なものについては、(独)酒類総合研究所と連携して対応し
（鑑定指導室の上司と。筆者左。）

ています。

分析・鑑定事務の責任

鑑定官には幅広い専門知識が要求されています。

書や技術論文等の情報収集を行い、更に室員で議論

酒類やガソリンなどの揮発油類の製造に関する知識、

を尽くして解決策にたどり着いた時の喜びはひとし

それらの分析法に関する知識、税法に関する知識、

おです。同時に、数々の質問をこなすうちに自身の

統計に関する知識、食品の安全性に関する知識など、

専門知識が磨かれるため、とても「おいしい」役割

非常に多岐にわたります。大学等でこれら全てを専

だと感じています。

門にしていた方はいませんから、入庁後に研修等を
通じて必要な知識を身につけていくことになります。

札幌国税局鑑定官室
[平成13年入庁]

主任鑑定官

井原 信二

鑑定指導室は、新入庁職員の研修を担当し
ており、例えば、基本的な分析のテクニックや分析

課税の対象とされる物や行為、または事実を

課税物件といいますが、鑑定官室では課税物件の
うち酒類や揮発油類など、間接国税に関わる物品に
ついての分析及び鑑定を行っています。
酒類や揮発油類は、法律などで成分や性状等の理

りしています。
また、市販酒類を定期的に買い上げ、
容器に記載されている分析値が本当に正しいのか、

化学的な指標を元として定義されており、特に酒類

分類上定められた規格を満たしているか等の確認や、

については、原料や製法などにより細かく分類され、

酒類製造場や製油所の調査に際し、使用原料や製造

それらの分類により税率も異なっています。

工程が適切であるかの確認なども行っています。
これらの業務を的確に行うためには、一般的な理

税務調査などで入手した物品が課税物件に該当す
るのか、何に分類されるのかなどの確認が必要にな
った際、これら理化学的な指標からの確認も必要と
なってくることから、鑑定官室では分析・鑑定等

によりサポートを行うこととなります。
例えば、酒類の疑いがある液体について、その液
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体が酒類であるのか、酒類であるとしたらどの分類
に該当するのかを理化学分析などにより鑑定したり、

類製造場を訪ねて製造者の方などと話す機会は少な
く、少し寂しく思う時もあります。ですがそれ以上

値の統計的な取り扱い方法について丁寧に実習や講

に、最前線で働く鑑定官の活躍を陰ながら支え

義をしています。

るこの仕事に、大きなやりがいを感じています。

ガソリンと称する液体について、その液体が税法に
規定する揮発油に該当するのかなどの鑑定を行った

鑑定指導室員は、各国税局の鑑定官のように、酒

国民を「陰ながら支えるため」公務員を志望した
また、鑑定指導室は、鑑定官の相談役とし
ての顔もあります。日々各国税局の鑑定官から分
析・鑑定に関する複雑な質問が寄せられます。
過去の事例や他局の状況を確認するとともに専門

あの頃の自分。きっと、その心が今でも息づいてい
るのだと思います。
色とりどりの夢や、希望を抱いて入庁してくる皆
様とお会い出来る日を楽しみにお待ちしております。

◆ 酒税と揮発油税

化学的知識だけでなく、酒税法や揮発油税法などの

酒税と揮発油税は、景気の影響を受けにくく、

また、明治政府設立以降は地租とともに大きな

税法の知識や、酒類などの製造方法に関する幅広い

安定した税収が見込まれることから、国の財源と

財源となり、一時地租を抜き国税収入の首位と

知識が必要とされるとともに、文系の事務官に対し

して重要な役割を果たしています。現在の租税収

なったこともありました。

て分析鑑定結果を分かりやすく伝えることも要求さ

入などの合計に占める割合はそれぞれ約2％(1.4

れます。

兆円) と約4％(2.4兆円)となっています。

揮発油税は、温度15度において0.8017をこえ
ない比重を有する炭化水素油に課せられます。炭

酒税は、世界各国において古くから存在する、

化水素油に対する課税の起こりは、明治37年日露

酒類に課せられる間接税です。我が国においても

戦争の戦費調達を目的とした石油消費税とされて

取得するとともに、分析鑑定結果の伝え方を工

その歴史は古く、初めて課税されたのは今から約

います。揮発油の用途はほとんどが自動車用と

夫するなど、事務が円滑に進むよう努めています。

600年前と言われています。

なっています。

そのため、常に最新の技術情報などの知識を
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技術の研鑽、絶え間なく

酒造の技術支援

仙台国税局鑑定官室
[平成23年入庁]

鑑定官

山田

景太

酒類業の健全な発達のためには、酒類製造者の製造技術基盤が確かであり、安全で品質に問題のない製品が安定
して市場に供給される体制を整えることが必要です。我が国の酒類製造者の多くは中小企業であり、より一層の製
造技術基盤強化が求められています。

皆さんは全国各地の国税局において酒類鑑評会

そのため、製造場に臨場するなどして、製造技術に関する助言を行うほか、(独)酒類総合研究所で得られた様々
な研究成果の普及を行うなどにより、製造技術基盤の強化を支援しています。

が開催されていることをご存知ですか？酒類鑑評会
は、出品されたお酒の審査を通じて、製造者の技術を

また、各種団体等が主催する講習会への講師の派遣や、酒類製造者の製造技術研鑽のための鑑評会を実施してい
ます。

競う場であり、卓越した製造技術を有する製造場を表
彰するという取り組みです。
これは国税局の重要な業務の一つですが、鑑評会に

泡盛の技術コンシェルジュ
沖縄国税事務所間税課
[平成10年入庁]

主任鑑定官

小濱

元

うお酒をご存知でしょうか。泡盛は、沖縄が琉球であ

からの問い合わせなどに対してきめ細やかなサポート

った時代から製造されている、普通の焼酎とは少し原

もしています。これは、泡盛が沖縄固有のお酒であり、

料や製法が異なる蒸留酒です。

また離島という地勢上の問題もあって、技術的に孤立

沖縄には鑑定官が２名おり、酒類の技術的なエキス
パートとして、「泡盛が世界で愛されるような蒸留

しがちだからです。
沖縄の初代鑑定官は、当時、匂いのきつかった泡盛

酒」となることを支援するため、様々な施策に取り組

を、熱心な指導で改善したとして今でも語り継がれて

んでいます。

います。我々も、偉大な先輩の功績に負けぬよう、業

具体的には、「泡盛の美味しさ」を消費者の方に
説明できるようにしたいと考えています。美味しさを
言葉で表現することは難しく、また、美味しい泡盛を
造ることはもっと難しいものです。まずは、①美味し
さを表現する言葉探しと表現能力（きき酒能力）の養
成、②科学的データなどによる美味しさの説明、③泡
盛製造に関する各種データの記録・蓄積を実施すべき
と考え、各蔵元を訪ねディスカッションしているとこ

05 ろです。

ん。特に近年人気の高い純米酒は、甘味や酸味の強い
もの、カラメルの様な香りのあるものなど、その香味
は実に多様です。

自身、鑑評会を知ったのはこの採用パンフレットを通

が高まってきたことから、仙台国税局では平成26年か

じてでした。

ら特長ある純米酒を鑑評会で試行的に評価していま

私の所属する仙台国税局は清酒の銘醸地として知ら

す。評価方法も従来とは異なり、評価員が意見を交わ

れる東北６県（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福

しながら採点をする合議制を採用するなど、今までに

島）を所管しています。いずれも県を挙げて清酒の品

ない取組みとなっています。

質向上に取り組んでおり、製造者の技術は全国トップ
クラスです。

高品質なものばかりですが、わずかな香味の違いを
また同時に、「コンシェルジュ」のように、製造者

んでおり、吟醸酒の様な繊細なものだけではありませ

そのような純米酒についても評価すべきという声

し、丹精込めて醸造した清酒が出品されます。どれも
国税庁の入庁を志望されている皆様は、泡盛とい

ないでしょうか。ただ、清酒の香味はバラエティに富

ついてご存知の方は少ないのではないでしょうか。私

酒類鑑評会へは、製造者が最高の原料と技術を駆使

（筆者左）

すっきりとしたその味をお好きと言う方は多いのでは

「きき酒」により掴み取り、その差から製造技術の巧
拙を評価します。
鑑評会表彰式で最優秀賞を勝ち取った製造者の誇
らしげですこし緊張した面持ちは、その激戦の様子を
物語っていました。
鑑評会に出品される清酒の多くは吟醸酒です。フ
ルーツの様な華やかな香りがあり、甘く、きれいで

まだまだ模索中ですが、今後も大勢の方から意見を
頂きながら、より良い方法にしていきたいと考えてい
ます。新しいものが生まれてくる胎動を感じながら仕
事が出来る喜びをかみしめています。
もし、あなたが「酒類鑑評会受賞」などと表示
されたお酒を見つけたら、それは製造者の血と汗と涙
の結晶だと思ってください。そして、そのお酒を作り
上げた技術には、ちょっぴり私達も手助けさせていた
だいています。
このパンフレットと受賞酒を手に取っていただいた
あなたと、いつかどこかでそのお酒について語らえる
日を楽しみにお待ちしております。

界の技術者の方々と話し合い、この取り組みを前進さ
せていきたいと考えています。
鑑定官は酒類製造に関する知識の他、様々な立場の
方々の意見を聞き、実際の現場を熟知した上で、可能
な限り製造者に寄り添った行動を起こす能力が必要で
す。
皆様も、酒類の技術コンシェルジュとして、一緒に
新たな施策を立案・実行してみませんか。

◆ 酒類の輸出状況
現在、クールジャパン推進の一環として、日本産酒類
の輸出促進を政府全体として取り組んでいます。
国税庁では、政府間協議などによる輸出障壁の解消、

（億円）

酒類の輸出金額の推移

400
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200

輸出証明書の発行、国際イベント等に、専門的知識を備
えた技術系職員の派遣等を行っています。
酒類の輸出金額は、平成27年は約390億円となり過去
最高を更新しました。
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至福の一杯

酒類の安全性確保

国税庁鑑定企画官付
[平成17年入庁]

企画専門官

米澤 慎雄

酒類業の健全な発達は、国税庁の任務のうちの一つです。酒類は財政物資である以前に食品であることから、
その品質や安全性の確保は「酒類業の健全な発達」を達成する上で重要です。国税庁においては、生産から消費
まで全ての段階において酒類の安全性の確保と品質水準の向上を図り、消費者に安全で良質な酒類が提供される
よう諸施策に取り組んでいます。
国税局鑑定官室では、市販されている酒類の分析や品質の評価を行い、問題があると認められる場合は改善を
促す指導を行うことにより、消費段階における品質及び安全性の確保に努めています。

とある日の朝。熱いコーヒーをすすりながらパソコン

国税庁では、お酒の製造から流通の段階まで、お酒の

を眺めていると、一通の英文メールが飛び込んできた。

安全性を確保する施策を行っている。「上流」に当たる

―コーデックス事務局からの連絡だ。酒類に関する国

製造段階では、誤って添加物を基準値以上に入れること

際的基準について、ある国が抜本的な変更を提案したら

の無いよう製造者に指導を行い、「下流」に当たる流通

さらに、生産段階における品質及び安全性の確保のため、製造場に臨場して製造設備や製造工程等の確認を行

しい。数ヵ月後に某国で開催される会議で議題として取

段階では、市場からお酒を買い上げ、添加物や汚染物質

い、必要な技術指導を実施するとともに酒類製造者に対するコンプライアンス（法令遵守）の周知啓発に努めて

り上げられるようだが、提案通りに議決されると、日本

が基準値を超えていないことを確認している。そして万

います。

にとって好ましくない事態になりそうだ。

が一、基準値を超えるものが発見されれば、地方自治体

資料に目を通し、提案国の主張を分析する。この議論

リスク管理という視点
[平成22年入庁]

鑑定官

には酒類の安全性に関する技術的な内容が含まれている

安全性に関する事務は、こうした国内の施策に限った

が、法令を担当する酒税課の事務にも波及する可能性が

ことではない。冒頭に挙げた「コーデックス委員会」へ

ある。関係各方面に一報を入れつつ、今後の対処方針に

の対応もその一つだ。議論は基本的には科学的観点から

ついて検討を始める・・

行われるが、各国とも自国のお酒の文化的、歴史的な背

私見だが、お酒を飲むときに安全性を気にしている
人は少ないのではないだろうか。だが他方で、仮に「お

熊本国税局鑑定官室
大野

雅幸

酒には、基準値以上の添加物が入っていることが多いら

アルコールが含まれている以上、お酒にはリスクがあ

るでしょうか。時折ニュースになるような、食品への
異物混入でしょうか。それとも、食品が腐敗すること
による食中毒でしょうか。どちらも正解です。ただし、
食品のリスクを分析する上では完全な正解ではありま
せん。なぜなら、食品のリスクを分析するにあたって
は、その食品が持つ全ての危険因子を想定していなけ
れば、正しい分析ができないからです。
国税庁が所管している酒類についても例外ではあり

07

それについて世界各国からの参加者とともに学ぶ場

る。しかし、お酒を飲む人は、アルコールによるリスク

があります。食品安全・応用栄養学統合研究所、通

は甘受しているものの、それ以外の要因によるリスクは

称

JIFSAN です。
私は昨年、この JIFSAN の研修に参加する機会を

景をも背負って、強い主張が繰り広げられる。もちろん
日本もこうした議論に参加し、不当な基準が策定されな
いよう働きかけている。

しい」と言われた場合、それでも美味しくお酒を楽しも
う、という気分になる人も少ないだろう。

「食品のリスク」その言葉から、何を想像され

の衛生部局と連携して是正措置に当たる。

「出来るだけ避けたい」と考えているのではないだろう
か。

―数週間後。国内外から情報を収集したところ、提案
国の主張は実態と比較してあまりにも極端であり、科学
的な裏付けに乏しいこと、また、この主張に反対する国
も多いことがわかった。そして関係者との協議の結果、
反対派各国と協調しながら、次回の会議で日本の立場を
主張していくとの方向性が定まった。
軽い疲労感と達成感に包まれて家路につき、晩酌の一

逆説的ではあるが、お酒の安全性を確実に示して

杯を傾けながら、家族との団欒の時間を迎える。そこに

あるメリーランド大学です。ここで学んでいく中で、

いくことが、お酒を一層美味しく、楽しく飲める環境を

は、「お酒の安全性」など気に留めることもなく、ただ

リスク管理という視点を得ることができました。

作っていくことにつながるのだと思う。

ひたすら美酒に酔いしれる自分がいる。

得ました。場所は米国、首都ワシントンD.C. 近くに

日本国内においていかに酒類のリスクを管理

するか、言い換えればどのようにして安全な酒類を

◆ コーデックス委員会

ません。お酒にはアルコールをはじめとして様々な成

消費者のもとまで届けるのか。それは製造や流通の

コーデックス委員会は、消費者の健康保護と公正な貿

加盟国は、コーデックス基準に従う義務はありません

分が含まれています。その中にはお酒の良い香りやお

方々の努力によるところはもちろんありますが、私

易の確保のために、食品の安全性や品質に関する国際基

が、輸入する食品についてコーデックス基準よりも厳し

いしさに関わる成分もありますが、有害とされている

たち国税庁技術系職員もリスク管理の考え方を応用

準を策定する政府間組織です。1963年の設立以降、180

い基準を設定する場合には、科学的な正当性を示さなけ

物質も有ります。

しつつ、様々な施策を行うことでその一端を担って

カ国以上が加盟しており、食品添加物や汚染物質など取

れば、非関税障壁と見なされる可能性があります。コー

いるのです。

扱う分野や食品の種類、地域ごとに設けられた部会にお

デックス基準は、いわば国際的な食品取引におけるルー

いて、活発な議論が行われています。

ルとなっているのです。

では、そんな食品に存在するリスクをどう扱うか。
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ズボラ兼業主婦の働き方
入籍、転職、転居と人生の一大イベントをわずか数か月
で経験し、新たな生活が始まってからもうすぐ２年が経とうと
しています。もともとお酒が好きで国税庁に入庁しましたが、
知識豊富な先輩方や個性的な同期に恵まれて、ワイナリーへ

の出張や酒類総合研究所での醸造研修など、様々な

職員の「ワーク・ライフ・バランス」
について、紹介します

経験を積みながら、慌ただしくも楽しく充実した毎日を過ごし
ています。
「最初が肝心！」という共働き夫婦の先輩方のアドバイ
スを受け、夫と相談して家事や家計の分担やルールを決めまし
たが、結局今では、「できる人ができることをやる」に
落ち着きました。文明の利器（家電など）の恩恵はありがたく
受け、外食やお惣菜をフル活用するなど、日々適当に手抜きさ
せてもらっています。研修などで２週間近く家を空けることも
あり、初めのうちこそ多少申し訳なく思っていたものの、今は
夫もきっと一人で羽を伸ばしているだろうと信じています
（笑）。その分週末は、ちょっぴり贅沢してレストランで美

味しいワインやお食事を嗜んだり、友人を招いてホーム
パーティをしたり、愛車で温泉巡りをしたりして帳尻を
合わせたつもりになっています。
幸い、女性だからといって特に差を感じることはない職場環
境なので、夫婦協力し合いながらお互い思い切り仕事もプライ
ベートも楽しみたいと思っています。

～私生活の充実が、明日の仕事の活力に～

関東信越国税局鑑定官室
技官 徳永 美和子
[平成27年入庁]

家族と仕事とわたし
子供と自分が社会に育まれて
「いってきます！」今日も元気な声がお家の中で響きま
す。私も子供に負けない声で「行ってらっしゃい」。新
しい１日のスタートです。
私には、小学校と中学校に通う２人の娘がおりますが、特
に保育園には、歩くこともできない生後半年過ぎから、２人
合わせて11年もの間お世話になりました。
仕事と育児の両立を支援する制度としては、産前休暇・

産後休暇のほか、保育時間休暇などの有給休暇や、
育児休業や育児短時間勤務などの制度も活用するこ
とができます。

関東信越国税局鑑定官室
主任鑑定官 坂本 弥生子
[平成５年入庁]
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鑑定官という仕事柄、出張が多い時期もありますが、朝か
ら晩まで一緒に過ごしたお友達、愛情たっぷりの先生方、や
さしい近所の方々、そして泊りの出張や病気の際には欠かさ
ず来てもらった両親に支えられ、２人とも体育と給食をこよ
なく愛する元気な娘に育ちました（笑）。
家族全員が社会に育んでもらったことに感謝で一杯です
が、いずれ娘たちも社会人となって、何らかの形で社会に恩
返しできたら、母としても一介の公務員としてもどんなに幸
せかと思っています。

深夜を回った午前１時過ぎに元気な泣き声が聞こえた。看
護師さんから「2,494グラムですよ」の声。小さいなと思
いつつ、待ち望んだ第一子を抱えた感触は、今でも鮮明に
残っている。
翌日より、妻の出産休暇に伴う特別休暇を取得し、
妻と娘の付き添いを行った。退院後も、男性職員の育児

参加のための休暇等を取得し、仕事を早めに切り上げ
た。うんちの色に一喜一憂し、ミルク授乳後のゲップは、背
中をたたく加減がつかめず、親子で半泣き状態。
その後、娘はすくすくと成長し、もうすぐ１歳半を迎え
る。つまらないことで妻と口論した時、娘が周りの空気を察
知したためか、突然袖を引っ張ったこともあった。そういっ
たことも成長した証しかと思っている。
子供が生まれたことで、自身の考え方や仕事の取組姿勢な
どが一変したということはないが、周囲に支えられながら
生活していること、仕事の「密度」を上げ、「早く」とり
かかり、「速く」処理することの重要性を改めて感じてい
る。
また、短時間勤務、フレックスタイム、育児に伴う

相談体制等、国税庁においても種々の制度的支援があり、
活用できることを体感している。
今日も娘が玄関まで迎えに来てくれることを楽しみに、次
の分析作業に取り掛かることにしたい。

広島国税局鑑定官室
主任鑑定官 江村 隆幸
[平成６年入庁]

10

独立行政法人

研究所と世の中を

酒類総合研究所

つなげる仕事
広報・産業技術支援部門長

National Research Institute of Brewing

[平成４年入庁]

酒類に関する唯一の国の研究機関
酒類総合研究所は日本で唯一の酒類に関する国の研究機関であり、明治37年にその前身である醸造試験
所が創立されました。それ以来、国税庁と密接に連携し、酒類に関する高度な分析・鑑定、酒類及び酒類
業に関する研究、調査及び情報提供等の業務を実施し、110年を超える歴史を歩み続けています。

武藤

彰宣

国税庁入庁から25年目となり、東広島市にある酒類総
合研究所で勤務している私の現在の仕事は、「広報・産
業技術支援部門長」である。中間のマネージャーとして
の悩みを抱えつつ、三つ泣いて一つ笑うといった毎日を
送っている。
さて、当部門の業務は、分析（計器校正・放射能分
析・輸出酒類分析）、広報（広報誌・情報誌・メールマ
ガジン発行など）、産業技術支援（講習・セミナーな
ど）と大きく３つに分類できるが、簡単に言えば、「研
究所と世の中をつなげる仕事」である。これらは研究業

務そのものではないが、当研究所の成果を世の中で役立
ててもらうための重要な役割を担っていると考えている。
しかし、世の中の相手は多様で幅広く、「一般国民」、
「マスメディア関係者」、「行政担当者」、「酒類製造
技術者」、「研究者」、そして日本産酒類の輸出促進の
ための「海外関係者」まで考える必要がある。
このような多様な世の中の相手のニーズを把握しなが
ら、独立行政法人が実施すべき価値のある業務として進
めていくためには、相手を十分に観察して背景（思い）
を知り、その目線に立って想像してみることが必要であ
る。この点で、これまでに国税庁、国税局、そして酒類
総合研究所と、幅広い職務を経験し、物事を様々な面か
ら知ることができたことは、今の仕事に多少なりとも活
かされていると実感している。
大きく変化する環境の中の仕事は困難なことも多いが、
いい形で「世の中とつないだ」と感じる成果を得られた
時は、職業人としてこの上ない幸せである。そのような
体験をしてみたいと強く思っている皆さんと、いつかど
こかでお会いできるのを楽しみにしている。

また、クールジャパン等の政府の重要方針を踏まえ、新たな政策課題に対しても、日本産酒類の競争力
の向上、日本産酒類に関する情報発信の強化などを目的とした様々な取組みを実施しています。
次頁では、国税庁技術系採用で、現在、酒類総合研究所に勤務している職員からのメッセージを紹介し
ます。

1959

2013

統計的手法による

「甲州」

酒類の品質鑑定の

ブドウのルーツを

1978

試み

1909

解明

山廃酒母の開発

本格しょうちゅうの

1910

熟成と香味変化の
研究

速醸酒母の開発

2016

1904
創立

香の主要成分がジメチルトリスルフィド（DMTS）とい
う含硫化合物であること、DMTSの前駆物質、およびそ
の生成に関わる酵母の遺伝子などを明らかにしてきまし
清酒の
た。これらの成果をもとに、DMTS前駆物質をつくらな
い酵母の育種に取り組んでいます。その一つのアプロー
「老香（ひねか）」
チとして、セルフクローニング法を用いてDMTS前駆物
質低生産酵母を育種しました。セルフクローニング株は
を探る
遺伝子組換え体とみなされないため、遺伝子組換え体を
品質・評価研究部門 主任研究員
産業利用する際に課される安全性審査が必要なく、実用
[平成８年入庁] 磯谷 敦子
化の可能性が高いと考えられます。
清酒は時間の経過とともに色や味、香りが変化します。 さて、ここ10年ほど清酒の海外への輸出は毎年増加し
変化した香りを、清酒製造関係者は「老香（ひねか）」 ています。また、クールジャパン推進の一環として、国
とよびます。好みは人それぞれですが、老香はどちらか 税庁は日本産酒類の輸出振興に力を入れています。しか
といえば好まれない香りです。老香の研究は昔から行わ し、海外への輸送は、場合によっては高温にさらされる
れており、高温や酸化の防止によって抑制できることが など、清酒の品質にとって必ずしも良い条件ではありま
知られていました。一方、老香に関わる成分や生成メカ せん。私たちの開発したDMTSを生じにくい酵母は、輸
ニズムなど不明な部分も多く残されていました。
出清酒の品質保持にも役立つのではないかと考え、国税
私はこの老香の研究を行っています。これまでに、老 庁とも連携しながら実用化を目指しています。

1946
協会７号酵母の分離

NEXT 5 years
酒類総合研究所は、５年計画を立てて業務を実施しています。
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1971

2005

泡なし清酒酵母の

麹菌ゲノムの解読

培養

（産学官連携）

平成28年度から平成32年度は、国税庁の任務達成を支える「高度な分析・鑑定」、「品質評価」
及び「研究・調査」等の業務を引き続き着実に実施するとともに、国内外の関係機関との連携や情
報発信力をより一層強化することにより、酒類に関するナショナルセンターとしての役割の強化に
取り組んでいきます。
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～様々なフィールドで働く先輩の声を聞く～

技術系職員の活躍の場
私の父は民間でお酒に関わる仕事をしています。無

て培ってきたものだと考えています。

意識に影響を受けていたのでしょう。立場は違います

組織が力を発揮できるように、署員ひとりひとりの能

が、私も国税庁技官職員として、これまでお酒に関わ

力を最大限に引き出すための戦略を考え、それを実行

る技術行政、産業行政に従事してきました。そんな父

する強い意志を持ち、最前線で国の政策の根っこを支

が「税務署との協議会に出てきてさ。署長とも話した

えているという大きなやりがいを感じながら日々奮闘

よ」なんて連絡をくれました。今思えば、私が小さな

しています。

頃から、税務署もとても身近な存在だったのだと気付
かされます。

を抱えています。

国税庁技術系の基本フィールドは酒類の分野ですが、

現在、私は、内閣官房の地方創生人材派遣制度によ

そのベースを大切にしつつ活躍の場を広げていく仲間

り本市に派遣されています。これまでも様々な仕事を

と組織。そんな環境で働けることを感謝しつつ、これ

経験してきましたが、今回は市町村で勤務するという

を読んで少しでもわくわくしたあなた、国税庁技術系

貴重な機会に恵まれました。

の門さ、ただいでけらっしゃい！

的として、ここでしか入らないオリジナルワインの開

身を守る立場でもあります。

発も手掛けており、幾度となくワイナリーや農家など

皆さんは、税務の職場は法令の適正な執行を担うド

と打合せを行いながら、まだ見ぬワインの完成に心を

ライな印象を持たれているかも知れませんが、実は極

躍らせています。国税庁勤務ではあまり体験すること

めて人間くさい職場です。人間対人間の仕事の中で、

のできない農家との話し合いはワインを違った角度で

内外の声に真摯に耳を傾け、どう受け止めるのかを必
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経験しながら、充実した毎日を過ごしています。

地探しへの対応のほか、観光客誘致と本市PRなどを目

存在でもあります。組織のリーダーとして、職員の心

日本各地に設置されている国税局において、酒税課
と鑑定官室は酒税の保全と酒類業の健全な発達の実現
の役目を担い、様々な取り組みを行っています。
私は現在、広島国税局の酒税課に在籍し、様々な事

た、ぶどう栽培の適地であり、栽培技術の高い生産者

現在は、新規ワイナリー設立希望者などの誘致や農

があります。地域の方々の前では、税務署の顔という

[平成26年入庁]

めのテレビ出演や市議会での答弁などの新たな事務も

当課（農業夢づくり課）が新設されました。

です。様々な行政上の最終決定権者であり、重い責任

広島国税局酒税課 田村 雄貴

関しては、高い技術と長い歴史があるところです。ま

区」として認定された後、プロジェクト加速化のため

感じました。税務署長は、一行政機関の長という立場

酒税課での実務経験を通して

に渡ります。そのような中で、プロジェクト広報のた

に取り組んでいます。また、「かみのやまワイン特

果をあげられるだろうかという強烈なまでの使命感を

施策を編み上げていく姿勢は、私が技術系行政官とし

蔵王連峰などの山々に囲まれた盆地で、ワイン醸造に

立ち上げ、ワインを起爆剤とした地域活性化に精力的

感よりも遥かに勝って、限られた任期でどこまでの成

る社会の中で、その「声」を的確に把握し、より良い

化や食育、地産地消、有害鳥獣対策と、取組みは多岐

本市では「かみのやまワインの郷プロジェクト」を

「掛川税務署長」を拝命したその瞬間、不安や緊張

死で考えることが私の務めだと思っています。変化す

山形県上山（かみのやま）市をご存知でしょうか。

見ることができ、刺激的な業務のひとつとなっていま

誇りを持てる仕事
掛川税務署長 石渡 英和

地方創生～ワインを起爆剤にして～

す。
[平成16年入庁]

また、かみのやまの地方創生の一翼を担う当課の業
務はワインだけにとどまりません。農産物のブランド

務を担当しています。具体的には、適正な酒税申告が
なされているか検査する調査事務、酒類製造や販売に
関わる免許事務、酒類の表示に関する事務、酒類の公
正な取引環境の整備、酒類の輸出促進のための施策立
案などです。その中でも特に印象に残っている事務は、
近年話題となっている「日本ワイン」の新しい表示ル
ールを、中国５県のワイン製造者に周知する事務です。
国の施策が酒類業界に与える影響の大きさを実感する
とともに、大きなやりがいを感じる仕事でした。
私たち技術系職員の主なフィールドは鑑定官室です
が、その事務の多くは酒税課との連携が不可欠です。
ですので、酒税課での実務経験を通して、その事務の
内容や仕事の流れを理解することは、鑑定官室で活躍
していく上でも大きなプラスになると思っています。
一方で、酒税課で扱う酒税法等の法律には多くの理化
学的な用語も登場するため、酒税課勤務においても技
術的知見は大いに役立ち、ベテランの職員から頼りに
されることもあります。
近年、国産酒類は世界から大きな注目を浴び、輸出
数量は着実に伸びています。酒類行政という広大なフ
ィールドに挑戦し、国産酒類をさらに盛り上げていこ
うという方をお待ちしています。

山形県上山市 農業夢づくり課長
藤田 大輔 [平成18年入庁]
るバロッサバレーがあるのが、アデレードです。
私は現在、 アデレード大学のViticulture and
Oenology(ワイン醸造・ぶどう栽培学)の学生として、
アメリカ・中国・フランス・インド・・・世界中か
ら集まったクラスメイトと日々授業を受けています。
Winemaking at Vintageという授業では、実際に700kg
のぶどうを使って赤ワインを作りました。どの酵
母？発酵の期間は？温度は？すべて学生で決定しま
す。学生間で意見が対立することも多く、そのよう
な時は時間も忘れて議論をし、結論の出ないときは、
卒業生のいるワイナリーを訪問します。卒業生は皆、
後輩教育に熱心で実務に基づいた経験を語ってくれ
ます。また、大学は国の研究所に隣接しており、最

南半球のヴィンテージ
アデレード大学留学 後藤 千保

先端の研究内容に触れることも可能です。非常に恵
[平成24年入庁]

まれた環境で、刺激的な日々を過ごしています。
さて、なぜ、技術系職員がこのように最先端のお

「ワイン醸造家は、ぶどうの品質のみに縛られ

酒の知識を習得しているのでしょうか？その答えが、

る」これは、オーストラリアの有名な醸造家の言葉

技術系職員の「役割」だと思います。あなたはそこ

です。つまり、ぶどうの品質さえ良ければどんなワ

に「やりがい」を感じることが出来そうですか？そ

インでも作れる、という自信に溢れたこの言葉は、

うならば、きっと、皆さまにとっても魅力ある職場

オーストラリアのワイン産業をよく表していると感

になると思います。

じています。そのオーストラリアの一大生産地であ
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採用に関するQ&A
Q.1
A.1

採用はどの試験区分から行われていますか？
総合職試験（大卒程度試験・院卒者試験）における、【工学】【数理科学・物理・
地球科学】【化学・生物・薬学】【農業科学・水産】【農業農村工学】【森林・自
然環境】の試験区分の合格者の中から採用を行う予定です。

採用担当からのメッセージ
最後までお付き合いただき、ありがとうございます。
国税庁で技術系職員が活躍していること、また、その役割についてご理解いただけ
ましたでしょうか？

Q.2

試験の区分・順位や大学での専攻は採用に関係ありますか？

このパンフレットだけでは語りつくせない部分も多いですが、ここに登場した職員
からのメッセージ、そして説明会や面接の場で職員の口から聞いた言葉が、少しでも

A.2

人物本位で採用を行っていますので、大学での専攻や試験区分・順位が採用に影響

皆さんの心を動かせていれば幸いです。

することはありません。また、入庁後には、業務に必要な知識を習得するため、
様々な研修が用意されています。

私たち国税庁技術系の仕事は、科学的エビデンスを基に国家財政を支える、極めて

Q.3
A.3

重要な仕事です。

最近の採用実績はどうなっていますか？
最近５年間の採用状況及び平成29年４月入庁予定者数は下表のとおりです。
年

２４

２５

２６

２７

２８

２９

採用
人数

３
(2)

２
(0)

３
(1)

６
(3)

2
(0)

4
(3)

あなたの今の専門分野は何ですか？
たとえそれがどんな分野であっても、理系として身に付けた知識・経験は、この組
織の中であなたの大きな武器となり、ますますこの組織を社会を、さらなる高みへと
推し進めていくことでしょう。

（括弧内は、うち女性数）

Q.4
A.4

勤務場所はどこになりますか？また、人事異動はありますか？
全国12か所にある国税局鑑定官室や国税庁鑑定企画官が主な勤務場所になります。
また、独立行政法人酒類総合研究所などへ出向している職員もいます。

活躍の場は、行政の第一線から最先端の研究現場まで実に多様です。
あなたのやりたい仕事はどのようなものですか？
食の安全ですか？ 科学分析ですか？

はたまた、技術開発ですか？

―その仕事は、おそらくここにあります。

人事異動もありますが、本人の希望や適性を踏まえて行われます。

皆さんとこの国の未来について語らい、祝福の杯を交わす日を心から楽しみにして

Q.5
A.5

入庁後の研修にはどのようなものがありますか？
①酒類醸造研修や②税務研修のほか、海外の大学への留学の機会も用意されています。

①：清酒、焼酎、果実酒及びビールについて、実際に製造を経験し、酒類製造や

います。

「求む、鑑定官」

酒類の分析に関する基礎を学ぶ研修
②：基礎的な簿記や一般税法について学ぶ研修
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