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したがって︑市場が他に奪われ も確認すべきです︒価値基準は
始めたときに︑同じように新規 その時々で変化します︒
今の外食マーケットは何を期
の業態開発に力を注ぐという戦
略は完全に逆行しています︒企 待しているのか︒更にこれから
﹁外食産業は突破口を見出せない迷路の中にある﹂︒一つの産 業の﹁限りある資源﹂が分散さ のマーケットスタイルは︑どの
業において６兆円規模の売上が消失する過程には︑何か要因があ れ︑経営構造の悪化を招きます︒ような形が形成されていくのか︒
るはずです︒外食産業に携わる人々は︑縮少化の真っ只中に身を さらに︑無駄な食材や業態の管
人口推移傾向での﹁少子高齢
置きながら︑ぼんやりした不安を抱え︑同時に﹁今何が起きてい
理
コ
ストが増えてしまいます︒ 化﹂﹁核家族化﹂は歴然とした
るのかを知りたい﹂という強い衝動にかられているのではないで
ではどうするのか︒﹁強みを 事実です︒団塊の世代が大半卒
しょうか︒
更に伸ばし︑弱点は捨てる﹂こ 業し︑経済活動の第一線にいた
そもそも外食産業の強みは何なのか︒この迷路を抜けるために とです︒自分たちの主力業態を 方々が︑一転して消費に大きな
何が必要なのか︒草創期・成長期の社会変化にも焦点を当てつつ︑もう一度再点検することです︒ 影響を持つようになります︒ま
そのヒントを探ります︒
これは今までの﹁基準﹂を見直 た︑団塊の世代ジュニアと呼ば
すことだとも言えます︒食材の れている彼らの子供たちが消費
選定基準︑物流方法︑加工方法︑の中核を成し︑彼らの価値観に
更に店舗でのＱＳＣ基準︑メニ よって消費文化が創造されてき
ューブック︵売り方︶の見直し ます︒ＩＴの進歩によって︑仕
など︑今のお客様の視点で再確 事のやり方ばかりでなく︑家族
認し︑修正していくべきです︒ や仲間とのコミュニケーション
また︑メニューもおそらくマ 手段や﹁家族﹂そのものの性格
ーケットとのズレを生じている や価値も変化してきます︒
ものが過半数を占めています︒
ＦＲ フ
(ァミリーレストラン )
支持されていないものは︑ばっ １組あたりの客数が創成期の３
さり捨てる勇気を持ちたい︒主 人台から２人台前半になり︑場
力商品の販売構成比を今の倍に 所によっては２人を割っている
したい︒キャンペーンの主眼も︑という事実は︑﹁家族﹂︵ファ
主力商品の１点に集中させなく ミリー︶の今の姿を現わしてい
てはなりません︒
ます︒外食産業の典型的なフォ
ーマットであるＦＲも使命が終
外食マーケットは今︑
わりつつあり︑新たな価値を創
何を期待しているのか
﹁お客様の立場で﹂﹁お客様 出できたところだけが勝ち残れ
の視点で﹂というコンセプトは る時代になってきました︒
どの企業にも存在します︒この
︵外食・ｂｉｚより︶
基準にもズレが生じていないか
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ブスの

るのが特徴だ︒
日間熟成させた豚肉の販売を始
鳥取県保健事業団の調べでは︑
熟成した牛肉は普及している めた︒原料は鳥取県産の大山豚︒一般の豚に比べ旨み成分のグル
が︑鮮度落ちが早い豚肉ではこ
熟成方法は︑カットした豚肉 タミン酸が５・５倍︑甘味成分
●外食業界・消費者動向
れまで﹁熟成﹂は難しいとされ を植物由来で殺菌作用のある特 グリシンが約３倍に増えた︒水
殊な処理水で洗浄する︒その後 分が抜けることでサシが目立つ
酒類を充実︑多店舗展開
低温で一定の期間熟成させた ていた︒
食肉卸のミートコンパニオン ０〜２度に保った倉庫で 日間 ようになり柔らかさも増す︒
豚肉の市場が広がり始めた︒熟
プロント︑サントリーと連携
熟成する︒
販売価格は１００ｇ２３８円
プロントコーポレーションは 成豚は旨みが増して柔らかくな ︵東京都立川市︶は今夏︑約
で︑一般の豚とほぼ変わらない︒
アルコール類を充実させた新型
試食などの評判も上々︒目新し
店を多店舗化する︒店名﹁ビア
さもあり︑手に取るお客さんも
テリア﹂︒英国のパブを意識し
多い︒
た内装で︑木の葉や間接照明を
︵日経ＭＪ︶
使って落ち着いた雰囲気を醸し
私が宝塚歌劇団を退団する１年ほど前 ・目が輝いていない
出す︒
︿グルメ誌の特集紹介﹀
だったと思います︒ある時期から歌劇団 ・精気がない
メニューはビアカクテルなど
▽料理王国／ 月号
の人なら誰もが目にする場所に貼り出さ ・いつも口がへの字の形をしている
を充実させる︒デンマーク産ビ
大特集 日本酒の新潮流／食事
れた１枚の紙︒
・自信がない
ールにシロップを入れた﹁カー
と愉しむ﹁酒﹂
そこには﹁ブスの 箇条﹂とありまし ・希望や信念がない
ルス・アイス﹂や５度前後の温
・日本酒とフレンチは意外に合
た︒
・自分がブスであることを知らない
度で提供するビール スムース
｢
｣
う／蔵元を訪ねて︑ほか
いつ︑誰が︑何のために貼ったのか︑ ・声が小さくイジケている
などを揃える︒
・日本酒の﹁定義﹂を塗りかえ
誰に聞いても分かりません︒
・自分が最も正しいと信じ込んでいる
ビールの提供技術にもこだわ
る
︵しかもいまは外されているというか ・グチをこぼす
り︑炭酸ガス圧チェックや洗浄
・料理王国アンケート／料理人
ら︑ますますナゾです︒︶
・他人をうらむ
方法︑注ぎ方など厳密に行う店
人に聞いた︑お店でサーブし
しかし︑誰もがその貼り紙の前で足を ・責任転嫁がうまい
舗を﹁超達人店﹂として認定す
ている日本酒
止め︑見入っていました︒
・いつも周囲が悪いと思っている
る︒
▽料理通信／ 月号
﹁こうするとブスになる﹂という︑こ ・他人にシットする
１号店ではバータイムの客単
特集１ 新﹁バル﹂レシピ集
の の戒めは︑何も女性だけを対象とし ・他人につくさない
価が１９００円とプロントに比
・こんなバルが欲しかった！東
たものではなく︑人間としてのあるべき ・他人を信じない
べて４割高くなっている︒それ
西 軒＆レシピ
姿を逆説的に示したものではないかと思 ・謙虚さがなくゴウマンである
でも一般の居酒屋よりも安いこ
ＰＡＲＴ１／﹁洋×和﹂の新世
います︒
・人のアドバイスや忠告を受け入れない
となどが受けている︒売上は計
代バル
そして︑ひいてはそれが人から愛され︑・なんでもないことにキズつく
画を２割上回っている︒
ＰＡＲＴ２／日本酒が柱！﹁和
運を呼び込むための資質といえるもので ・悲観的に物事を考える
同社は２０１３年 月期に過
バル﹂新時代
はないでしょうか︒
・問題意識を持っていない
去最高の 店舗の出店を見込ん
・立ち呑みバルホッピングーＥ
︽ブスの 箇条︾
・存在自体が周囲を暗くする
でいる︒賃料が比較的高い駅前
ＡＳＴ﹁銀座編﹂
・笑顔がない
・人生においても仕事においても意欲が
立地を中心に新型店を出店する︒
・立ち呑みバルホッピング︱Ｗ
・お礼を言わない
ない
︵日経ＭＪ︶
ＥＳＴ︱﹁灘五郷編﹂
・おいしいと言わない
︵致知出版社︶
﹁熟成﹂豚肉市場育つ
うまみが増して柔らかく
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一流たちの金言（その９)

!

迷宮にさまよう外食産業のこれから

ノウハウがなく
ると︑自分たちの業態が陳腐化
かつ意欲が足りない
していると思いがちです︒その
年々飛躍的な拡大を遂げてい 結果︑新メニューの開発に力を
の外部化 ｣注ぎ︑新業態開発へ活路を見つ
る﹁中食産業﹂︒ 食｢
が進む一方で︑今まで外食産業 けようとします︒
が果していた役割が中食に移行
市場規模が拡大しているとき
し始めています︒しかし外食産 は︑新しい業態が新しい顧客を
業が展開している中食産業には︑生み︑新メニューによってさら
どうしても片手間感が拭えない︒に客数が伸びます︒しかしこの
答えは明解である︒﹁ノウハウ 間︑各企業は自分たちの既存商
がなく︑かつ意欲が足りない﹂ 品や業態の磨き上げ︵ブラッシ
ということです︒
ュアップ︶を忘れていました︒
外食産業再生への手掛かりは︑その結果︑新たな敵に市場を食
何も新たな敵として浮上してき われ続けてきました︒
強みをさらに伸ばし
た﹁中食﹂への挑戦ばかりでは
弱点は捨てる
ありません︒時代
これは今まで﹁強い﹂と思っ
時代で新しい価値
を創出してきた外 ていた自分たちの業態が新規の
食産業は︑もう一 開発に力を注いでいる間に︑弱
度﹁王道﹂での挑 体化していたことの現れです︒
戦をすべき時期に
来ています︒業績
が下降線基調にな

食ビジネス考
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リーダーは数字に強くなり︑説得力を高める
あとは長次夫婦の惣菜だという
沙魚の甘露煮と秋茄子の香の物
で︑飯を一ぜん腹へおさめ︑ゆ
﹁数字はウソをつかない﹂ ③異常︵たとえば︑品質管理︑いになっておくことです︒部 相手に役に立ってあげること っくりと休憩をしてから︑
という言葉をご存知と思いま 在庫管理︑問題︶
署運営や会社経営には︑財務 です︒ギブ・アンド・テイク ﹁ああ︑うまかった⁝⁝﹂
す︒どこの会社の計画も︑定
リーダーは数字に強い必要 諸表が分かることが必須であ とはよく言ったもので︑まず ﹁それにしては大先生︒軽すぎ
量計画と達成計画からなって があります︒説得力があるか り︑気軽に聞ける人が近くに ﹁ギブ﹂です︒
ますね﹂
います︒目標である数字とそ らです︒
いると重宝します︒最近よく
数字の力は常に意識したい ﹁長次︒わしの年齢を考えろ﹂
れを達成するための具体的手
数字は海外との取引におい 法律が変わるので︑このあた ものです︒チームリーダーは ︵﹃十番斬り﹄中﹁白い猫﹂よ
段です︒深い説明は不要だと てもパワーを出します︒語学 りは専門家でないとなかなか 数字を把握することでチーム り︶
思いますが︑それが表すとこ のハンディを数値で補うぐら ついて行けません︒
の役割を適確に認識し︑最も ︻沙魚の煮つけ︼
ろは次のとおりです︒
いのつもりで︑数値を活用す
余談ですが︑もちろん︑自 大切な会社の利益を確保する
浅草 今
･戸の慶養寺の門前に︑
分の得意分野で専門家にお返 ことにつながります︒
①状態︵たとえば︑売上︑利 るとよいでしょう︒
﹇
嶋屋﹈という料理屋がある︒
益︑財務状態︶
リーダーにお勧めしたいこ ししなければなりません︒社
︵Ｓ・Ｊ︶
表構えは大きくないが︑奥行
②変化︵たとえば︑前年比較︑とのひとつは財経部門の人や 内の人的ネットワークや社外
きが深く︑裏手は大川 隅
(田川 )
税理士︑公認会計士と知り合 人脈の構築には︑まず自分が
予算実質比較︑他社比較︶
にのぞんでいて船着きもあるし︑
気のきいた料理を出すので︑秋
山小兵衛も贔屓にしていた︒
秋になると︑あぶらの乗った
年も前のことだが︑松島湾
でハゼ釣りをやって︑ 匹も釣 沙魚を酒と生醤油でさっと煮つ
ったことがある︒そのときは︑ けたものなどを出して︑小兵衛
船頭さんが船の中で天麩羅にし をよろこばせる︒
︵﹃波紋﹄中﹁敵﹂より︶
てくれたが︑秋になって︑ハゼ
のシーズンになると︑どうして
も天麩羅屋へ足が向いてしまう︒
しかし︑寒くなって︑脂がの 沙魚の甘露煮
りきったハゼを刺身にすると実
に旨い︒もちろん︑甘露煮もよ ●材料／沙魚 番茶 醤油 酒
いけれど︑酒も加えた醤油でさ みりん 砂糖
沙魚が煮崩れないように串に
っと煮つけるのが︑もっともよ
刺して軽く焼く︒
い︒
骨を柔らかくして︑臭みを抜
沙魚は︑その顔︑姿に得もい
われぬ愛嬌があって︑絵になる︒ くために︑薄板をしいた鍋で番
絵になるが描くのはむずかしい 茶で１時間細火で煮たら︑番茶
を茹でこぼし︑捨てる︒酒１︑
︻沙魚の甘露煮︑海松︵みる︶
砂糖０・５︑醤油１〜１・５で
貝の刺身︑秋茄子の香の物︼
味を調えながら細火で２時間煮
る︒
そのころ⁝⁝
火を止める 分前に照りを出
秋山小兵衛は︑浅草の駒形堂
裏の小さな料理屋﹇元長﹈でゆ すためのみりんを加える︒
っくりと︑昼餉をすませていた︒
ここは︑小兵衛がひいきにし
ている橋場の料亭﹇不二桜﹈の
料理人・長次と座敷女中のおお
もとが夫婦になってひらいた店
である︒
小兵衛は︑長次が出した海松
貝の刺身で酒を五勺ほどのみ︑

(

｣
あった大手の酒屋﹁重衡﹂は
１軒で﹁舞鶴﹂﹁細石﹂﹁御
手洗﹂の３つの酒銘を持って
いましたが︑﹁舞鶴﹂は﹁白
くもに羽打ちかけてとふ鶴の
はるかに千代のおもほゆるか
な﹂という和歌から取られて
います︵とふ鶴は﹁飛ぶ鶴﹂
で︑そこから﹁舞鶴﹂になっ
たと言います︶︒

ぜ

沙 魚

は

20

5
7

商標権のない時代なので︑ る字からベストテンを挙げる
緑 音
﹁花橘 若
｣｢
｣
｢羽 有
｢明 な
｣ と︑１位・山︑２位・鶴︑３
どは何軒もの酒屋が使ってい 位・正︑４位・宗︑５位・菊︑
ますが︑おしなべて︑花とか ６位・大︑７位・金︑８位・
松︑鶴︑亀などの字が入った 泉︑９位・乃︑ 位・白の順
優美な銘が多かったようです︒になり︑３位と４位の組み合
ところで︑現在わが国には わせである﹁正宗﹂は１１７
約１４００社の酒造会社があ 銘柄で使われています︒
ちなみに︑﹁正宗﹂が多い
り︑１社平均で５件の商標銘
柄を持っていると言われます のには︑経文の﹁臨済正宗﹂
の﹁正宗﹂の音が﹁清酒﹂に
通じるからという説や︑刀の
﹁名刀正宗﹂に由来するとい
う説などがあります︒
︵参考／日本酒百味百題︶

秋

庖丁ごよみ①

■池波正太郎著／剣客商売

から︑７千種類を超える銘柄
があることになります︒
酒の銘柄で昔から最も多い
のは︑縁起をかついだり︑イ
メージアップを狙った命名で
す︒現在発売されている銘柄
は約５０００種類で︑その大
半に漢字が使われていますが︑
それら銘の漢字を１字ずつ分
解して︑最も多く使われてい
︵新潮文庫より︶

2
0

ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．

(

最古は室町時代の柳酒
現在は５千銘柄が発売

うになりましたが︑多くは出
入りの公家や門跡︑高僧に頼
み︑和歌から取った言葉を銘
にしてもらったと言います︒
たとえば︑新町通一条下ルに

その九十六●酒の銘柄はいつ頃できたのか

32

従業員教育の一つのヒント(55)

〜あき丸ワイン漫遊録〜 ⑦ワイナリーをはしご
中世は京都の造り酒屋が急
速に発展した時代で︑室町時
代中期の応永 年︵１４２５
年︶の記録によると︑洛中洛
外の酒屋は３４２軒を数えま
した︒その中でもとくに評判
の高い最大手として知られた
のが︑五条西洞院にあった酒
屋で︑門前に柳の木が植えら
れていたことから 柳｢
の酒屋
と呼ばれていました︒この柳
の酒屋は店の入り口に大きな
﹁六星絞﹂の入った暖簾を下
げ︑酒樽にもその絞を書いて
﹁柳酒﹂という銘柄も入れて
いました︒この柳酒がわが国
の酒の銘柄︵商標︶の始まり
と言われます︒
その後︑柳酒の名声にあや
かろうとしたのか︑京都の酒
屋はこぞって酒銘を付けるよ
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の作業に日々努力されているの
がよく分かりました。
そして、近代的な設備もですが
毎年新たな取り組みもされてお
り、より良いものを造ろうとい
う気持ちがひしひしと伝わって
きました。
収穫時期でもあったため、いろ
んな品種の葡萄を食べさせても
らったり、貴腐菌がついている
リースリングを見せていただく
という貴重な体験をさせていた
だきました。
観光シーズンで忙しい中説明し
ていただいたシャトーメルシャ
ンの小山様、登美の丘ワイナリ
ーの高田所長、ありがとうござ
いました。

９月の連休を利用して、山梨の
シャトーメルシャンとサントリ
ー登美の丘ワイナリーに行って
きました。
お天気にも恵まれ、さすが葡萄
の産地だけあって、葡萄狩りの
人で電車はいっぱいです。
まず驚いたのは、電車から見え
る景色の葡萄畑の多さ。普通の
家の玄関にも葡萄がぶら下がっ
ているのです！
そんな所には、やはり多くのワ
イナリーが存在しています。そ
んな中でも、この２つのワイナ
リーは歴史も古く、日本のワイ
ンのパイオニアであり、他のワ
イナリーの先頭に立ち、他を引
っ張っている存在です。
収穫は１年に１回だけ、そこか
ら造り出されるワインのために
多くのスタッフが研究や現場で

（２〜３）
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