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との回答が２・８％︒
環境問題への具体的な取り組
みでは︑﹁配送車両の減便や共
同配送の推進﹂が ・６％﹁使
い捨て容器削減やリサイクル﹂
が ％あった︒
外食産業を巡っては︑一部企
業で長時間労働などが問題視さ
れており︑コンプライアンスに
｣
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対する信頼感が揺らぎつつある︒年記念号第２弾／夏こそ豚肉！
食品リサイクルに対してもより 疲労回復ビタミンＢ１パワーに
真剣な対応が求められている︒ 注目
︵日経ＭＪ︶ ・納涼シェフ交流会２０１４レ
ポート／トップシェフによる豚
肉使い
︿グルメ誌の特集紹介﹀
・日本全国の放牧豚リサーチ
・シェフたちが使う全国ブラン
ド豚
▽料理王国／９月号
大特集 ﹁料理王国﹂創刊
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志向が強まり︑ 価
味性﹂
たこの﹁価値軸の核﹂は強い臨
｢値観﹂ 目
｢的性﹂ 意｢
が店を選択するコア・モチベーションとなって 界的な動きとなり︑とうとう爆
きます︒そして︑﹁価値軸﹂の核のビッグバン 発してしまったのです︒爆発に
︵大爆発︶が始まりました︒
よって核分裂してしまった﹁Ｖ
Ｐ原子﹂たちはあらゆるジャン
ル︑価格帯の業態に拡散分布し
始めたのです︒
それは﹁アトム﹂となって︑
活躍し始めました︒一例をあげ
れば﹁熟成肉﹂というＶＰ原子
が進んでいるというのが現状で です︒それは上は単価２万円の
店から下はファーストフードの
す︒
この行き着くところは﹁新し 牛丼チェーンまで飛び火してい
い体験﹂︵エクスペリエンス︶ ます︒﹁フォアグラ﹂﹁トリュ
です︒顧客は日々刻々︑エクス フ﹂といった高級食材もいまや
ペリエンスをアップデイトした ワインバル業態では﹁新定番﹂
いのです︒店は勝つために︑常 に︑ネオ割烹の店では﹁トリュ
にそれを提供しなければならな フうどん な
｣ども出現しました︒
その結果︑業態枠︑客単価枠
い﹁カスタマーエクスペリエン
ス︵顧客価値の提供︶﹂の時代 といった垣根は崩壊し︑まさに
﹁外食ビッグバン﹂というしか
なのです︒
顧客満足↓顧客感動↓顧客価 ない混沌の世界に突入し始めま
した︒
値と進化を遂げてきました︒
顧客行動は︑﹁ＶＰ原子﹂を
以上︑この間のマーケット構
造の変化を述べてきましたが︑ 求めて︑昨日はネオビストロ︑
これから起きる現象は何でしょ 今日はネオ割烹︑明日はネオ大
衆酒場とさまざまな業態を回遊
うか︒それが 外｢
食ビッグバン ｣
につながる爆発現象なのです︒ することになります︒これらの
動きをチャンスにしているのが︑
﹁ＶＰリテラジー﹂のある感性
感性の高いニューエイジ
彼らがマーケットの主役
の高いニューエイジ︵第四世代
以降︶たちです︒﹁外食ビッグ
｣ では︑何が爆発するのでしょ バン﹂は彼らをマーケットの主
うか？ ﹁ＶＰポジション﹂の 役に押し出すに違いありません︒
爆発です︒ハイクオリティカジ
︵フードスタジアムより︶
ュアルのトレンドのなかで︑ミ
ドルゾーンの空洞化を埋めてき
｣
そこに登場したのが︑ハイブ
外食のマーケット構造は
ランドのコンテンツをカジュア
ここ数年でこう変わった
ルに出す﹁ハイクオリティカジ
ュアル業態﹂︵高品質低価格︶
﹁外食ビッグバン﹂について です︒アッパーゾーンのコンテ
語る前に︑マーケット構造がこ ンツがミドルゾーンに降りて来
の数年でどう変わってきたかを て︑空洞化を穴埋めする動きが
述べます︒長期のデフレによっ 始まったのです︒キラーコンテ
て﹁ピラミッド型︵頂点は高単 ンツを投入する店が増え︑﹁俺
価︑底辺は低単価のバランスの イタ・俺フレ﹂が真打ち的に現
とれた価格帯の棲み分けができ われ︑その流れは主流となりま
ていた︶﹂から︑﹁プッシュピ した︒
ン型︵低価格帯の底辺から下層
顧客間にリアルタイムで
部分が横に広がった型︶﹂へ変
進んでいる価値のシェア
化︒さらに高価格帯と低価格帯
が分離してしまう﹁ミドルゾー
ンの空洞化現象 が
｣起きました︒ 新しいミドルゾーン︵さらに
すなわち︑客単価４０００〜７ それはロウゾーンに降りてきて
０００円のマーケットが極端に います︶は﹁ＶＰポジション﹂
縮小したのです︒ と名付けられました︒ＶＰ バ
=
平均的な食材や味︑リューパフォーマンス︵価値の
盛り付けのダイニ 極大化︶です︒もはやマーケッ
ング系和食やシェ トは﹁ＣＰ﹂ではなく︑ Ｖ
｢Ｐ
フ不在のファイン を求めています︒そして︑顧客
ダイニングなどに はＳＮＳなどで店以上の情報を
脚は見向きもしな 持つようになり︑客同士の間で
くなりました︒
リアルタイムに 価
｢値のシェア

外
｢食ビックバン が｣始まった

２０１４年後期の飲食トレンドを予測する時
期に来ました︒前中期のマーケットは︑﹁価格
軸から価値軸へのパラダイムシフト﹂の地固め
の時期でした︒ここからは︑さらに選択的消費

紀
士魂商才の経営者／出光佐三語録
｢元二千六百年を迎えて ｣
の訓示より︶
悟りを開き︑かつ鼻の下
⑧社員一人一人は︑その持ち場で独立している︒
に﹁ひげ﹂を蓄えて︑出光
私は独立自営ということ ないか︒
範囲内では︑全責任を負い︑は別府から帰った︒長い療
で出発したのであるが︑私
そして出光そのものは国 完全に事務を遂行すべきで 養生活で︑ひげが伸び放題
自身が独立自営する︑それ 家・社会のために働いてお あります︒かくして他人の に伸びていた︒病気を記念
は結構であるけれど︑それ れば︑店員もおのずから国 容喙を許さないのでありま するというのも変だが︑ま
では多くの店員は︑私の独 家・社会のために働いて︑ す︒これがすなわち独立で あそれを記念して︑出光は
立自営のための犠牲になっ しかも独立しているという あり︑自治であります︒し ひげを蓄えることにしたの
ておるのか︑私のために搾 ことになるではないか︒そ たがって︑研究も討議も方 である︒
取されておるのか︑という れには店員を自由に働かせ 針の決定も︑自由でありま
５尺５寸︵約１６７セン
ような疑問が起こってきた︒るようにすればいいではな す︒そして研究したる結果 チメートル︶ほどの中肉中
これは私にとって︑非常 いか︑という結論に達した も自由に主張すべきであり 背に︑背筋がしゃんと伸び
な大問題であった︒私はそ ︵昭和 年 月﹁兎から虎 ます︒各人の熱心と努力と ていた︒眼がひっこんで︑
を活かして行きたいのであ 相当奥眼である︒それが楕
のとき︑いろいろ悩み考え へ﹂から︶
これは敷衍して考えると︑ります︒︵中略︶
たが︑結局︑出光も日本人
円形の銀ぶち眼鏡をかけ︑
である︒日本人であるから 社員一人一人の立場は︑次
かくして私生活に︑公生 ﹁ひげ﹂を蓄えて︑三十路
には日本国民としての独立 のようになる︒
活に︑独立自治の大精神を の半ばを行く出光は︑堂々
仕事の上において︑私の 体得し︑個々に鍛錬強化さ たる紳士ぶりであった︒長
であり︑日本の国策の範囲
内での独立である︒したが みが独立しておるのではあ れる店員が︑店全体の方針 い病に痩せて︑やつれては
って店員も︑出光の店員で りません︒店員各自が︑そ の下に一糸乱れず一致結集 いたけれど︑それだけに一
あるがゆえに︑出光の店是 の持ち場︑持ち場において し︑団体的総力を発揮する 層スマートでもあった︒
というか︑店の方策の範囲 独立しておるのであります︒のが︑すなわち出光商会で
︵ＰＨＰ文庫︶
内で独立させればいいじゃ 換言すれば︑自己の仕事の あります︒︵昭和 年９月
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●外食業界・消費者動向
3
1

日経ＭＪが実施した
た︒
２０１３年度飲食業調査から
リサイクル率﹁ 〜 ％﹂と
▼１年前に比べて出店の環境が の回答が７・１％︑リサイクル
率﹁ 〜 ％﹂との回答が４・
変化したか／２１８社回答
﹁全体的に出店しにくい ｣
場
｢ ３％︑リサイクル率 ｢〜 ％
所によっては出店しにくい を
｣
合わせて ％︵ 年度より ・
２ポイント増︶
理由として﹁物件獲得競争の
激化﹂ ・３％︑﹁人手不足﹂
・８％︵ 年度より２倍増 )
外食業界では人手不足が深刻
になっている︒従業員を確保で
きるかどうかが各社の出店戦略
に
影響を与えている︒
店舗政策で今後実施・拡充を
検討する取り組みについては︑
﹁営業時間の短縮﹂ ・８％
年度より５・２ポイント増 )
(
﹁小型店舗の展開﹂ ・７％︒
建築コストの上昇で初期投資が
小さく︑従業員も少なくてすむ
という小型店の出店を軸に据え
ようとする企業が増えている︒
1
2

▼環境問題への対応 ･･
･
２００７年施行の食品リサイ
クル法で外食産業は食品廃棄物
のリサイクル率を ％にする目
標が設けられている︒今回の飲
食業調査によると︑リサイクル
率 ％以上と応えた企業は ・
４％にとどまった︒飲食業企業
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太平洋戦争中や終戦直後︑
米が不足していたころに︑ア
ルコールを大量に添加して増
量した粗悪な酒が造られまし
た︒米が足りなくても︑なん
としても日本酒がのみたかっ
たのでしょう︒
ところが米が潤沢に出回る

味がうすっぺらになりがち︒
それをごまかすために︑水あ
めなどの糖類や酸味料などで
味付けしたため︑後味にベタ
ベタとした不自然な甘さが残
ります︒こういった質の悪い
酒を︑温度管理もしないで放
置しておいて︑燗して飲ませ
る飲食店も多かったのです︒
鼻に近づけただけでツンとし
たアルコール臭が立ち︑後味
はベッタリ甘くて重い︒この

粗悪酒からの防御意識
良い酒には甘辛はない
ようになっても︑アルコール 三増酒の不快さが︑日本酒離
を大量に添加した酒は造り続 れが進んだ第一の原因だと考
けられました︒飲み手にとっ える人は多くいます︒
１９６０年代に入ると︑灘
ては安価であり︑メーカーに
とっては原価率は低く︑手間 や伏見のメーカーが全国ブラ
もかけずに大量生産できるた ンドになり︑新聞広告やテレ
め︑市場を席巻していったの ビＣＭなどを通して辛口の酒
として全国に知られるように
です︒
米に対して三倍の量のアル なり︑﹁辛口を飲む男は酒の
コールで薄めたことから︑﹁三 通﹂という価値観を強烈に植
増酒﹂などと呼ばれたこうい え込んでいきました︒ 年代
った酒には︑米の旨味が出ず︑には本来の日本酒に戻るべき
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だという考えから︑アルコー
ルを添加せず︑純米酒︵無添
加酒︑純粋清酒という言い方
もありました︶を造る蔵元も
現れました︒こういった酒は︑
糖類やアミノ酸などで味付け
をしていないことから︑飲ん
だ後がすっきりした印象なの
で︑﹁辛口﹂だ︑良い酒だと
評価されるようになります︒
年代後半に始まった地酒
ブームを牽引したのが︑﹁越
の寒梅﹂︵石本酒造︶で代表
される新潟の酒です︒寒冷地
に向いた酒米︑五百万石を︑
低温発酵させたことで実現し
た︑すっきりとした切れ味の
良い味わいは﹁淡麗辛口﹂と
称賛されました︒またビール
業界では﹁アサヒスーパード
ライ﹂を皮切りに︑辛口の味
のビールが続々売り出され︑
その過熱ぶりはドライ戦争な
どと言われます︒こうして︑
﹁淡麗辛口﹂という言葉は︑
質の良い酒を表す最高のほめ
言葉として︑浸透していって
しまったのです︒
︵ちくま新書より︶

・はなしのネタ
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新牛蒡と
茄子の角切り味噌汁
●材料／牛蒡 茄子 昆布 味
噌
茄子は煮崩れないように角切
りにする︒牛蒡は皮を包丁の背
で削ぎ︑ハス切りにし︑水に浸
して灰汁を抜く︒
昆布の出汁に味噌を溶き︑ま
ず牛蒡を入れ︑柔らかくなった
ら茄子を加え︑茄子が煮えたら
火を止める︒
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２：８の法則
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⑮お店独自のワイン会＆日本酒会

好きな日本酒のタイプを聞
かれたら︑﹁辛口﹂と即答す
るあなた︑本当に辛い酒が好
きなのでしょうか︒﹁ツウは
辛口を飲む﹂と言われている
から︑なんとなく辛口の酒が
良いものだと思い込んでいる
のではないですか︒世界中に
数ある酒類の中でも︑日本酒
は旨味や甘味のあるお酒︒と
ころが長年にわたって︑辛口
＝上質な酒︑という価値観が
常識のように流布してきたせ
いで︑本来︑辛口好きではな
い人までが辛口の酒を所望す
る傾向にあるようです︒とく
に人生経験が長く︑社会的な
地位の高い男性に辛口妄信論
者が多いのは︑世評を知るが
ゆえ︒知識が邪魔しているよ
うに思います︒
では︑なぜ辛口の酒こそ良
い酒だとされてきたのでしょ
う︒それは︑甘くて︑質の悪
い酒が出回ったことに対する
アンチテーゼなのです︒
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〜あき丸ワイン漫遊録〜

■池波正太郎著／剣客商売
庖丁ごよみ⑧
その百二●辛口＝良い酒になってしまった歴史

﹁アリは︑集団のうち２割 占める﹂﹁ソフトウェア利用
が食べ物の８割を集めてくる︒ 者のうち ％は︑全機能のう
勤勉な２割の個体だけを取り ち ％しか使わない﹂ ･
な
･
･
･
･
･
出して集団にすると︑そこに ど︒説得力もあり︑使いやす
もやはり﹃ 対 の法則﹄が いので︑いろんな場面で応用
出現する︒つまり︑働きアリ されています︒ビジネス以外
と思われたもののうち︑８割 にも︑﹁離婚件数の ％を離
がなまけアリになり︑勤勉な 婚経験者 ％が占めている﹂
２割が食べ物の８割を集める ﹁文章で使われる単語の８割
ようになる︒さらに︑なまけ は︑全単語数の２割に当たる
アリの集団でも同じく﹃ 対 頻出単語である﹂﹁都市の交
通量の８割は︑２割の道路に
の法則﹄が出現する︒すな
わち︑なまけアリの集団から 集中している﹂等々 ･
︒
パ
･
･
･
･
･
働きアリが２割生まれ︑
レートの法則によると︑
それらが食べ物の８割
原因の ％が結果の
を集めてくる︒この法
％を握っているので︑
則は︑ハチの世界でも
例えば︑大都市の道路
同様である﹂︒イタリ
問題を解決したいとき
アの経済学者のパレー
は︑集中する２割の道
トが１８９７年に発表
路の問題を潰せば︑問
した パレートの法則
題のおよそ８割が解決
｢
｣
するというように応用
は︑単に全体が常に
できるわけです︒
％と ％に分かれると
いうことではなく︑ほんの一
そんな中で︑﹁ ％の男性
部の要因 (％︶が全体に決 が ％の恋愛経験を生み出し
定的な影響を与えるという不 ている﹂という日本の未来に
夏が来て︑茄子が出るように はない﹂
均衡性を提唱したものでした︒直結しそうな２ ８法則を見
なると︑よく洗って薄切りにし︑ と︑うそぶいたそうだが︑石
仕事上でよく使われるのが つけました︒この重要課題を
塩でもみ︑さらに醤油を落とし 燈籠はさておき︑漬きかげんの
﹁上位 ％の営業マンが︑売 解決するには ･
８
割をどう
て食べる︒
あざやかな紺色の肌へ溶き芥子
･
･
･
･
･
上げ全体の ％をあげる﹂と にかしようというのではなく
この茄子が︑旨くて旨くて︑ をちょいと乗せ︑小ぶりのやつ
いうもの︒他にも﹁ ％の売 て︑２割のモテ男を集めた特
を丸ごと︑ぷっつりと噛み切る
たまらないのだ︒
れ筋商品が総売上げの ％を 区をつくる︒するとそのうち
海軍へ入ったことによって︑ ときの旨さを何と形容したらよ
稼ぎ出す﹂﹁ ％の上得意客 の８割は萎える︒か？？？
私の偏食は︑ほとんど影をひそ いだろう︒
が︑総売上げの ％をもたら ︵ダイヤモンド経営者倶楽部
め︑好物が増えた︒茄子もその
さほどに︑この夏の漬物の王
ラインより︶
一つである︒
様の味わいは一種特別のものだ︒ す﹂﹁サイト訪問者の上位
むかし︑絵師の英一蝶が或る
煮びたし︑網焼き︑蒸し焼き︑ ％が︑アクセス総数の ％を
大名と張り合って手に入れた石 シギ焼き︒いずれもわるくない
燈籠へ灯りを入れ︑夏の夕闇も が︑何といっても糖漬けがいち
濃い庭をながめつつ︑出入りの ばんだ︒
と︑条太郎はいう︒
視線を外し︑
八百屋が置いて行った初物の茄 ︵﹃味と映画の歳時記﹄より︶
三冬は︑茄子の角切に︑新牛 ﹁根岸から︑ここまでまいりま
子一品のみを膳にのせ︑これを
蒡
の
さ
き
が
け
を
入
れ
た
熱
い
味
噌
す
と︑お腹も空きます﹂
肴に酒をのみながら︑
と︑いったものだ︒
﹁三冬さまの胃の腑は︑そこな 汁で︑飯を三杯もたべてしまい︑
﹁天下に︑これほどのぜいたく しでございます﹂
食べ終って︑さすがに大二郎の ︵﹃白い鬼﹄中﹁三冬の縁談﹂
より︶

ここ最近、あちらこちらでワイン会
緒になってより良い会にできるよう
や日本酒会を開かれているお店が増
にサポートさせていただきます。
えてきていると感じます。そのお店
の特徴を活かして常連のお客さんだ
けではなく、新規のお客さん獲得へ
の素晴らしい企画だと思います。
季節に合わせて食材、調理法を考え、
それに合わせるワイン、日本酒を選
びます。たとえばお料理は会席風に
一品ずつで、それに合うお酒を出す
のも良いでしょう。ビッフェスタイ
ルでお料理もお酒も自由に選んでも
●ぶどう便り
うのもおもしろいかなぁ。
とくに常連さんには通常では味わえ
ない新鮮な雰囲気を楽しめる機会だ
と思います。
会費は一般的に400
0
円〜１万円くら
いが一番多いかも知れません。
われわれお酒を扱っている者として
も、ワイン、日本酒のいろんなタイ
プの味わいを知っていただくチャン
房いっぱいに実がなりましたが、まだ
スだと思っております。今後、ご自
かたくてすっぱいです。
分のお店でもやってみたいと思われ
ましたら、ご遠慮なくコヤマカンパ
ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．
ニーの担当者にご相談ください。一

夏

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
115/平成26年８ 月
No.

