用意︒来客はわざわざメモを取 できる︒
らずに済むし︑量は１種につき
メニューブックにも日本酒初
なので合計１８０ になる︒心者に分かり易い情報が盛り込
キレのある日本酒をそろえた﹁ まれていて︑店員に聞かずとも
辛口セット﹂︑違いを楽しむ﹁ 自分の好みを探し出せる︒提供
︶︑中グ
いろいろセット﹂︒まろやかな 方法は小グラス︵
日本酒の﹁旨口セット﹂︵以上 ラス １
(２０ ︑
)大グラス︵１
各９８０円︶︑グレードの高い ８０ ︶︑グループ客用︵３０
日本酒を味わう﹁Ａセット﹂︵ ０ ︶の４種類︒店舗面積 ㎡︑
１４３０円︶︑ Ｂ
｢セット ︵
｣１ 月商４５０万円︒
９００円︶があり︑造り手によ
︿グルメ誌の特集紹介﹀
る日本酒の味の違いを堪能

妻の機嫌が悪いときに︑夫が責任を感じてはいけない︒
不機嫌でいるか上機嫌でいるかは︑妻の課題︒
その課題を勝手に背負うから苦しいのだ︒

6
6

▽料理王国／ 月号
大特集：独立開業
▽料理通信／ 月号
特集１：カウンターで磨かれた
味と技〜仕事とレシピ
▽料理王国／ 月号
大特集：地方のちから〜地元の
コミュニティが料理人の武器に
なる〜
日本中から人を呼ぶ地方のレス
トラン︑その成功の理由とは？
・富山﹁レヴォ﹂谷口英司さん
・北海道・札幌﹁ル・ミュゼ﹂
石井誠さん
・山梨・八ヶ岳﹁ＯＴＴＯ Ｓ
ＥＴＴＥ﹂政井茂さん
・地方発！ スターシェフファ
イル〜成功の条件
・関東インタビュー ティエリ
ーマルクスさん
・おいしい日本再発見﹁山形・
庄内﹂
▽ｄａｎｃｙｕ／ 月号
特集：居酒屋

m
l
ml

データ＆トピックス
るという︒
仕入れは一銘柄につき一本の
みとしており︑売り切れたら別
●外食業界・消費者動向
の銘柄に切り替える︒３〜４日
米吟醸 生詰﹂といった醸造方 で全銘柄が入れ替わるペース︒
法や生産地なども記載してある︒﹁いつ行っても新しい銘柄に出
同店は約 種類の日本酒を揃 会える﹂と︑日本酒好きが常連
えており︑今では﹁日本酒好き となる︒
が集う店 と｣
して成長している ｡ ３種類の日本酒を飲み比べで
客層は日本酒に興味を持つ男性 きる﹁店主セレクトきき酒３種
会社員がメインで一人客も多い︒類セット﹂はそれぞれの銘柄と
お客の半分は月に一回は来店す 醸造法︑生産地を記載した紙を

日本酒楽しみながら学ぶ
メニュー︑領収証で特徴説明
店から渡された領収証がその
まま自分が飲んだ日本酒のメモ
になる︱︱︒こんなサービスを
提供するのは東京・新橋の日本
酒バー 和｢
酒場 庫裏 く
︒
(り )
｣
領収証には金額だけでなく 純
｢

6
0
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アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉
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大衆酒場の原点ここにあり

平成の世を席巻した名だたるチェーン店が
何度でも通えるリーズナブルな価格設定 ︒
ちの寛いだ雰囲気が壊れてしま
･
･
･
崩壊して行く現代︑いよいよ﹁個店﹂の時代
そのオリジンは︑今も昔も人々を惹きつけて
うからです︒だから︑カップル
が始まろうとしています︒よその店にはない
やまない老舗大衆酒場にありました︒すべて
や１対１の男連れ以外は女性の
強烈な個性︑徹底したホスピタリティー︑週
の答えは昭和の黄昏の中にありました︒
入店は不可︒もし女性が何人か
いたら︑最低同人数以上の男性
がいなければ︑入店できません︒
﹁基本的には相席でも︑飲み
屋っていうのは常に個人がバラ
バラじゃないとダメなんです︒
ニ｢
ューカヤバ銘酒コーナー ｣( ﹁街の居酒屋でサワーやホッ なんです︒ご家庭に持って帰れ でも︑そこに可愛い女のコが入
以下︑ニューカヤバ︶は︑日本 ピーを頼んでも︑どんな焼酎が ないものをここで出して置いて ったりすると︑突然︑場が盛り
中が東京オリンピックに沸いた 入っているか︑分からないでし って欲しいんです︒そうすれば︑ 上がってしまう︒お酒を奢ろう
昭和 年 月 日︑日本の証券 ょ︒でも︑機械なら︑今宮でも︑また次に行けるじゃないですか︒ とする人とかが出て来たりして︑
会社のメッカ兜町に近接する日 麦でも芋でも自分の好みを選べ だから︑ウチはみなさん︑いい そういう親父がいるんですよ︑
お酒を飲んでいらっしゃいます やっぱり︒みんな我も我もと話
本橋・茅場町に生まれました︒
ま
す
︒
濃
い
の
が
好
み
な
ら
︑
２
０
﹁ニューカヤバ﹂の開店時に ０円入れて焼酎をダブルにすれ よ﹂︒
し出すから︑だんだん声だって
自宅と会社の間に立ち寄る大 大きくなる︒そうすると︑静か
は︑この店の一大特長であり︑ ばいい︒ウィスキーも︑バーボ
最も優れたセールスポイントと ンやスコッチ︑国産と銘柄が選 都会のオアシス︑それがニュー に飲んでいる方たちはイヤな感
も言える酒の自動販売機が登場 べるから︑好みのハイボールが カヤバの存在です︒好きな酒を じになるでしょ︒ここは店全体
します︒
作れます︒オーダーが通りにく 自販機で買って︑好きなつまみ が相席だし︑自由にウロウロで
客のストレスを軽減する
かったり︑ルールが難しいなど をカウンターで選んだら︑好き きるから︑一度店の雰囲気が悪
な場所に行って飲む︒焼鳥だっ くなると大変なんですよ﹂︒
自動販売機の効用
の
接
客
ス
ト
レ
ス
も
ゼ
ロ
︒
１
人
に
昼間はガレージだった一角に︑なりたいお客さんにぴったりだ て自由に焼ける︒でも︑そんな
でも︑いつもは客たちのマナ
平安なムードを乱す出来事が︑ ーと品位の良さに脱帽している
赤提灯が提げられると開店の合 と思います﹂︒
図︒客たちは自動車と自転車の
開店準備に忙しい女将の山本 店を不穏な空気で満たしてしま と言います︒
合間を抜けて︑馴染み深い大人 典子さんに代わって︑娘の容子 うこともあります︒不幸を繰り
﹁ほんと︑ちゃんとしてる方
のワンダーランドの暖簾を潜り さんが語ってくれました︒少し 返さないために︑ニューカヤバ が多くて︑日本人って礼儀正し
ます︒早くも金宮の自動販売機 早口で理知的な口調は︑日本橋 では創業以来守られている一つ くて凄いなあと︑いつも感動し
の掟があります︒
の前には︑小さな列ができてい
ています︒飲食店が生き残って
で
三
代
続
い
た
江
戸
子
ら
し
い
意
気
﹁最近は電車に女性専用車っ 行くのが難しい時代に︑変わら
ます︒みんな思い に溢れています︒
てできたでしょ︒ウチは 年来 ずやって行けるのは︑みんなお
思いの濃さと︑好 男性専用車が守る
ずっと男性専用なの﹂︒
客さんたちのおかげです︒ウチ
きな割り材を選ん 正統な飲み屋としての空気
つまり女人禁制︒女一人や女 みたいな個人店は頑張んないと
で自分だけの一杯
﹁飲み屋の役割ってものがあ
を作ります︒自動 ると思うんです︒それはシンプ 性同士の客が男性で満員の店に ！だって︑チェーン店ばかりじ
販売機は︑ただ酒 ルに︑飲んで１日の疲れを癒す 入って来ると︑一瞬にして店の ゃつまんないじゃないですか︒
を売っているだけ という効果︒だから︑飲み屋は 空気が変わってしまいます︒リ 世の中が味気なくなっちゃう ︒
｣
ではないのです︒ 働いているおじさんたちのもの ラックスして飲んでいた男性た ︵フードスタジアムより抜粋︶

妻がふさぎこんでいるのを見て︑分で過ごすことになるのです ･･
︒
感じるか﹂は 相｢
手の課題 で
･
･
｣す︒
夫が機嫌を取ろうとしています︒
このケースの場合︑夫は妻の機 しかし︑それを自分の責任である
妻を幸福にできない自分が無能で 嫌や感情を自分の思い通りにコン かのように背負い込んでいる時点
あるかのように思え︑自分の価値 トロールしようとしています︒ま で︑夫はまだ﹁課題の分離﹂がで
を否定された︑と感じてしまうか さに︑妻の課題に土足で踏み込ん きていないのです︒
らです︒﹁ドライブに行こうか？ でいる︑と言えるでしょう︒これ
相手の課題に責任を感じてはい
それとも散歩でもしようか？﹂︒ では︑二人の人間関係はズタズタ けません︒相手の課題を勝手に背
しかし︑どのように提案しても︑ になってしまうに違いありません︒負うから苦しくなる︒相手との間
妻は﹁出かけたくない﹂と拒絶し
では︑妻が不機嫌であるのを見 に線を引き︑明確に分離すること
ます︒そんな妻に夫はだんだんイ たときに︑夫はイライラしても︑ が必要なのです︒
ライラしてしまいます︒ついに怒 グッとこらえて何も言わずに我慢
︵ダイヤモンド社︶
り出しました︒﹁こんなに気を遣 したとしましょう︒この場合︑夫
ってやっているのに︑なんでおま の問題は解決したでしょうか︒い
えはわからないんだ！﹂と︒そし いえ︑それでもまだ︑夫には問題
て︑その日一日︑二人は最悪の気 が残ります︒﹁相手がどのように
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新連載／おいしいお酒の選び方
１

飲んで希望と連帯感をつなぐ

基本編①

本醸造酒

点数

305

268

281

271

15.88
0.77

15.39
0.69

15.49
0.43
アルコール分
(%)

平均値
標準偏差

15.26
0.64

日本酒度

平均値
標準偏差

3.8
3.5

4.0
2.8

4.5
3.4

4.9
2.9

エキス分

平均値
標準偏差

4.46
0.63

4.59
0.54

4.39
0.62

4.33
0.55

総酸

平均値
標準偏差

1.18
0.21

1.34
0.26

1.47
0.23

1.25
0.19

アミノ酸度

平均値
標準偏差

1.24
0.30

1.27
0.30

1.52
0.32

1.39
0.33

甘辛度

平均値

‑0.12

‑0.32

‑0.53

‑0.31

濃淡度

平均値

‑0.97

‑0.68

‑0.47

‑0.88

酒銘の由来

純米酒

⑬肥前蔵心

吟醸酒

象の酒になることが多いのは︑など︑トータルのバランスで
アミノ酸が低いからとも言え 決まります︒あくまでも目安
るでしょう︒ただし︑実際の として知っておきましょう︒
︵ちくま新書より︶
味わいは︑日本酒度や総酸量

一般酒

チャレンジ精神溢れる
新世代が醸す酒

が書かれていることもありま
す︒
一般的に︑アミノ酸の数値
が高い酒は濃く︑低い酒はあ
っさり感じられます︒全国の
平均は純米酒で１・５２︑吟

(注1)局独自調査分に該当するものは、集計対象から除外した。
(注2)平均値は、「トリム平均法」(最大値及び最小値付近の結果を除外した上で集計する
方法。)を用いて算出した値である。
なお、今次集計においては、分析項目ごとに平均値±3σを超える結果を除外した。
(注3)｢点数｣は、(注2)のトリム平均法による除外を行う前の点数である。
平成26年度 全国市販酒類調査(平成28年7
月 国税庁)

軸を持っていれば
おいしいお酒 だ｢け を｣
飲めるようになる！

22おいしいものを食べて

あり︑その趣きある佇まいに往
時の光景が浮かぶようです︒
蔵の未来を思いつくったブラ
ンド﹁肥前蔵心﹂には︑家族︑
平成７年１月１７日︱︒
蔵人の思いが込められています︒ 阪神淡路大震災で燃え続ける
製造を担う９代目の矢野元英さ 神戸の町をテレビで見ていた︒
んは ︑酒
｢造りは奥深い︒発酵と 戦後生まれの私は︑日本の国土
いう自然の力と向き合いながら が焦土となってゆくのを現実に
創業は江戸時代の寛政年間 自分らしい︑蔵らしい酒を造り 見るのは初めてだ︒建物が燃え
で︑長崎街道沿いに築１００年 たい︒それを助けてくれる鹿島 ているだけでない︒あそこには
を越える風情ある蔵が建ちます︒の蔵同士のつながりにいつも感 人がいる︑大勢の人がいるとい
母屋は国登録の有形文化財でも 謝している﹂と意欲を見せます︒ 気持ちが言葉を失わせた︒
う
それからおよそ３年後︑雑誌
小
｢説新潮 に
｣連載していた﹁ニ
ッポン居酒屋放浪記﹂の担当者
が﹁神戸に行きましょう﹂と言
い出し︑私は大きな抵抗をおぼ

「居酒屋の流儀」

区分

その百二十六●味わいの濃さとアミノ酸との関係
日本酒度︑酸度以外に︑味
の指標として︑よく使われる
数値がアミノ酸度です︒アミ
ノ酸とは︑タンパク質を構成
する要素のひとつです︒日本
酒に︑アミノ酸が足りないと

醸酒で１・２７︵別表︶︒吟
醸酒の数値が低いのは︑米を
高度に精米することで︑米の
表面に多く含まれるタンパク
質を除いているためです︒大
吟醸酒が雑味のない綺麗な印

アミノ酸度が高ければ
一般的に味わいは濃く
淡泊に︑多いと味がくどく感
じ︑適度に含まれると︑ふく
よかな味になる︑と言われて
います︒このアミノ酸の量を
数値化したものがアミノ酸度
です︒日本酒のラベルに数値

えた︒３年たったとはいえ︑大
災害で人々が必死になっている
ところに︑ボランティアならま
だしも︑酒なんか飲みに行って
よいのか︒すると﹁そういう気
持ちを大事に持って行ってみま
しょう﹂と言う︒意を決し︑心
を引き締めた︒
最も被害の大きかった長田に
は居酒屋などないだろうと思っ
ていたが︑プレハブ物置小屋に
﹁吟醸﹂という手書き看板で戸
が開いていた︒おそるおそる入
った中はおよそ３坪︒殺風景な
物置きのような︑いや現実に物
置小屋だが︑注ぐ一升瓶は高級
な吟醸酒で値段は破格に安い︒
現場作業着の男ばかりが黙っ
て飲み︑会話をする者はなく︑
酒でも飲まなきゃやってられん
という気持ちが充満している︒
店の主人は神戸の大きな割烹
で板前をしていたが︑店は崩壊
してなくなり仕事を失った︒し
かし食べてゆかねばならない︒
稼がなくては始まらない︒空き
場所を借りてプレハブを建て︑
板を運んでカウンターを置き︑
飲める体裁だけ作った︒そのと
き考えた︒こんなときだから酒
だけはいいのを飲ませたい︒１
杯の酒を﹁ああ︑うまい﹂と飲
んでもらうことが立ち直る希望
になってもらいたいと︒そして
ほとんど原価の値段で出すこと

みの軸﹂を意識することが大切
です︒赤ワインが好きか？白ワ
インが好きか？ 酸味が強い方
たとえば︑どの映画を見よう が好きか？弱い方が好きか？
か考えるとき︑みなさんも無意 純米酒が好きか？吟醸酒が好き
識に﹁映画鑑賞の軸﹂を使って か？︱︱こういった軸を持って
いるはずです︒邦画が好きか？ いると︑お酒選びはとてもシン
洋画が好きか？ アクション映 プルでカンタンになります︒逆
画が好きか？ロマンス映画が好 に行き当たりばったりにお酒を
きか？ 最近では２Ｄか３Ｄか︑選んでいては︑なかなか﹁おい
といった軸もありますね︒よほ しい！﹂にめぐり会う確率を上
いま酒屋さんやスーパーのお もしれませんが︑この時代に生 どの映画好きでなければ︑こう げることができないのです︒
酒売り場︑飲食店のメニューを まれてよかった！とすら思うの した軸を無視してふらりと映画 ︵山口直樹著／ディスカヴァー
館に入ることはないでしょう︒ 携書より︶
見ると︑ビールだけでなくワイ です︒
お酒も同じで ︑
まず自分の 好
ンやシャンパン︑日本酒や焼酎︑ その一方で︑選択肢が増えた
｢
ウィスキーなどたくさんの種類 ことでお酒が﹁わからない﹂と
いう人も増えてきました︒ワイ
のお酒が並んでいます︒
でも︑こういう状況になった ンも日本酒も︑ビールに比べて
のはごく最近のこと︒一昔前ま どうもとっつきづらい︒覚える
では︑﹁最初から最後までずっ べきことが多そうだ︒何度飲ん
とビール﹂﹁選択肢が﹃赤﹄か でも︑よくわからない⁝⁝︒
せいぜい﹁キリン﹂と﹁アサ
﹃白﹄しかないワイン︑﹃燗﹄
か﹃冷﹄
しかない日本酒を飲む﹂ ヒ﹂のどちらのビールにするか︑
くらいしか悩むことがなかった
のが普通でした︒
たいしておいしくもない︑甘 時代といまでは︑悩みの深さが
いだけのワインや辛いだけの日 違うのです︒
でも︑﹁よくわからない﹂さ
本酒を﹁流行っているから﹂と
いって飲む︒そんな︑乏しいお え払拭すれば︑お酒を楽しむの
にこれ以上ない時代︒せっかく
酒文化しかなかったのです︒
僕は︑お酒を飲むときにたく なら︑おいしいお酒﹁だけ﹂を
さんの選択肢があるいまの世の 飲みたいと思いませんか？
そのために押さえておきたい
中は︑とてもすばらしいと思っ
ています︒大げさに聞こえるか のが︑最低限の﹁軸﹂です︒

達人／太田和彦が語る
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にした︒
私にも銘酒をなみなみと注ぎ︑
三つか四つある肴は同じように
安く︑貴重品と思い遠慮しつつ
いただくとたいへんおいしい︒
一流割烹の腕は安い材料をうま
く食べさせるコツを心得︑それ
はまた大災害後のプレハブでも
質は落とさないプロの意地であ
り︑﹁ああ︑こんなうまい酒が
あるんだ︑食い物があるんだ︑
じゃあ︑がんばろう﹂という希
望を人々に与えていた︵それか
ら何年か後︑ 吟｢
醸 は｣
向かいに
建ったビルの一階に入れること
になりプレハブ店舗は閉めたが︑
今でも借りて酒倉庫にしている︒
中にはプレハブ営業当時の写真
が貼ってあり︑酒を取りに行く
たびに見る︒﹁あの初心を忘れ
るな︑です と
｣主人はもらした︶
﹁吟醸﹂を出てしばらく歩い
た同じ長田に︑ワイン酒場﹁川
島しょう店﹂があった︒自宅で
やっていた酒屋は全部倒れずに
残り︑２階には寝泊まりができ
た︒庭にガレージのフレームを
立て波板トタンで囲い︑仮屋根
をのせ︑調理のガス台はむきだ
しのまま︑まず水道を直し︑震
災３ヶ月後に営業を開始した︒
使える椅子やテーブルを集めて
並べたが︑ちゃんとテーブルク
ロスを掛け︑花も飾るのがうる
わしい︒２階に幼子たちがいる
らしく︑奥さんは上と行ったり
来たりだ︒
隅の席でワインを飲んだ︒け
ッこう混んでいるのは他に店が
ないからもあるだろうが︑客の
顔にはここに集まってきた連帯
感がみえる︒隣り同士が﹁ワイ
ン︑どうですか﹂﹁被害は？﹂
と話しかけ︑﹁これ食べません
か﹂の言葉に遠慮なく箸で応え
ている︒ここは︑震災発生直後
から不眠不休で放送を続けたラ
ジオ神戸局員のたまり場になっ
たということも聞いた︒不眠不
休とはいえ飯は食ベなくてはい
けない︒一杯ぐらい酒も飲む︒
ラジオ局のスタッフには心強い
味方になったことだろう︒
逆境だからこそ人の集まる場
所が必要とされるのだと思った︒
知らぬ同士でも︑集まって食べ
たり飲んだりすれば心のつなが
りが実感できる︒ 吟
｢醸 や
｣﹁川
島しょう店﹂はその場となった︒
大変なとき︑つらいときだから
こそ酒は必要とされるという光
景を見て︑﹁居酒屋の社会的な
価値﹂を私は知った︒﹁太田さ
ん︑行くべき﹂とすすめた編集
者は慧眼だった︒
︵新潮文庫﹁居酒屋を極める﹂
より︶

