データ＆トピックス
して消費態度を数値化︒調査は
９月上旬︑３大都市圏に在住す
る 〜 歳の男女計１５００人
にインターネットで尋ねた︒
消費行動について﹁秋の味覚
を楽しみたい﹂といった前向き
な季節要因を挙げる人は前年同
月の１７８件から１５６件に減

った︒﹁旅行の予定がある﹂と
いう人も前年同月 件から 件
に後退した︒とくに女性の消費
意欲指数が下がり︑前年同月比
で約３ポイント低下し ・ 点
だった︒低下は２ヶ月連続︒
消費意欲を決めた理由として
﹁節約したい﹂﹁先の生活が不
安﹂といった声が前年同月に比
べて増えた一方︑﹁金銭的な余
裕がない﹂という回答は減少し
た︒
3
0

4

●外食業界・消費者動向
消費意欲鈍く節約志向目立つ
月指数１・３ポイント低下
博報堂生活総合研究所が発表
した消費予報によると︑ 月の
消費意欲指数は ・５点で︑前
年度同月比１・３ポイント低下
した︒同指数は﹁消費意欲が最
高に高まった状態を１００﹂と

49

同研究所では﹁現状の家計は ６年連続のマイナスで過去最低
あまり苦しくなくても︑将来不 となった︒台風の接近が相次ぐ
安からくる節約志向が根強く︑ など天候不順が続き︑外食での
消費意欲が高まらない﹂という︒消費が大きく減った︒すべての
︵日経ＭＪ︶ ジャンルでマイナスで︑ビール
が４・６％減の５６００万ケー
ビール系出荷３％減
ス︑発砲酒は１・７％減︑第３
６年連続マイナス
のビールは１・１％減だった︒
７〜９月天候不順響く
ビール大手５社が発表した２
１〜９月のビール系飲料出荷
０１６年７〜９月のビール系飲 量は２・１％減で３億２９３万
料の課税済み出荷量は前年比３ ケースだった︒ 年連続のマイ
％減の１億１０１５万ケース︒ ナスで１９９２年以来の過去最
低を更新した︒

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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陰口を言われても︑嫌われても︑
あなたが気にすることはない︑
﹁相手があなたをどう感じるか﹂は︑
相手の課題なのだから︒

︿グルメ誌の特集紹介﹀

︵日経ＭＪ︶

1
2

▽月刊専門料理／ 月号
特集１ ワイン︑日本酒︑ビー
ル︱︱料理人が知っておくべき
お酒の話
料理と切っても切れない関係に
ある 酒
とは言え︑１日の大
｢︒｣
半を厨房で過ごす料理人にとっ
て︑酒について学ぶ機会や時間
は料理に比べて圧倒的に少ない
のが現実でしょう︒﹁ワイン﹂︑
﹁日本酒﹂︑﹁ビール﹂を柱に︑
料理人なら最低限知っておくべ
き酒の基礎知識を学びます︒
▽ミーツ・リージョナル／ 月
号
特集 日本酒クライマックス
２００９年の﹃発酵クウノム﹄
でレポートした食中酒ブームを
皮切りに︑日本酒最前線を追い
かけてきたミーツ︒約２年ぶり
となる特集です︒
12

26(了)
﹁私は私のために生きる︒あな れることを変える勇気と︑変えら 違っているとは限りません︒自分
たはあなたのために生きる︒私は れないことを受け入れる忍耐力と︑が正しいと思うことを続ければい
何もあなたの期待に応えるために︑両者の違いを理解する知恵を与え いのです︒他者からどう思われる
この世に生きているわけじゃない︒たまえ﹂︵ラインホールド・ニー かを気にするから苦しくなる︒課
題を明確に分離すればいいのです︒
そして︑あなたも私の期待に応え バー︶
﹁課題の分離﹂ができるように
私たちが他人の感情や行動をコ
るために︑この世にいるわけじゃ
ない︒私は私︒あたなはあなた︒ ントロールすることはできません︒なったとき︒それは幸福な人生へ
でも︑偶然が私たちを出会わせる 出来ないことをしようとするから の第一歩です︒あなたの心は軽く
なら︑それは素敵なこと︒たとえ 苦しいのです︒相手の課題に踏み なり︑対人関係もぐんと改善する
出会わなくても︑それは仕方のな 込まず︑自分の課題に相手を踏み ことでしょう︒人生に革命が起こ
る瞬間です︒
いこと︒私は私︒あなたはあなた︒込ませなければいいのです︒
︵ダイヤモンド社︶
相手があなたを評価するかどう
あなたはあなた︒私は私﹂︵フレ
かは相手の課題です︒たとえ陰口
デリック・Ｓ・パールズ︶
﹁神よ︑願わくば我に︑変えら を言われたとしても︑あなたが間

11

挙げた例でいうならば︑塚田農
場ならビジネスマン︑コンセプ
ト居酒屋なら女性︑といったよ
うな明確なターゲットが見えま
す︒

‥

10

高｢
付加価値 で｣
生き残りをかける居酒屋

‥

6
9

ュラの館﹂や﹁監獄﹂︑﹁釣り
堀﹂など︑コンセプト居酒屋は
｣
東京都内を中心に広がりを見せ
ており︑今後︑京阪神をはじめ

居酒屋以外の飲食店が居酒屋
業態に次々と参入してくる中︑
それに対抗して既存居酒屋が生
き残るためにはどのような戦略
を取るべきなのでしょうか？
生き残る店に共通して言える

﹁安ければいい﹂という消費
者の心理は過去のものとなり︑
割り引きや値下げなど表面的な
対策では満足出来ず︑一筋縄で
はいかないのが現代の消費者な
のかも知れません︒

自店のターゲットをはっきり
させ︑排他的な﹁顧客深耕﹂が
ことの一つに︑シンプルながら 生き残りの近道です︒
も ターゲットが明確 かつ﹁付
｢
｣
加価値がある﹂ということが挙
︵参考＝Ｕ︱ＮＯＴＥ︶
げられるでしょう︒チェーン店︑
個人経営店にかかわらず︑生き
残る店は 誰
｢に向けた店なのか ｣
がはっきりしています︒上記に

排他的な﹁顧客深耕﹂が生き残りの近道

たとえば︑ルイスキャロルの
不思議の国のアリスの世界観を
反映して作られたのが︑﹁幻想
の国のアリス﹂︒
店内の装飾のみな
らず︑メニューや
店員のサービスな
ど細部に至るまで
その世界観は反映
されています︒ほ
かにも︑﹁ドラキ

既存居酒屋は生き残れるか

若い女性を中心に人気を博し
ているのが コ
｢ンセプト居酒屋
です︒週末はなかなか予約が取
れない人気ぶりで︑女子会や記
念日のお祝いといった利用が殺
到しているとか︒

非日常の空間を売りにする

また︑価格だけでは現在の消
これまで︑総合型居酒屋チェーン店は学生やビジネスパーソン 全国に波及していくことが予測 費者の心を掴むことは出来ませ
ん︒多少高くても消費者は自分
が主な顧客層でした︒しかし︑仕事帰りに仕事仲間と飲みに行く されます︒
が良いと判断すれば︑購入を決
ビジネスパーソンが減り︑若者の酒離れも進んでいることで︑顧
このようなコンセプト居酒屋 断するからです︒であれば︑価
客層は年々縮小しています︒
また︑消費税増税後の景気の回復に伴い︑消費者の中では﹁プ は︑近年長引く不況に伴う﹁オ 格よりもその店でしか味わえな
チ贅沢志向﹂の傾向が強まりつつあります︒このような状況に︑ フバランス消費﹂という消費者 い その店に行く理由となる 付
｢
安さだけを売りにした居酒屋チェーン店は刀打ちが出来なくなっ 傾向を上手く取り込んでいると 加価値﹂を作り出すことです︒
言えるでしょう︒これは︑日常 それこそが現代の居酒屋に求め
てしまったのです︒
の財布 家
(計のバランスシート )られている価値なのではないで
とは別に蓄えた︑オフバランス しょうか︒
︵簿外︶の金で買い物をすると
いう意味です︒消費者は日常を
堅実に過ごしながらも︑非日常
を買うという変化の中で︑自己
を確認し︑そこからゆとりや満
足感を感じとっているのです︒

!!
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連載／おいしいワインの選び方

⑮日輪田︵宮城︶

酒銘の由来

ワインに つ
｢まずかない た｣めの
ポイントは３つだけ︹２︺

基本編③

３

って違うイメージを持ちがちな
のです︒
たとえば﹁お金持ち﹂という
それで﹁素人っぽい﹂とか﹁バ 言葉ひとつとっても︑かたやビ
カっぽい﹂とか思われることは ル・ゲイツのような世界的な富
ありません︒
豪を思い浮かべ︑かたや近所の
ただし︑店員さんにおいしい かかりつけのお医者さんを思い
ワインを選んでもらうために︑ 浮かべていたら︑会話に齟齬が
知っておくと便利な言葉はいく
②ワインを表現する言葉の意味 ありません︒だって︑初デート つかあります︒それは﹁干し草
で相手が﹁干し草となめし皮の の香り﹂といった高尚な表現で
がよくわからない
ワインがよくわからない理由 香りが鼻を抜け︑ブルゴーニュ はありません︒味の指針になる
の２つ目は﹁言葉﹂の問題です︒の大地が見える⁝⁝﹂なんてワ ﹁甘い﹂﹁辛い﹂﹁渋い﹂﹁サ
みなさん︑ソムリエやワイン ケのわからないことを言ってい ッパリ﹂といった感じの︑気取
っていない言葉たちです︒
マニア特有のトークを見聞きし たら︑ドン引きしませんか？
これらの﹁指針になる言葉﹂
たことはありませんか？﹁干し ﹁おいしい！﹂﹁これ︑軽くて
草の香りが鼻に抜けるね﹂とか 料理に合うね﹂﹁うわ︑渋いけ を知っておくだけで︑店員さん
﹁このワインのテロワールは﹂ どクセになる﹂と素直に言って の説明がもっと理解しやすくな
とか︒ちょっと意味がわからな くれた方がよほど楽しく飲める り︑会話も楽しいものになりま
いし︑なんだか入っていきづら のに︑と残念に思うはずです︒ す︒海外旅行に行くとき︑とり
そう︑ワインを楽しむために︑あえず﹁おはようございます﹂
いですよね︒
でも︑こういった言葉が使え 専門用語は不要︒﹁おいしい﹂ や﹁いただきます﹂といった挨
なくても︑全然気にする必要は とか﹁好き﹂で十分なんです︒ 拶を一通り覚えるように︑ほん
の少しの ワ｢
イン界の共通言語 ｣
を扱えるだけで︑ぐっとコミュ
ニケーションが取りやすくなる
と﹁田んぼ﹂の恵みを皆で 輪
｢ ｣
になって楽しんで欲しいという んです︒
しかも︑言葉がわかれば味の
意味が込められています︒
米の旨味を大事にし︑食中酒 理解も深まります︒飲みながら
として飽きの来ない味わいに仕 あ
｢︑これが複雑な味なんだな ｣
上げられています︒気の合う仲 と納得できるようになると︑俄
間と肩肘張らずに楽しめます︒ 然ワインが楽しくなってくるは
大震災後の居酒屋を訪ね︑私
カジュアルで上質な純米酒をめ ずです︒
は居酒屋の認識がおおいに変わ
逆に言えば︑ワインをむずか
宮城県の萩野酒造が平成 年
ざ
し
ま
す
︒
少
し
濃
い
目
に
味
付
け
っ
た︒
から全量純米造り︑販売店限定 した里芋やふきの煮物︑ぬか漬 しくしているひとつの要因が︑
震災後︑岩波文庫に復刻され
でスタートした銘柄︒ 日輪田 けや程よく熟成した沢庵のよう ﹁わかるようでよくわかってい た水上滝太郎﹃銀座復興﹄は︑
｢
｣
ない共通言語﹂と言えるかも知 関東大震災で焼け野原になった
とは︑古代神に捧げる穀物を育
な
田
舎
料
理
と
合
わ
せ
て
欲
し
い
お
れません︒言葉自体は﹁甘い﹂ 銀座に︿復興の魁は料理にあり
てた円い田のこと︒﹁お日様﹂ 酒です︒
﹁辛い﹂﹁渋い﹂と易しいから ⁝⁝﹀という紙を貼って始めた
なんとなく理解しているような 居酒屋の話だ︒そこにやってく
気になるけれど︑じつは人によ る人々の会話を通し︑復興に向

古代神に捧げる円い田
︑

その百二十八●最も大事で難しい麹造りの話

達人／太田和彦が語る

かせないのが麹菌︒麹菌はア に類のない複雑なメカニズム
ミラーゼという糖化酵素を作 で造られるのが︑日本酒なの
りだすのですが︑この酵素は です︒
麹菌は︑醤油や味噌を造る
デンプン質を小さく分断する
ハサミの役割をします︒こう ためにも欠かせない︑日本人
して麹の持つアミラーゼの力 にとっては大切な微生物です︒
で分断した︵糖化した︶ブド しかも麹菌は日本固有の菌で︑
ウ糖を酵母が食べることで︑ 世界のどこを探しても見つか
発酵が始まるというわけです︒らないそうです︒日本オリジ
余談ですが︑アミラーゼは ナルの微生物として︑日本醸
唾液の中にも含まれています︒造学会により 平成 年に 国
｢
ご飯を噛んでいると甘くなっ 菌﹂に認定されています︒
︵ちくま新書より︶
てくるのは︑デンプンが糖化

麹菌は日本に固有の菌
年前に 国｢菌 に｣
指定

発酵させたものがワインです︒され︵酵素で分断された︶ブ
日本酒の場合も︑米と水︑そ ドウ糖に変わった証拠なので
して自家で育成した米麹が原 す︒その昔︑日本酒を造ると
料となります︒これに酵母を きに︑若い女性が米を噛んで
加えて発酵させ︑搾ったもの 発酵を促す﹁口噛み酒﹂とい
が日本酒なのです︒
う方法を行っていたとされる
ではなぜ︑米麹を造る必要 のは︑唾液のアミラーゼを活
があるのでしょう︒ブドウに 用していたのです︒顕微鏡の
含まれるブドウ糖は︑酵母の ない時代に︑経験として知っ
エサとなり︑発酵に至ります ていたのでしょう︒
が︑米に含まれる澱粉は数十
ワインのように︑原料を酵
万個のブドウ糖がつながった 母で発酵させる方式を﹁単発
物質なので︑酵母は食べるこ 酵﹂と呼ぶのに対して︑日本
とができません︒そこで︑欠 酒は一度︑糖化という工程を
経てから発酵し︑さらに発酵
しながらも︑麹による糖化の
作用が並行して行われること
から﹁並行複発酵﹂と呼ばれ
ています︒麹菌と酵母︑二つ
の微生物の力を借りて︑世界

24酒飲みの義侠心

1
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日本酒の原料は米と米麹︑ れば︑ ︵麹と米︑水に酵母
水︒このうちの米は︑農家や を加えた日本酒の元︶のなか
各種組合から購入します︵一 で酵母が元気に育ちます︒そ
部の蔵元では自家栽培してい して︑ がうまくできて初め
水
ます )
｡は井戸を掘ったり︑ て︑もろみ︵酒母に︑さらに
水道を引くことで得られます︒ 麹と米︑水を三回に分けて仕
では米麹はどうやって手に入 込むどろりとしたもの︶が︑
れるのでしょう︒
うまく発酵します︒こうして
実は︑米麹は酒蔵の中で造 造りが順調にいくのです︒つ
られます︒お酒の大事な原料 まり麹造りはスタートでもあ
ではあるのですが︑外から買
ってくるのではなく︑蒸した
米に種麹菌をふりかけて︑２
〜３昼夜かけて育成すること
で得られるものなのです︒し
かもここでできた米麹の質は︑
旨い酒を造るために最も大切 り︑酒造りのハイライトとも
なポイントであると言われま いえる作業です︒酒蔵の中で
す︒
最も技量のある人が︑持って
日本酒造りで大事なことは いる技術と体力︑気力を注ぎ
﹁一麹︑二 ︑三造り﹂と格 込んであたるのが︑麹造りな
言のように言い習わされてい
の
です︒
ますが︑これは単なる工程の
原料を自分で造る︑と言っ
順番ではなく︑大切な順に表 ても︑わかりにくいかも知れ
したものだといいます︒つま ません︒そこでワイン造りに
り﹁一麹﹂とは︑麹が一番大 置き換えてみると︑原料とな
切であるということを指して るブドウは自家栽培すること
いる言葉です︒
が基本です︒こうして収穫し
麹をうまく造ることができ たブドウに︑酵母を加えて︑
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生まれますよね︒
そんなコミュニケーションの
齟齬が起こらないよう︑いまさ
ら人に聞けないワイン界の共通
言語をあらためて確認していき
ましょう︒
︵山口直樹著／ディスカバー携
書より︶

かう銀座の様子を描く︒今も銀
座にある﹁はち巻岡田﹂がモデ
ルという︒
居酒屋が復興のシンボルにな
っているらしいことは︑新聞や
テレビでもよく目にした︒岩手
・宮古も︑宮城・石巻も︑まず
できたのはプレハブの飲み屋横
丁だった︒ＮＨＫの報道ドキュ
メンタリーで︑ある中年男性は︑
まったく気分を失っている自分
を見かねた奥さんが︑﹁父ちゃ
ん︑頼むから居酒屋でも行って
元気出しておくれ﹂と言われて
ここに来た︑と焼酎を飲んでい
た︒普段の﹁父ちゃん︑居酒屋
ばかり行ってないで﹂が﹁頼む
から行ってくれ﹂になった︒た
とえプレハブでも︑集まって酒
が飲め︑互いの安否を確認し︑
亡くなった人を偲び﹁しゃあね
え︑がんばんべ﹂と言える場所
がまず必要とされたとナレーシ
ョンは語った︒
よく行く東京・渋谷﹁のんべ
い横丁﹂の焼鳥﹁鳥福﹂の主人
からこんな話を聞いた︒
横丁組合長である主人は︑釜
石の﹁呑ん兵衛横丁﹂が津波で
流されたのを知り︑﹁同じ名前
も縁﹂と横丁の店でカンパをし
ようと思い立ち︑各店に義援金
箱を置いた︒
募金は集まったが特定の振り
込み先がなく︑持参して釜石市
職員の立ち会いで手渡した︒そ
れを２回行い︑大変感謝された︒
お金も大事だが︑同業同士助け
合おうという気持ちがうれしい︒
渋谷に何か起きたらこんどは私
たちが駆けつけると笑ったそう
だ︒
同じく銀座 み｢
を木 の
｣白割烹
着の美人女将は︑震災発生直後
から︑被災地の蔵元に連絡をと
り︑被害に遭った酒蔵に残る酒
は全部うちで買い取ると伝えた︒
泥をかぶった瓶でも中身が無事
なら問題ない︒客には東北酒を
勧める︒私も︿最初の一杯は東
北の酒﹀をスローガンに︑居酒
屋に座るとすぐ大声で﹁東北の
酒をくれ﹂と注文する一人キャ
ンペーンを始めた︒
東京の心ある居酒屋はどこも
義援金箱を置いた︒義援金箱に
はコツがあり︑中が丸見えの蓋
付き大瓶を使うと一目瞭然に千
円札や︑ときには一万円札も見
え︑﹁ならば自分も﹂という気
持ちが湧く︒酒飲みは義侠心が
ある︒飲めば気も大きくなり︑
見栄もある︒﹁釣りはここに入
れてくれ﹂は酒飲みの常識のセ
リフになった︒
︵新潮文庫﹁居酒屋を極める﹂
より︶

