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特集２／ビールとつまみの美味 主たちの方程式
▽あまから手帖︵クリエテ関西
しい方程式
サントリ プレミアム モルツ 社︶６月号／５月 日発売特集
●外食業界・消費者動向
×味わい濃厚なつまみ／華やか １／鉄板焼
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に
な香りで︑肴の旨さが引き立つ ステーキから創作料理︑粉モン
迫る
店員のやる気を引き出す言葉
うになった︒角瓶の購入層は︑ どんなつまみが来ても美味しく アサヒスーパードライ／淡白な まで︒鉄板料理の多彩な魅力を
ご紹介
味を壊さない︑喉越しとコク
﹁感謝と承認﹂が好業績を生む ０８年以前は 〜 代が８割を 頂戴！
経営者や店長からかけられる 占めていたが︑今では 〜 代 ■ビールをワンランクアップさ キリンラガービール×あふれる ▽食楽︵徳間書店︶７月号／６
肉汁／コクと飲み応えが次の一 月５日発売
言葉は飲食店の店員にとって働 が半数を占めるようになった︒ せる公式６
大特集／名居酒屋のヒット酒＆
く上での羅針盤︒言葉一つで業
︵日経ＭＪ／４月 日︶ 方程式を解くために知っておき 口を誘う
たい！
エビスビール×厳選素材／深い ヒットつまみ
績まで変わります︒
︿グルメ誌６月号特集紹介﹀
■﹁このビールだから︑このつ 味わいが導く最高のバランス
﹁人気の酒﹂徹底調査＆﹁プロ
﹁日経レストラン﹂では︑昨
直伝つまみ﹂
年﹁従業員がリーダーに言われ ▽食楽︵徳間書店︶５月号／４ まみ﹂
︿グルメ誌の次号特集紹介﹀
美味しいビールを堪能させる店
てモチベーションが上がった言 月６日発売
葉・下がった言葉﹂を調査した︒
上がった言葉の上位４つ
①がんばったね
このような決断力と行動力のある人
そ
の
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／
﹁
自
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ら
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②ありがとう
と
結
婚
し
た
お
か
げ
で
︑
私
は
生
活にも一
③君のおかげで助かったよ
本背骨が通りました︒
︵中略︶
④随分早くできるようになった
人は生かされて生きている︑と感じ
私の妻は美術学校の同級生で友人で 薄給とはいえ給料をもらう助手の身と
ね
あり︑よきライバルでもありました︒ なったこともあり︑美術学校時代の恩 ます︒しかし︑それもこれも︑こちら
下がった言葉の上位４つ
そして学生時代は︑実は彼女のほうが 師︑青邨先生に仲人をお願いしに行き 側に﹁求める気持ち﹂がなければ︑何
①いつも○○するよね
私よりも絵がうまかった︒彼女は卒業 ました︒すると先生は︑﹁そうか︑そ もわからない︒じっと待っているだけ
②前にも言っただろう︑何回も
制作で首席を獲得し︑そのとき私は二 うか﹂と大変喜び︑仲人を快諾してく では︑欠点を正すことも︑作品をより
言わせるな
高いレベルで仕上げることもできない︒
席
だ
っ
た
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す
︒
れ
ま
し
た
︒
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③ちゃんとやれ
自分から食らいついていく意欲︒そ
そして卒業後︑ともに学校に残って えられたのです︒
④こんなこともできないの
副手となり︑初めての院展で私が落選
﹁一家に二人の画家がいるというの れが人を進歩させ︑自分自身を高めて
︵日経ＭＪ／４月 日︶
したときは彼女も落選し︑翌年初入選 は︑うまくいかなくなることが多いん くれる︒田舎から東京の美術学校に出
ハイボール人気でウイスキー市
したときは彼女も初入選と︑ずっと同 だよ︒結局は共倒れになる︒本当は︑ てくるときに聞いた︑大伯父の言葉を
場が復活／独走サントリー祝杯
じような道を歩んできた︒
二人三脚で一人が総力をあげてやるの 思い出します︒
﹁バーから晩酎へ﹂︒サントリ
﹁先生というのは梵鐘みたいなもの
お互いに励まし合い︑精進してきた が理想的だがね﹂と︒
ーはハイボールをヒットさせる
ことがきっかけとなって︑結婚するこ
先生のこの言葉を聞いた彼女は︑結 だ︒たたけばいい音が出るが︑たたか
ため︑ウイスキーをバーで飲む
とになったのです︒
婚を境に自分から筆を折ると言い出し なければ鳴らない︒自分から求めてい
お酒から晩酎のお酒としてイメ
絵の実力はもちろんですが︑彼女は た︒本当は絵を続けたかったはずなの って︑どんどん鐘を鳴らすんだぞ﹂
ージ転換する戦略をとった︒こ
自分からどんどん鐘を鳴らしていく
学生のときから自立心旺盛で︑何事も に︑私のバックアップにまわるため︑
れが功を奏して﹁古い時代の酒﹂
テキパキと物事を進める女性でした︒ さっそく女子高の美術教師の職を見つ ことで︑道は開けてくるのです︒
という位置付けから︑外食店や
︵三笠書房より︶
私が一年半の無給の副手生活を終え︑けて働き始めました︒
自宅で食事と一緒に飲まれるよ
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若者をもっと理解すれば
﹁酒離れ﹂は食い止められる
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すれば︑酒の飲み方や酒を提供
する場合が︑若者たちの志向の
変化に対応できていない可能性
を疑うべきでしょう︒
﹁酒を飲む必要を感じない﹂
若者の酒離れが進んでいると ＭＪ﹂が報じた﹁変わる若者の どきの若者ですが︑人とのつな と言う若者に︑﹁酒は人生をこ
言われます︒各種調査によると︑海外旅行﹂という記事によると︑がりや社会への貢献︑自らの成 んなにも豊かにしてくれるのだ
代男性で酒を﹁ほとんど﹂あ 海外旅行大手ＨＩＳは昨年春か 長などを実感できるものごとへ ﹂と教えることも飲食店の大事
るいは﹁まったく﹂飲まない人 ら︑国際交流を目的としたバン の関心は高く︑そうした分野へ な役割だと思います︒安物を求
の割合は ％を超え︑ 代男性 グラデシュ旅行を企画し︑人気 の支出は厭いません︒ＨＩＳの めてるわけではありません︒若
と比べると飲まない人の割合は を集めているそうです︒現地で 体験型ツアーは︑若者の志向の 者たちがどんなことに豊かさを
数ポイントも高くなっていま 学校建設に汗を流したり︑学生 変化を上手にすくい上げたと言 感じ︑何に価値を置いているか︒
それをしっかり理解し︑それに
す︒外食産業にとっては何とも 寮に泊って大学生と意見交換し えるでしょう︒
たり︒そんな体験型ツアーに大
不安なデータです︒
酒離れも同じではないでしょ 合わせた商品や場を提供する︒
酒と同じように︑若者の関心 勢の若者が参加しているという うか︒人類が有史以前から親し ヒントは他店だけでなく他業種
んできた酒を急に嫌いになった にもあるはずです︒
が薄れていると言われるのが自 のです︒
動車と海外旅行です︒人口比で
消費意欲が低いと言われる今 りするはずはありません︒だと
︵﹁日経レストラン﹂より︶
見た 代の自動車購入台数や海
外旅行者数は減少傾向にあり︑
関係業界は大きな危機感を抱い
厚生労働省の研究班は５
エタノール換算３００ｇ 摂取量が多いグループでリ
ています︒
月 日︑飲酒によってリン とは︑日本酒にすると約
スクの低下が見られたので︑
﹁必要を感じない﹂というの
パ系腫瘍のリスクが低くな 合︑ビールで大瓶 本︑ワ それらとは別のメカニズム
が︑これら３つの商品に対する
る可能性が示されたとする インでグラス 杯︒
が働いているとも考えられ
若者たちの偽らざる気持ちのよ
研究結果を発表しました︒
ＭＬとＰＣＭを合わせた る﹂としている︒
うです︒﹁明日も早くから仕事
研究班は調査開始時のア リンパ系腫瘍発生のリスク
また︑今回の研究結果は︑
なのに︑なぜ残業後に遅くまで
ンケートを基に︑お酒を﹁飲 は﹁時々飲む﹂と比べ︑﹁毎 ﹁飲酒のリンパ系腫瘍予防
お酒を飲むのか﹂﹁言葉の通じ
まない︵月に１回未満︶﹂ 週飲む﹂のアルコール摂取 効果を示唆するものですが︑
ない国に出かけて何が面白いの
﹁時々飲む
︵月に１〜３回︶﹂量が多いグループで低下す 大量飲酒は他のがんのリス
か﹂﹁レンタカーで十分︒高い
クを高めることが明らかで
﹁毎週飲む︵週あたりのエ る傾向が見られました︒
税金や維持費などを払ってまで
タノール換算量１〜１４９
研究班では︑飲酒による ある﹂と指摘︒生活習慣病
クルマを所有する理由が分から
ｇ︶﹂﹁毎週飲む︵同１５ リンパ腫抑制作用のメカニ を総合的に予防する上で︑
ない﹂⁝⁝︒お洒落な酒や格好
０〜２９９ｇ︶﹂﹁毎週飲 ズムとしては︑﹁適度なア 考えた場合︑お酒は日本酒
がいいクルマ︑ちょっと贅沢な
む︵同３００ｇ以上︶﹂に ルコール摂取により免疫反 換算で１日１合程度に控え
海外旅行に夢中になったかつて
分け︑その後の悪性リンパ 応やインスリン感受性が改 た方が良いと言えるとして
の若者たちとは大違いです︒
腫︵ＭＬ︶と形質細胞性骨 善されることなどが知られ います︒
そんな中に︑興味深い記事が
髄腫︵ＰＣＭ︶の発生率を ている﹂と説明︒その上で︑ 詳しくは︑厚生労働省ホ
ありました︒４月 日の﹁日経
比較しました︒
今回の研究では︑﹁かなり ームページを︒

飲酒で、リンパ系腫瘍の
リスク低下の可能性を示唆
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部下が言うことを親身にしっかり聞く
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五 九

で︑これは確かに酒税法違反
にあたるため︑蔵元としては
この指摘に従わざるを得ませ
んが︑そうした指摘があると
いうことは︑﹁原酒﹂と表示
していながら︑相当量加水し
た酒が市場に出まわっている
ことを物語っています︒
ところが︑﹁無濾過﹂に関
しては︑はっきりした定義が
ないため︑税務当局と蔵元の
見解が異なる場合が多くあり
ます︒
濾過とは︑酒を搾り︑滓下
げした生酒の中に残っている
米のカス様の細かい滓や雑味
を取り除くことで︑酒の色を

ワイィンでルネッサ〜ンス！
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透明に近づける目的でやって も呼びます︒
しかし︑税務当局の主張す
いることもあります︒この工
程をあえて省略したものを無 る﹁無濾過﹂とは︑あくまで︑
濾過の酒と言い﹁無濾過﹂の 読んで字の如く﹁一切濾過行
為をしない﹂ことの一点張り
一般的な定義になります︒
濾過にはいろいろな手法が です︒蔵元側は﹁ゴミ等を取
あり︑蔵元によっては︑炭素 り除くためだけに粗い目のフ
を使用する濾過方法以外を濾 ィルターを通すのは濾過では
過と認識していない場合があ ない﹂と主張することがあり︑
ります︒炭素濾過とは︑搾っ そうした場合はラベルに﹁無
た酒の中に粉末状の活性炭を 濾過﹂と表示しています︒
投入して不純物を取り除く方
客観的立場としては︑ゴミ
法で︑この活性炭粉末を業界 等を取り除くための粗い目の
内では単に炭と呼んでおり︑ フィルターを通すくらいは認
炭をかけると言っています︒ めていいような気がします︒
活性炭粉末の使用量は︑目 税務署側は︑ゴミ等を取り除
安として酒１キロリットルに くために粗い目のフィルター
を通すのも濾過であり︑ ﹁
無濾過﹂の表示はおかしいと
主張しますが︑片方で﹁原酒
﹂にアルコール分１度未満の
範囲で加水しても﹁原酒﹂と
認めているので︑あきらかに
つき１キログラムと言われて 解釈がぶれています︒
いますが︑それより多く投入
動機不純な行為に対しては
する場合もあります︒あまり 穏やかな法の適用をしている
入れ過ぎると︑酒は澄んでき 一方︑目的意味を明確にして
ますが︑味も色も香りもすべ いる行為に対して︑融通のき
て除去され︑旨味のない薄っ かない石頭的規制となってい
ぺらい酒になってしまいます︒ るのが現状です︒
現在では︑炭素濾過そのも
原酒の特例を認めたり︑ア
のが過去の手法になりつつあ ルコール添加したものを醸造
り︑珪藻土や濾紙を使用した 酒と認めたり︑この国の酒税
濾過やカートリッジ式のフィ 法は︑消費者の利益を無視し
ルターを使用する濾過方法が た非見識かつ混乱を招くだけ
主流になっています︒また︑ の理不尽な取り決めが多過ぎ
﹁綿濾過﹂と言い︑木綿の繊 ます︒そうした悪法が国酒の
維を使用して濾過する︑酒質 発展を阻害する要因の一つに
にもっとも影響を与えない濾 なっていると言っても言い過
過方法もあり︑﹁素濾過﹂と ぎではないでしょう︒

連 載

国酒の発展に改正急務
品質向上の為の酒税法

は文字通り﹁搾ったままの酒﹂
であり︑一切加水していない
酒を意味するはずです︒それ
をアルコール分１％未満の加
水はＯＫという特例は︑厳密
に言えば偽装表示を認めるよ
うなものです︒﹁原酒﹂表示
に関する税務署の指導は︑ア
ルコール分１％以上の範囲に
加水したものに原酒表示する
のは違反だと指摘し︑原酒表
示を削除するよう求めるもの

無濾過・原酒の定義と表示

問題や悩みをし と言える人であり︑そういう になって聞けていないのが現 場になって親身に聞いていき
っかりと聞くこと 人たちを引っ張っていけるの 実です︒これからは部下の立 たいです︒
︵Ｓ・Ｊ︶
は大切です︒普通 は︑人の言葉を心を込めて聞
の聞き方以上の聞 ける人だと思います︒
き方ができる人は
佐藤一斉はこう言っていま
魅力的です︒相手 す︒﹁小才は人をふせぎ︑大
の立場になって心 才は物を容る︒小智は一事に
を開いて聞いてや 輝き︑大智は後図︵こうと＝
ることです︒同じ 将来︶に明らかなり﹂︵言志
成タイプ︒
﹁聞く﹂
でも﹁聴く﹂ 晩録２４９︶
︵ブルネッロ種＝サンジョベー
﹁訊く﹂もありま
わずかな才能を持つ人物は
ゼ種から分かれた品種︶
す︒聞くとは普通 人の言うことを聞かないが︑
ピノくん 弟分のロッソ・デ
に聞くこと︑聴く 大きな才能を持つ人物は︑他
ィ・モンタルチーノは同じ村で
とはじっくり聞く からの提案を受け入れる︒小
造られ︑比較的に早くから飲め
ことであり︑訊く さな知恵は目の前のことに神
るワインだよ︒
とは相手に尋ねることです︒ 経が行くが︑大きな知恵は将
ネロくん あとこの州で忘れ
ただ声が聞こえているだけと 来のことが見えている︒﹁聞く︑
てはいけない﹁スーパーテーブ
異見を﹂とも言っています︒
は大違いです︒
ルワイン﹂︑スーパートスカー
人の上に立つものは︑確固
聞くことが上司のすべき第
ナ︵スーパータスカン︶がある
一歩であり︑リーダーシップ たる思想や信念を持ち︑決め
よね︒
のスタートです︒しかし︑こ たことを貫くべし︒しかし︑
ピノくん サッシカイア︑テ
ネロくん 今回は前回に続い
れは永遠の課題でもあります︒虚心担懐に他人の意見を聞き︑ てトスカーナ州のワインだよ︒ ィニヤネロ︑オルネライアなど
小さな組織のリーダーであっ 正しければ︑すぐに受け入れ
まずは︑イタリアを代表する偉 だよね︒
ても︑大きな組織のリーダー ることをして︑自分の決定を
ネロくん そう！ ボルドー
大な赤ワイン︑ブルネッロ・デ
であっても︑基本は同じです︒急遽変更できるようになって
ィ・モンタルチーノ︒モンタル の代表品種カベルネソーヴィニ
松下幸之助さんは︑聞くこ おけ︑と︒
チーノ村を中心にブルネッロ種 ヨンなどを混合させたワインな
人の話しを聞くということ
とが非常にお上手であったと
から造られ︑力強い香りとイタ んだ︒サッシカイアは今でこそ
いう話は有名です︒自分の会 は難しい︒親身になって聞く
リア屈指のボディのある長期熟 ＤＯＣに格上げされてるけど︑
社の成長の理由を聞かれて︑ ことはもっと難しい︒私も部
年まではＶｄＴ︵テーブルワ
﹁自分より優れた人間が会社 下の言うことを聞く立場です
イン︶の格付けだったんだよ︒
イタリア編④
に来てくれたことが一番だ﹂ が︑時間に追われて話を親身
シュペちゃん へえ〜！そう

従業員教育の一つのヒント(16)

２〜３年位前から︑﹁税務
署の指導が厳しくなった﹂と
いう主旨の蔵元の話をよく耳
にします︒調べてみると︑ラ
ベル表示に関してがほとんど
で︑﹁原酒﹂の表示と﹁無濾
過﹂の表示についての表示違
反指摘に指導が集中している
ようです︒
食品の偽装表示事件が相次
いで以降︑国税当局が日本酒
のラベル表示にも厳しい目を
向け始めたものと考えられま
す︒ラベル表示が違反してい
るか否かの判定基準は︑酒造
法に定める定義に基づくもの
であり︑はっきりした定義が
無い場合は︑当然︑指導する
側と蔵元の認識や見解が異な
る場合があります︒
﹁原酒﹂に関しては﹁原酒
の用語は︑製成後︑加水調整
︵アルコール分１％未満の範
囲内の加水調整を除く︶をし
ない清酒である場合に表示で
きるものとする﹂と定義され
ており︑酒税法上では︑搾っ
たあとの原酒に加水しても︑
アルコール分１度未満の範囲
であれば﹁原酒﹂と認められ
ているのです︒
しかし︑これほど不合理か
つ消費者に紛らわしい理不尽
な定義はありません︒誰が考
えても︑﹁原酒﹂という意味

なんだ︒
ネロくん 格付けの規定から
ＶｄＴの評価しか受けなかった
ワインが海外で高く評価され︑
今では数万円という値段のワイ
ンも☆
シュペちゃん そっか︒でも
新しい発想で自由に個性的なワ
インを造ろうとするイタリア人
らしい感じがいいよね︒いちど
飲んでみたいね！
ネロくん 今回はここまで！
では︑Ｃｉａｏ☆

今月のおすすめワイン
セリエ・ド・ボール・シードル・
ドゥミセック︵フランス︶
７５０
１３００円︵税別︶

ブルターニュ産リンゴを使った
オーガニック・シードル︒パイ
ンやシナモン︑ハニートースト
のニュアンスを感じる心地良い
甘みと泡立ち
クマ・オーガニック・トロンテ
ス︵アルゼンチン︶
７５０
１１５０円︵税別︶

ml

ヴィラマリア・ソーヴィニヨン
ブラン︵ニュージーランド︶
７５０
１９８０円︵税別︶

有機栽培のブドウを使用したオ
ーガニックワイン︒ジャスミン
のような華やかな香り︒ほんの
りとした苦味がグリーンの
野菜と相性抜群のさっぱりとし
た辛口︒

m
l

ドメーヌ・デュ・マージュ︵フ
ランス︶
７５０
１６７０円︵税別︶

ハーブの香りと︑溢れんばかり
のトロピカルフルーツの香り︑
フレッシュな酸味が特徴です︒

ml

シャトー・ラ・モット・デュバ
リーフレンチキッス︵フランス︶
７５０
１８００円︵税別︶

﹁世界一お買い得な白ワイン﹂
とロバート・パーカーが評価︒
洋梨やりんごのアロマがあり︑
ハチミツが入っているかのよう
な甘美な風味と果実味が特徴で
す︒

ml

ミントなどの爽やかな香りの奥
に白桃やグレープフルーツのよ
うな香りが感じられます︒優し
い酸と若い桃のような果実味が
特徴です︒ラベルにかわいいキ
ッスマーク︒

ml

（２〜３）
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