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﹁無所属の時間﹂を
意識する

日々与えられる時間をどう活かすか／牛尾治朗(ウシオ電機会長)
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業態 から 業型 の時代へ
｢
｣
｢
｣

一流たちの金言（その７)

はゼッタイ！輸入食材
・北海道・十勝の農業と食卓を
結ぶ／新しい食材に挑む４人の
チャレンジャー
・トップシェフに学ぶ十勝の食
材の生かし方
・日本食材図鑑﹁柑橘﹂／多彩
な日本の柑橘類を調味料マイス
ターに聞く﹁ゆずこしょうの作
り方﹂
・料理マスターズ受賞者が使う
日本の食材
・注目の食材
・﹁旨い雑穀﹂／ヘルシー時代
の救世主！
・いま︑注目を集める﹁トルコ
産ヘーゼルナッツ﹂／香り︑食
感を活かした使い方
・北イタリア・モデナの伝統食
材﹁バルサミコ酢﹂
・日本食材図鑑﹁海苔﹂／産地
を知って料理に活かす
・世界の食材を知るフランス人
シェフが作る秋の新作スイーツ
小特集 日本のオイル 世界の
オイル
・日本のオイル／ごま油︑太白
胡麻油
・日本ならではの﹁個性派オイ
ル﹂５種
・世界のオイル／オリーブオイ
ル
・アルチェネロ・有機エキスト
ラ・ヴァージン・オリーブオイ
ル
・レシピを世界初公開／秘伝の
ロカイユ＆伝統のペルランゴ飴

のか？﹂と考えます︒そして︑
﹁まだ無名で弱小の生産者の肉
をブランディングするためにや
れないか？﹂﹁店肉熟成させる
ことで︑顧客がサプライズする
﹁業態は陳腐化する﹂︒トレンドサイクルが短くなり︑いまや 態﹂は︑﹁業型﹂︵ビジネスモ ような価格破壊やプレゼンテー
﹁業態の寿命﹂は２年とも３年とも言われています︒そこで提唱 デル︶までたどり着けません︒ ションができないか？﹂といっ
したいのは︑﹁業態をつくる﹂という発想の枠をいかに破るかと 人に真似されたり︑陳腐化して た﹁ミッション﹂が生まれます︒
いうことです︒これからはそこがポイントになるのではないでし 終わります︒
それが差別化ポイント︵独自の
人のやっていないこと︑誰も ポジショニング に
ょうか︒
)なるのです︒
やっていないこと︒それを探し
す︒これらは︑外食業界におけ て︑やり続けます︒迷いながら︑
塚田農場 と 俺のイタリアン る﹁イノベーション﹂の事例だ 行きつ戻りつしながら︑やり続 競争状態から突き抜ける発想を
｢
｣
｢
｣
と言えましょう︒
けていると︑自分しかできない
業態の枠を破ることによって︑
まとめてみましょう︒
や
り
方
や
進
む
べ
き
道
が
見
え
て
き
イノベーションが生まれるので ます︒やるべきこと︑立ってい
業種＝顧客に何を売るか︒
す︒それは新しいビジネスモデ る位置が絞られてきます︒それ
業態＝顧客にどのように売る
ル︵業型︶の創造でもあります︒が﹁ミッション﹂ではないでし
か︒
そこで︑提唱したいのは︑外 ょうか︒
それに対して︑
食︑飲食業界も﹁業態づくり﹂
業型＝顧客に価値を伝える仕
たとえば︑熟成肉が流行って
から﹁業型づくり﹂へ脱皮しな いるから︑﹁熟成肉とワインの
組みをどうつくるか
ければ︑これからの飛躍はない 業態﹂をやろうとします︒その
ということです︒﹁われわれ
・・・
ということです︒
時点で︑アウト︒そうした業態 が顧客に与えられる価値とは何
発想では︑競争に飲み込まれ︑ か﹂︵ミッション︶︑そして︑
埋没するのが目に見えています︒ そ
｢の仕組みをどうつくるのか﹂
顧客がサプライズする仕組みを
業態発想は︑﹁なぜ︑熟成肉 ︵業型発想︶を考え抜き︑実行
をやるのか？熟成肉を通じて︑ すること︒それによって︑競争
﹁業態﹂をいくら量産したと ウチはどんな価値を顧客にもた 状態から突き抜けることができ
ころで︑陳腐化するのは目に見 らすことができるのか？そのた るのです︒
︵フードスタジアム︶
えています︒ある意味では﹁何 めには︑どんな仕組みをつくる
屋かわからない﹂店づくりのな
かにこそ︑イノベーションのタ
ネがあるのかも知れません︒そ
こに挑戦する企業こそ︑先端企
業ではないでしょうか︒
そこで重要なのは﹁ミッショ
ン﹂です︒ミッションなき﹁業
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データ＆トピックス

Ａ 東京・銀座でドミナント化
︿グルメ誌の特集紹介﹀
をすすめていく︒１業態に３店
舗程度が適正と考えており︑業 ▽料理王国／９月号
●外食業界・消費者動向
大特集 輸入＆国内の食材徹底
態を 種類まで広げ︑銀座で
高級料理を低価格で
る人は少ない︒私たちがうまく 店をめざしたい︒銀座で認めら 研究
俺の 店舗︑銀座で 店めざす 導いていけば︑素晴らしい才能 れた料理人は日本で一番になれ ・トップシェフ５人が語る／日
｢
｣
﹁俺の﹂ブランドの店舗は︑ を発揮できる場になる︒
ると思う︒料理人が輝ける舞台 本産では代用できない輸入食材
・フレンチとイタリアンのトッ
﹁低価格な高級料理﹂という従 Ｑ 店舗をさらに増やしていく をたくさんつくりたい︒
来にない手法で着実に顧客を獲 ようですね︒
︵日経ＭＪ︶ プシェフ 人に聞く／これだけ
得している︒坂本社長に聞きま
した︒
Ｑ ﹁俺の﹂を冠にした店舗に
行列ができるのはなぜですか？
Ａ 大手の外食チェーンとはま
ったく逆のことをやっているか
らだと思う︒﹁俺のフレンチ﹂
で出している料理で︑大手チェ
歳を過ぎてからは 無
｢所属の時間 を
｣ とを試されているのです︒
ーンにあるメニューは一つもな
意識するようになりました︒
いはずだ︒価格に対する考え方
音楽にたとえるなら︑楽譜を渡され︑
も違う︒回転率を高めて利益を
これは作家の城山三郎さんの言葉で︑ 自由に演奏してみなさいと言われている
上げる発想だ︒それを着実に実
人は会社や団体など︑どこの組織にも属 ようなものです︒
践していることが支持を得てい
さない無所属の時間を持ち︑そこでどう
ると思う︒
生き直すかを自身に問わなければならな
ベートヴェンの交響曲﹃運命﹄は一つ
Ｑ 料理人も優秀な人材を集め
い︒それが人間の大きさをつくるという ですが︑小澤征爾が指揮するのと︑カラ
ているそうですね︒
のです︒
ヤン︑バーンスタイン︑フルトヴェンク
Ａ これまで︑多くの料理人に
ラーが指揮するのとでは︑演奏時間も曲
とって決められたレシピの中で︑
私自身も︑経営以外の時間に︑様々な の強弱もまったく違います︒
原価をはみ出さないようにする
感動︑感激︑悲しみ︑苦しみを味わい︑
ことが一番重要だった︒しかし︑
多様で彩りに富んだ体験をすることが︑
自分に与えられた時間をどう生かし︑
それは規則の中の料理だ︒﹁俺
経営にもプラスになることを実感してい 何を創造するかはその人次第︒流れる時
の﹂の料理人には好きな食材を
ます︒
間は有意義なものにも︑無益なものにも
使って︑自分の考え方で思うよ
なります︒
うに造りなさいと伝えてある︒
仕事に追われ︑自分の時間が持てない
大半の人は恐る恐るやっている
と嘆く人はたくさんいますが︑実は一人
一人ひとりが人事を尽くし︑豊かな人
が︑顧客にはしっかり受け止め
ひとりが毎日︑自分の個性をどう生かし︑生を築いていただきたいものです︒
られている︒日本の料理人は優
与えられた時間をいかに使うかというこ
︵致知出版社︶
秀な人が多いが︑経営まででき

▽

▽

▽

業種＝何を売るか
業態＝どのように売るか
業型＝ビジネスモデル

▽

食ビジネス考

▽

﹁業種﹂とは︑顧客に何を売
るか︑です︒﹁業態﹂とは︑顧
客にどのように売るか︑です︒
たとえば︑エー・ピーカンパニ
ーの﹁塚田農場﹂︒業種は﹁居
酒屋﹂︑業態は﹁鶏をメインに
した宮崎料理﹂です︒しかし︑
﹁塚田農場﹂が数ある宮崎料理
業態と一線を画しているのは︑
﹁宮崎に自社農場を持ち︑生産
と販売を一体化している﹂こと
です︒
また︑ 俺｢
のイタリアン は｣
︑
イタリアンバール業態ですが︑
﹁立ち飲みにして高級食材を
安売りする﹂こと
によって︑業態の
枠を越えてブレー
クしました︒
このように︑最
近は﹁業態破りの
発想﹂から超繁盛
店が生まれていま

▽
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問題解決へひるまず素早く取り組むべし
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ＦＢＯ︵料飲専門家団体連合
会︶が主催する 利
口酒師資格試験
に︑今年度︑コヤマカンパニー
の社員４名が合格しました︒こ
れでこれまでと合わせて 名の
社員が 利
口酒師の資格を有するこ
とになりました︒営業関連社員
の約８割にあたります︒
今後は﹁酒のプロ﹂として︑
実践での幅広い活躍が期待され
ます︒

新たに４名が利
口酒師に！

20

高岡信之
白石克明
宿久健夫

どんなに優秀な会社や組織
でも問題は起きます︒
それをいかに早く︑キチン
と解決するかがリーダーの才
能にかかっており︑それがで
きるリーダーをたくさん持っ
ている会社が強い会社です︒
したがって︑問題解決につ
いても︑できる部下を増やし
ておくことです︒
おおまかなステップは次の
とおりです︒
①問題と原因を明らかにする

17

2
4

夏の間に酒蔵の中で貯蔵
まろやかな旨味あるお酒

ために︑関係者からできる ーはひるまずにまっすぐに進 れでは問題の先送りであるだ
限りたくさんの情報を収集 むことです︒﹁解決しない問 けです︒
し︑共有する︒その場合に 題などない﹂と冷静に組み止
問題を解決するためにいか 孫文を支援した日本人
時間記録︵ログ︶を取る︒ めることです︒部下と同じよ に素早く組織を動かすかがい
②原因をいくつか推測する︒ うに動揺してはいけないので ちばん大事だと思います︒解 ☆日比谷公園にある洋食店﹁松
本楼﹂では︑毎年９月 日に
決に取り組むのが遅れると︑
③推測にもとづいて解決策を す︒
名物のカレーを 円で提供し︑
いくつか出す︒
江戸時代の問題を今でも引 解決できる問題でも解決でき
④最も可能性の高い解決策を っ張っていることなどありえ なくなる場合がありますので︑ 交通遺児育英会や日本ユニセ
フ協会などへの寄付金を募る
ず︑どんなにややこしいこと 素早く取り組むことが大切だ
実行し︑検証する︒
チャリティーイベントを実施
⑤再度︑同じ問題が起きない でも︑何らかの解決策はある と思います︒
しています︒同店は︑中国革
ように︑社内に周知徹底す のです︒念のため︑﹁時が解
︵Ｓ・Ｊ︶
命の父・孫文と彼を支援した
決してくれる﹂などとは間違
る︒
梅屋庄吉に縁のある店として
問題解決に際して︑リーダ っても思わないことです︒そ
知られています︒
☆庄吉は︑長崎で貿易業を営ん
でいた﹁梅屋商店﹂に養子に
入りました︒彼は 代で商才
を発揮︒精米業や鉱山経営で
莫大な利益を上げました︒と
ころが 歳のとき︑慢心から
米の投機で失敗︒梅屋家の土
﹁冷卸 ひやおろし ﹂とは︑
その昔︑秋の訪れと共に︑程
(
)
地も財産も奪われます︒長崎
春先にしぼられた新酒に火入れ よく熟成したこの酒を︑火入れ
を逃げ出し︑向かったのは中
︵加熱処理︶を行い︑夏の間に せずに﹁冷や﹂のまま︑貯蔵用
国︑シンガポール︑香港︒
ひんやりした酒蔵の中で貯蔵し の大桶から出荷用の木樽へ移し
て程よく熟成させ︑秋になって︑ た︵おろした︶ことから﹁冷卸 ☆香港で貿易商として地位を築
いた庄吉は︑中国革命を計画
蔵の中と外の温度が同じになる ︵ひやおろし︶﹂と呼ぶように
していた孫文と出会います︒
頃から冬にかけて瓶詰めして出 なったそうです︒
そこで孫文に資金援助を行い
荷したお酒のことをいいます︒
また︑﹁生︵ひや︶で瓶詰め
辛亥革命に協力します︒日本
する﹂こと︑﹁秋から冬の冷え
に帰国した庄吉は︑映画事業
﹁秋の季節酒﹂と言われてい る季節に出荷される﹂ことから
で成功を収めます︒そして革
て︑秋の季節にまろやかな旨味 も﹁冷卸︵ひやおろし︶﹂と呼
命後も日本に亡命した孫文を
を堪能できるお酒として知られ ばれているようです︒
援助し続けました︒
ています︒
しぼりたて時にはフレッシュ
ちなみに︑夏を越して酒質が ☆庄吉は孫文とともに時々松本
楼を訪れました︒その後︑庄
で若々しかった新酒が︑熟成さ 向上する酒を︑昔は 秋あがり
｢
｣
吉の孫と松本楼の社長の孫が
れるとまろやかでふくらみのあ ﹁秋晴れ﹂と呼び︑逆に酒質が
結婚︒両家は親戚関係に︒現
る味わいになります︒
低下する酒を﹁秋落ち﹂と呼ん
在︑松本楼のロビーには︑庄
でいました︒
吉や孫文に関する資料が展示
日本酒は通常︑貯蔵前と瓶詰
されています︒
こんなことを知っていると︑
め前の２回火入れ︵加熱殺菌︶
︵ＳＭＢＣ経営懇話会︶
を行いますが︑﹁ひやおろし﹂ お酒がもっと楽しくなります︒
の場合は貯蔵前に一度だけ火入
れを行うだけで︑出荷時は火入
れを行いません︒

一
口
メ
モ
榎木佑介

●ひやおろしってなに？

関西で醸造され江戸へ
全盛時には年百万樽も

1
0

ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．

(

従業員教育の一つのヒント(53)

〜あき丸ワイン漫遊録〜 ⑤葡萄づくり初体験記
初は酒を２斗ずつ入れた桶を が就航しました︒
江戸では下り酒と地廻りの
二つ肩に担いで江戸に下って
その九十四●江戸で評判だった 下
り酒 と
は何か 売り歩いたが︑評判がよくて 双方が消費されていましたが︑
｢
｣
酒が間に合わないため︑その 圧倒的に評価が高く人気があ
うち４斗樽２丁を馬の背に振 ったのは下り酒で︑下り酒は
下り酒とは︑江戸時代に酒
幕末頃の江戸の風俗の記録 り分けに積んで一駄とし︑１ 常時︑江戸での酒の全消費量
の本場である関西で醸造され である﹁守貞漫稿﹂には︑下 回に数十駄ずつ東海道を下っ の７〜９割を占めていました︒
て江戸に運ばれた酒のことで り酒は灘の酒が最上とした上 たといいます︒
樽廻船の全盛時には︑江戸に
す︒江戸は酒の一大消費地で で︑尾張︑三河などは中国物︑ やがて︑江戸の人口が急増 運び込まれた伊丹︑灘︑西宮
あり︑江戸時代を通じて︑本 その他の国の酒は下品という︑し︑それに伴って酒の需要も などの下り酒は︑年間１００
場ものの酒が大量に送られて
万樽︵４斗樽︶にも及びまし
いました︒初期の頃は池田︑
た
︒
伊丹︑鴻池などが江戸向け酒
大坂︵または西宮︶〜江戸
の代表的な生産地でしたが︑
間の海上輸送に要する期間は
世紀後半あたりからは灘酒
次第に短縮され︑元禄年間に
が急激に台頭しています︒
は平均 日も要したのが︑江
江戸の人びとは酒に限らず︑とあります︒
大幅に増加するようになると︑戸時代後期には 日から１週
醤油や菓子なども︑上方から
江戸時代の初め︑江戸に送 そのような陸上輸送ではとて 間になっています︒とくに樽
送られてくるものを﹁下りも
る
酒
は
樽
に
詰
め
ら
れ
︑
馬
を
使
も
間
に
合
わ
な
く
な
り
ま
す
︒そ 廻船になってからは︑初冬に
の﹂と呼び︑高級品としても って宿場伝いに陸送されまし こで 世紀後半からは︑
醤油︑ その年の新酒を江戸までいか
てはやしました︒これに対し た︒本場の酒を初めて江戸へ 酢︑油︑和紙︑布などの各種 に早く運ぶかを競う 番
｢船競
て︑江戸周辺の産物は﹁地廻 出荷したのは伊丹近郊の鴻池 下り品を混載して江戸〜大阪 争 が｣
行われ︑寛政２年︵１
り﹂と呼びましたが︑酒の場 村の酒造家で︑慶長４年︵１ 間を往復する菱垣廻船による ７９０年︶の記録では︑１着
合は美濃︑尾張︑三河といっ ５９９年︶のことと伝えられ 海上輸送に変わりましたが︑ の船はわずか５日で帆走した
た東海道筋で造られた酒も含 ています︒
さらに享保 年 １７３０年 といいます︒
(
)
めて地廻りと呼ばれました︒
︵参考／日本酒百味百題︶
﹁守貞漫稿﹂によれば︑最 以降は︑酒樽荷専用の樽廻船
30

葡萄の木は夏場伸びるのが早く
大変なようです。
収穫時期にぜひとも参加させて
いただきたいと思いました。
今回栽培責任者の越知さんには
お世話になりました。実はこの
越知さん、陶芸家という別の顔
もお持ちなんです。越知さん、
また行きます
のでよろしく
お願いします。
前回で取り上げた大阪ワイナリ したが、すごく丁寧に畑の説明、
ー協会のひとつにカタシモワイ 作業の手順を教えていただきま
ナリーさんがあります。柏原市 した。しかし、猛暑に加えて慣
の自社畑に工場をお持ちになり、 れない斜面での作業、かなり厳
明治初期から葡萄づくりを始め しい体験となりました。
られてる歴史があります。いく まだまだ若い葡萄、摘んで食べ
つかの大阪のワイナリーさんが てみればゴリゴリ。黄緑色した
援農ボランティアを募集されて 葡萄が収穫の時期を迎えると立
いるのですが、唯一日曜日に募 派な黒ぶどうになるのです。そ
集されていたんです。
のために今回は軸を適度な長さ
ワインは葡萄づくりからと言う にカットする適軸、１つの枝に
ように、いかに良い葡萄を育て １房だけにする適房（すごくも
るかを少しでも勉強できればと ったいない）の作業をやらせて
もらいました。１つの房に栄養
参加することにしました。
いままで農作業経験のない私で 分を集中させる作業です。
1
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