データ＆トピックス
﹁オータムセレクト﹂︵ 個
入り４９８円／税別︶でブルー
チーズ入り︑チェダーチーズ入
り︑スモークチーズ風味の３種
類入り︒試食は酒小売のリカー
・イノベーション︵東京都足立
区︶が運営する日本酒飲み放題
店﹁ＫＵＲＡＮＤ ＳＡＫＥ

ＭＡＲＫＥＴ で｣
展開︒スーパ
１割以上増えた︒日本酒など
ーなどでも試食や店頭販促で︑ のつまみとして需要開拓の余
オータムセレクトを日本酒のつ 地があるとみている︒
まみとしてアピールする︒実施
︵日経ＭＪ︶
は１００店規模︒オータムセレ
︿グルメ誌の特集紹介﹀
クトは日本酒のほか︑ウイスキ
ーやハイボールにも合うという︒ ▽料理通信／ 月号
日本のチーズ市場はワインブ 特集１ シェフに教わる﹁いい
ームなどを背景に増加傾向にあ つまみ︑いいおかず﹂
る︒農林水産省によると２０１ ・カウンター内に潜入！技が光
３年度のチーズの生産量は 万 る簡単レシピ︑教わった 品目
４３７８トンと︑この 年間で ・腕利きシェフたちの﹁コツと
43

ていれば︑私は自信を持って他者
に貢献できるのです︒もしも︑自
己信頼がなく︑自分なんて人に貢
献することはできない︑と思って
いたとしたら︑貢献に踏み出すこ
とはできないでしょう︒
では︑①と②もない人はどうす
ればいいのでしょうか︒答えは先
に述べた通り︒あなたから始める
のです︒見返りを求めず︑承認も
求めず︑そこから始めるのです︒
︵ダイヤモンド社︶

‥

●外食業界・消費者動向
チーズつまみ日本酒で一杯
濃い味の限定品を無料提供
仏乳業大手のフロマジェリー
・ベルは日本酒のつまみに合う
チーズの限定商品を造った︒正
方形の一口シリーズ﹁ベルキュ
ーブ で
｣︑日本酒と合わせること
を想定して濃い味わいにした︒
1
1

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉

‥

他｢者は私を援助してくれる ｣
私｢は他者に貢献できる ｣
私｢は仲間の一員である ｣
この感覚がすべての困難からあなたを解放するだろう︒
に居場所がある＝所属感
の３つです︒さらに①の他者信頼
と②の自己信頼は相互因果関係に
あります︒①他者は私を援助して
くれる︑と感じるからこそ︑私は
貢献できるのです︒もし︑周囲の
人が私にとって敵である︒と感じ
ていたならば︑おそらく私は恐怖
のあまり貢献に踏み出すことが難
しいでしょう︒なぜなら︑親切で
行ったことを拒否されたときに︑
私は大いに傷つくからです︒
逆もまた真なりです︒つまり②
自分は他者に貢献できる︑と感じ

レシピ﹂を大公開！
・自然派ワインがリードする︑
﹁いいつまみ︑いいおかず﹂
・通がすすめる揚げもの︑通に
教わる煮込み料理
特集２ 日本ワインも︑日本酒
も﹁にごり﹂が飲みごろです︒
・﹁にごり﹂がいま︑飲みごろ
です︒もろみや澱などが残った
﹁にごり﹂のある酒は︑ナチュ
ラルな造りの良さを伝えるひと
つのかたち︒
・厳選 本と︑一緒に楽しみた
い絶品料理を紹介します︒
▽料理王国／ 月号
大特集 進化する﹁医食同源﹂
の今︱︱ジャンルを越えて﹁美
林華飯店﹂／﹁尹家 ／
｣﹁味坊﹂
・中国料理の達人に学ぶ
・お客様の健康を︑ガストロノ
ミーが担う時代が訪れた
・ガストロノミーと健康と美
・旬の旨味が詰まった﹁薬膳フ
レンチ﹂
・料理人の痛みの気になる爪を
補修するアイテムが登場
・ジャンルを越えて／中国料理
×フランフ料料／日本料理×燻
製料理／インド料理×フランス
料理
特集２ ワイン産地の今
・フランス・ラングドッグ﹁ど
っしりした赤﹂のイメージを刷
新した男
・オーストラリア・ビクトリア
州関税撤廃でオージーワインが
リーズナブルに
11

1
3

空洞化する 居酒屋業態 と
｢
｣
ネオ居酒屋 の可能性
｢
｣

﹁共同体感覚﹂はアドラー心理
学の中核とも言える考え方です︒
﹁アドラー心理学の実践上の目標
は︑﹃共同体感覚﹄の育成であり︑
﹃共同体感覚﹄が発展されればす
べての困難から解放される﹂とア
ドラーは言っています︒そして︑
その﹁共同体感覚﹂は︑以下の３
つにより構成されています︒
①周囲の人は私を援助してくれる
＝他者信頼
②私は周囲の人へ貢献できる＝自
己信頼
③︵その結果として︶私は共同体

⑬

19

‥

‥

1
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サワーを堪能できる﹁晩酌屋﹂
がコンセプト︒オーナーの高丸
聖次氏は︑広島県三原市の出身︒
高丸氏は 代で楽コーポレーシ
ョンが展開する﹁楽﹂﹁汁べゑ﹂
﹁くいものや楽﹂といった活気
ある店舗でのアルバイト経験を
﹁居酒屋の空洞化﹂は︑極めて深刻で︑居酒屋業態は絶滅の危 酒屋﹂であり︑産直︑生産者支 通し︑飲食の楽しさと居酒屋の
機にあります︒それはワタミを代表とする大手チェーンの﹁総合 援︑地方ブランディングを志向 面白さを知ったといいます︒ご
居酒屋業態﹂が不振に陥り︑あげくの果てに低価格競争という消 していく ミ
当地キラーコンテンツメニュー︑
｢ッション型居酒屋 ｣
耗戦でお客さんから見放されてしまいました︒効率主義を追求す でしょう︒産直型鮮魚居酒屋や 新定番メニュー︑ご当地サワー
る﹁居酒屋﹂︑ありきたりの﹁居酒屋﹂はすでに過去の遺物です︒ ご当地ＰＲ居酒屋などがその例 を打ち出したドリンクメニュー
﹁居酒屋﹂の再生はどうすればいいのでしょうか？
です︒そして︑もう一つの方向 の差別化︑この３つがポイント︒
性︑これが 居
同店が開発した広島産レモンを
｢酒屋スピリッツ ｣
﹁Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ﹂によ とまだ新しい︒いま﹁居酒屋﹂ への原点回帰というべき﹁ネオ 使った﹁塩レモンサワー﹂は大
ると︑﹁居酒屋とは︑酒類とそ という言葉から連想されるのは︑居酒屋﹂です︒
ヒット商品となり︑他の居酒屋
居酒屋スピリッツとは︑﹁目 にも一気に広がりました︒
れに伴う簡単な料理を提供する 宴会︑飲み放題︑クーポン︑そ
飲食店です︒主に酒類を提供し して﹁甲子園﹂でしょうか︒要 の前のお客さんを楽しませる﹂
こうした手作りのドリンクや
ている点で一般のレストランと は︑業態としての実態が見えな で
｢きるだけ個性的なメニュー︑ 新しい飲み方の提案をしていく
異なる︒またバーやパブなどは くなってしまっているのです︒ ドリンクを取り入れ︑店主の個 のも﹁ネオ居酒屋﹂の特徴です︒
性︑オリジナリティを極める﹂ 客単価は４０００円︑常連比率
洋風の店舗で洋酒を中心に提供
その現象が 居｢
酒屋の空洞化 ｣
しているのに対して︑居酒屋は と言われています︒居酒屋の空 ということ︒その原型は﹁楽コ は８〜９割と大衆酒場並みです︒
和風でビールやチューハイ︑日 洞化によって︑いま起きている ーポレーション﹂や﹁魚真﹂グ
高丸氏からインスパイアーを
本酒などを提供している店が多 マーケット現象は︑﹁客単価２ ループにあると思います︒そし 受け︑入谷というエッジの効い
く︑バーやパブに比べると料理 ０００円台のネオ大衆酒場 ｣
客
｢ て︑その卒業生やインスパイア たエリアに最近﹁暮ラシノ呑処
の種類や量も多い﹂とあります︒単価４０００円台後半からのネ を受けた若手オーナーたちがい オオイリヤ﹂をオープンしたの
チェーン居酒屋が登場したの オ炉端︑ネオ割烹﹂という上下 ま﹁ネオ居酒屋﹂にチャレンジ が當山鯉一氏︒沖縄出身の當山
もわずか 年前︒１９６７年創 業態に二極化していることです︒しています︒彼らが客単価３５ 氏らしい﹁島野菜のサラダ﹂や
では︑﹁居酒屋の空洞化﹂の ００円〜５０００円ゾーンでハ ﹁やんばる地鶏の蒸籠蒸﹂など
業の﹁天狗﹂あたりからです︒
先には何があるのか︒居酒屋は イクオリティな居酒屋をつくり オリジナルメニューが目を引き
このまま消滅してしまうのか？ 始めたのです︒あたかも﹁居酒 ます︒ドリンクも沖縄産のホー
そうではありません︒大衆酒場 屋の空洞化﹂を埋めるように⁝︒リーバジルを使ったレモンサワ
以上炉端割烹以下の﹁ネオ居酒 そんな﹁ネオ居酒屋﹂業態をリ ーなど個性あるメニューが多い︒
屋﹂マーケットが再編成されて ードする店が東京・恵比寿の﹁
こうした次世代オーナーたち
くるのではないかと思います︒ おじんじょ﹂です︒広島県三原 の創る﹁ネオ居酒屋﹂がこれか
その一つの方向性が食材の専門 市の﹁みはら神明鶏﹂と広島県 ら増えそうです︒
性を極めていく﹁専門特化型居 産レモンを使った極上レモンサ ︵フードスタジアムより抜粋 )
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フロイト、ユングに並ぶ
心理学の巨人が出した「
幸せの答え｣
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その前に創業した
﹁養老の瀧﹂は
﹁大
衆酒蔵﹂としてス
タート︒
﹁居酒屋﹂
という言葉が明確
に生まれたのは
和｢
民﹂が登場した
１９８０年代から

5
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２０１５秋 コヤマカンパニー
原点回帰／日本酒＆ワイン プロのおもてなし
われた現代の名工から直接︑﹁農 同日開催されます︒
いただきます︒また︑参加者か
口﹂を注いでもらえる︑おそら
農口尚彦さんは残念ながら︑ らの質問にも答えていただきま
く最初で最後の機会です︒
今春︑杜氏生活に終止符を打た す︒
日本酒では３軒の実力派蔵元 れました︒酒造りに携わって
▽日時
月 日︵火曜日︶
が出展︑冷やと燗酒の味わいの 年︑杜氏として数え切れないほ
時〜 時 分
どの受賞歴をお持ちの農口さん ▽会場 クロスパル高槻５階
違いも実感いただけます︒
ワインでは︑今回も旨安ワイ に︑今の心境や酒造りの神髄︑
視聴覚室
ンを世界各地から集めました︒ さらに日本酒の将来︑今後の課
会場はＪＲ高槻駅南口を出て
しかも︑名だたるインポーター 題などについておおいに語って 京都方面に徒歩１分です︒
社が集結︒それぞれブースを
構えますので︑プロと直接対話
いただける絶好のチャンスです︒
たいからだ︒人
は誘わないが︑
人嫌いで山に行
くのとは違う︒
酒造りの話を聴く会
ほどほどの喧
現代の名工で﹁ＮＨＫプロフ
噪にあって︑か
ェッショナル仕事の流儀﹂でも
えって一人であ
紹介された四天王の一人︑農口
ることを自覚し︑
尚彦氏に酒造りの話を聴く会が
その孤独を楽し
む︒これは近代
都市に生まれた
感覚ではないだ
ろうか︒明治か
ら大正︑昭和に至り︑近代の都
会が生まれ︑そこに人ごみがで
きると︑目的もなくそこを周遊
する楽しみが生まれた︒人ごみ
に自分を埋没させるのは︑顔を
知られている田舎ではできない
ことだ︒まわりの人は誰も自分
のことを知らない︒何をしよう
居酒屋で人の世の姿を見る︒ が︑どこへ行こうが勝手という
また︑秋酒の ひ
｢やおろし ︒
｣ あるいは︑無念無想︑無の境地 のは︑やや背徳的な自由の感覚
まろやかに熟したその味わいは に入る︒それは﹁群衆の中の孤 がある︒これは近代の意識だ︒
他人うずまく群衆への埋没を
豊穣の私にふさわしい旨みたっ 独﹂を楽しんでいると言えるだ
楽しむといっても︑どこか座り
ぷりの彩りを見せます︒それは ろう︒
だから︑居酒屋で客が自分一 たくなる︒そこで酒を飲めるカ
まるで紅葉に色づく山々のよう
であり︑俳句の季語から﹁山装 人しかいないのは落ち着かない︒フェや酒場が生まれた︒料理屋
また︑一人なら家で飲む方が の座敷で女性に酌をさせて飲む
ふ﹂と名づけられています︒
安上がり︑気楽なのにそうしな 酒とはちがい︑一人でふらりと
いのは︑他人の中に自分を置き 入り︑適当に飲んで︑勘定して
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農口尚彦氏に

コヤマカンパニーでは今年も
こだわりの食中酒︑日本酒とワ
インに焦点を絞り︑お店の料理
に合う品揃え︑雰囲気に合う提
供方法などを提案させていただ
きたく︑恒例の﹁原点回帰／日
本酒＆ワイン プロのおもてな
し﹂と銘打つ催しを企画しまし
た︒
必ずや︑お店のドリンクメニ
ューの充実に貢献できるものと
確信しております︒
▽開催日
月 日︵火曜日︶
時〜 時
▽会 場 西武高槻店６階
多目的ホール
なお︑会場にはこの春に惜し
まれつつ引退を余儀なくされた
伝説の杜氏︑農口尚彦氏が来場
します︒﹁神の手﹂を持つと言
10
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因幡の國の最西端に位置し︑
北に日本海︑南に中国山地を望
む当地日置郷︒この田園の一角
に明治 年創業︒
冬︑雪深い当地には︑旧正月
の頃︑満開となる桜の名木があ
り︑春を待つ心に酒を酌み交わ
す意を込めて﹁日置桜﹂と名づ
けられました︒

桜の名木にちなみ

②日置桜／山装ふ

酒銘の由来

1311

達人／太田和彦が語る

「居酒屋の流儀」

⑬人よんで「好酒一代男」

65

1011

10
11

30

下働きから長年をかけて杜 や︑蔵元の子息が入所して酒
氏に就任する従来の杜氏の場 造りの基本を学ぶ独立行政法
合は五十代でも若手とも呼ば 人酒類総合研究所︵旧・国税
その百十五●続・杜氏︵とうじ︶の話
れ︑たいてい六十歳を過ぎた 庁醸造研究所︶の同期生に同
ベテランなのに対して︑蔵元 業の蔵元がいるため︑フラン
す︒
専業農家を継ぐ人が激減し︑杜氏は大学卒業後すぐ︑ある クに情報交換を行うことがで
農閑期に酒蔵へ働きに行く人 いは数年の勤めを経て家業に きます︒また︑各県の工業試
がなくなり︑杜氏の里そのも 就くので三十代で杜氏になる 験場なども県産品の振興のた
のが消滅しつつあるのです︒ 例もめずらしくありません︒ めに︑酒蔵にはさまざまな技
そこで︑ 世紀に入ったころ 彼らは若く︑酒造りの経験は 術提供を行っています︒技を
盗みながら腕一本で勝負して
きた杜氏に比べると︑蔵元杜
氏の場合は︑若くして大学や
公的な研究所で学び︑オープ
ンになった新しい技術を︑ス
ピーディに享受することが強
から︑杜氏を雇わなかったり︑浅いのですが︑経営者でもあ みです︒
いま日本酒が若い層にも支
老齢の杜氏にオブザーバー的 るだけに︑原料の調達から商
な立場で指導を仰ぎながら︑ 品設計︑設備の導入や人員配 持されるようになっているの
蔵元やその子息が自ら酒造り 置まで自らの意志で行うこと は︑同世代の蔵元杜氏たちと
を行ったり︵通称︑蔵元杜氏︶︑
ができます︒なお︑従来の季 食生活や生活スタイル︑セン
年間雇用の社員が製造責任者 節雇用の杜氏とは異なるため︑スが同調しているという側面
に赴任する︵通称︑社員杜氏︶ 製造責任者と名乗る場合も多 もあるでしょう︒
︵ちくま新書より︶
形態が増加する傾向にありま くあります︒
す︒
技術面では︑大学の同級生
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蔵元杜氏や社員杜氏ら
若手の杜氏が増加傾向

▼前号より続く
日本の酒造り文化を支えて
きた偉大なる功労者であり︑
日本の宝として︑杜氏には強
い尊敬が集まっています︒高
齢の杜氏たちはいま︑次世代
へ技能を伝える指導的な立場
にあります︒全国の杜氏や蔵
人︑通年で雇用される社員杜
氏の多くは︑各地域の杜氏組
合に所属し︑組合が主催する
講習会に参加したり︑交流を
重ねながら技を競い合ってい
ます︒
このように杜氏制度は︑日
本の稲作文化に根付いた文化
ですが︑残念ながら︑近年︑
農村の変容と杜氏集団の高齢
化により︑酒蔵では伝統的な
杜氏集団を雇用することが年
々難しくなっていると聞きま
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定員は１００名︵先着順︶で
すので︑参加ご希望の方は事前
にフリーダイヤル０１２０・２
１・０８５２︑コヤマカンパニ
ーまでお問い合わせください︒

帰る︒それを楽しみにする人種
も出てきて︑腹を満たす飲食は
もちろんだが︑店を楽しむとい
うことも生まれた︒したがって︑
それほど腹が空いていなくても
居酒屋に入る︒それが習慣にな
る︒
私も主人は顔なじみ︑知った
常連もいるなじみの店をあえて
避け︑初めての店に入り︑飲む
ときも多い︒そこには誰も自分
を知らない気楽さがあり︑話し
相手がいないので百パーセント︑
居酒屋に集中できる︒
その反対に︑あの親父の顔を
しばらく見てないな︑誰かと話
しながら飲みたいが人を誘うの
も面倒︑あそこに行けば誰かい
る︑という店に顔を出すのも︑
もちろん居酒屋の良さ︒一人飲
んでいるそこに お
｢︑来てるな ｣
と顔なじみが現れるのは良いも
のだ︒ し
｢ばらく行ってないな ｣
という理由だけで行く店︑いわ
ゆる﹁顔を出す﹂ために行くよ
うになれば常連だ︒男はこうい
う付き合いができなければいけ
ない︒
こんな常連客を︑場所を変え
て五軒持ちたい︒銀座︑新宿︑
湯島︑神楽坂︑浅草あたりを周
遊する︒つまり愛人が五人いて
順繰りに顔を出す︵女性よ許せ︑
いや女性でもできますぞ︶︒﹁何
を勝手なことを言ってるんだ﹂
と叱られそうだが︑そういうも
のです︒そして時々行きずりの
浮気もする︵よさそうな初めて
の店に入ってみる︶︒もちろん
浮気だから手ひどい失敗も覚悟
のうえだ︒
︱︱これが﹁好色一代男﹂なら
酒一代男 で
ぬ 好｢
｣ございます︒
︵新潮新書﹁居酒屋を極める﹂
より︶

