おつまみ約 種類を提供する︒
注文後調理で出来立てを提供す
る﹁生ビール＋黒豚餃子﹂︵５
００円︶や﹁ハイボール＋黒豚
餃子﹂︵４００円︶などのアル
コールセット６種類を用意して
いる︒生ビール︵２９０円︶や
ハイボール︵１９０円︶など︑
アルコール類の価格を低く抑え
て夜の単価を１０００円以下と
している︒
現在は︑ビールとハイボール

に限られるが︑今後は日本酒や たちょい飲み業態を出店してい
酎ハイを投入してドリンクの品 る︒
揃えを３倍程度に増やす︒店づ
︵日経ＭＪ︶
くりも変える︒現在はカウンタ
︿グルメ誌の特集紹介﹀
ー席がメインでテーブル席は４
割だが︑改装後は８割にし︑グ
ループ客の来店を促す︒今後２
年をメドにノウハウを蓄積し︑
ＦＣ展開している２４０店に広
げる計画だ︒
なお︑ラーメンの﹁一風堂﹂
においても日本酒をメインとし
1
1

データ＆トピックス
席を増やすなどしてグループの
来店を促す︒
第一弾として﹁どさん子ラー
メン 八重洲店﹂をちょい飲み
業態にした︒午後４時以降は通
常のラーメンなどに加えて﹁た
たき胡瓜﹂︵１９０円︶や﹁タ
コの唐揚げ﹂︵３９０円︶など
▽料理通信／ 月号
特集１ カウンターで教わる︑
料理と酒
・人はなぜ︑カウンターにはま
るのか？納得の レシピ
カウンターとはすなわちオープ
ンキッチン︒作り手と食べ手が
﹁作る﹂と﹁食べる﹂を共有す
る場です︒カウンターを舞台と
して料理がいっそう磨かれてい
る︱︱その最前線をレシピ付き
でお伝えします︒
・カウンターで磨かれた味と技
イタリア料理︑スペイン料理︑
薪火・炭火︑ガストロノミーの
人気店に潜入し︑カウンターで
磨かれた味の技を徹底検証︒パ
スタ︑フライ︑マリネ︑炊き込
みごはん︑包み焼きなどの行程
写真付きのレシピのほか︑カウ
ンターの見どころを探ります︒
・僕たちは︑カウンターで大人
になった︒
日本人には︑カウンター好きの
血が流れている⁝⁝︒カウンタ
ーで己を磨き︑仕事を磨いた３
人のカウンター通が︑連綿と続
く︑日本の﹁カウンターカルチ
ャー﹂を語り尽くします︒オス
スメのカウンター 軒のリスト
も必見
38

●外食業界・消費者動向
お酒とおつまみを充実
帰宅前のちょい飲みを誘う
ラーメン﹁どさん子﹂﹁一風堂﹂
ラーメン店を展開するどさん
子︵東京・品川︶はおつまみや
アルコールの品揃えを充実させ
る︒サラリーマンのちょい飲み
需要を取り込むほか︑テーブル

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉
楽観的であれ︒
過去を悔やむのではなく︑
未来を不安視するのでもなく︑
今現在の﹁ここ﹂だけを見るのだ︒

世界的な名著である﹃幸福論﹄
勇気がある人は皆︑悲観的では してしまう︒きちんとリスクマネ
なく楽観的です︒悲観的な人は︑ ジメントをしなければならないで で哲学者のアランはこう定義づけ
ました︒﹁悲観主義は気分のもの
﹁過去﹂の失敗をうじうじと考え︑しょう﹂と︒
ここで確認しておかなくてはな であり︑楽観主義は意志のもので
﹁未来﹂を心配し続けます︒しか
し︑勇気がある楽観的な人は﹁今 らないことがあります︒楽観的と ある﹂と︒つまり︑楽観主義は単
現在﹂に集中します︒過ぎてしま は単なる能天気ではない︑という なる持って生まれた性格なのでは
った過去をくよくよと考えるのを ことです︒何の根拠もなく︑準備 なく︑意識的な努力にもとづく意
やめ︑﹁未来﹂を不安視すること もせずに能天気に対応する人は︑ 志である︑と言ったのです︒楽観
なく︑﹁今現在﹂できることだけ 楽観的ではなく楽天的と呼びます︒主義である︑という意志を持つこ
楽観的とは根拠と準備のある人の とで︑私たちは自分自身を勇気づ
に集中するのです︒
このように︑楽観的であること ことです︒しかも︑悲観的に検証 けることができるのです︒
︵ダイヤモンド社︶
の大切さについて私がお話すると し︑悲観的に準備し︑その上で肯
反論と質問をいただくことが多く 定的に行動すること︒それを楽観
あります︒﹁そんなことでは失敗 的と呼ぶのです︒

外食産業の総居酒屋化
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外食店舗の居酒屋化戦略と
それがもたらす飲み会文化の未来

リーレストランで
はアルコールメニ
ューの伸び率が１
・５％増加してい
ます︒
外食市場全体で
はアルコールメニ
ューの伸び率が減

1
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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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べるとリーズナブルな価格でお
酒を楽しめます︒
牛丼業界は長年価格競争が続
き︑客単価が下がり続ける傾向
これまでフロアや従業員を活か にあったが︑﹁吉呑み﹂によっ
しきれていなかった時間帯を大 て余っていた客層を埋めること
きな収入源となる時間帯に変更 ができ︑またそれぞれの客単価
できたと言えます︒
を引き上げることができたとい
ファミリーレストランでお酒を飲む﹁ファミ飲み﹂が流行した ファストフードの﹁居酒屋化﹂ うことです︒
り︑吉野家がお酒を提供するサービスを始めたり︑さまざまな業 が生んだ効果
新たな﹁飲むシーン﹂が
界が居酒屋化する現象が起こっています︒しかし︑同じ﹁居酒屋
新たな﹁飲む文化﹂を生む
一方︑牛丼屋の﹁吉野家﹂な
化﹂でも︑それによって開拓した顧客はそれぞれです︒
どの居酒屋化によって開拓され
これまでなかった店舗の﹁居
﹁居酒屋化﹂したファミリー
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
フ
た
客
層
は
﹁
仕
事
帰
り
の
社
会
人
﹂
酒屋化﹂は︑居酒屋業界の競合
レストランに訪れる客層は︑や ァミリーレストランは堅調な伸 です︒
構造を大きく変え︑既在の居酒
はりファミリーが中心︒家族で び率を示しています︒
そもそも吉野家の﹁吉呑み﹂ 屋にとっての脅威となるかもし
食事を楽しみながらお酒を飲め
それを可能にしたのは︑豊富 は︑夜になると客足が弱まるビ れません︒しかし︑ライフスタ
るのが魅力です︒家族団らんだ で手頃な値段の食事メニュー︒ ジネス街の店舗で遊休スペース イルも多様化する中で︑﹁飲み
けでなく︑ママ友同士が幼稚園 ファミリーレストランなら︑お となっていた２階部分を活用す 会﹂もまた多様化しています︒
のお迎えの帰りにも気軽にお酒 酒が飲めない人や子供が同席し るのが目的でした︒大きな投資 ﹁吉呑み﹂は時間をかけずに飲
を飲みながら話すことができる ても十分楽しめるメニューがあ が必要なく︑気軽に入れる吉野 むことを可能にし︑ファミリー
ようになりました︒
り︑値段も安いので︑家族で気 家のコンセプトに合った業態と レストランは飲めない人でもお
消費者の飲み代の減少や家飲 兼ねなく食事ができます︒
して﹁ちょい飲み﹂をスタート 酒の席を楽しむことを可能にし
みの増加を反映して︑外食市場
アルコールが飲まれる機会に させました︒
ました︒ファミレスなどの新た
でのアルコールメニューの伸び 注目すると︑ 〜 時台が５年
食事とともに軽く飲みたいと な業態の居酒屋は現代人の多様
率は４年前に比べてマイナス
前から唯一プラス成長︵＋１・ いうニーズが吉野家などのファ なニーズに対応していると言え
・１％となっています︒とくに １％︶しており︑さらに滞在時 ストフードの居酒屋化によって るのではないでしょうか︒
居酒屋ではマイナス ・３％と
間
分
以
下
に
絞
る
と
そ
の
傾
向
は
満
たされました︒
先に述べたように︑外食市場
大きく減少︒そんな中でファミ 強くなります︵＋１・４％︶︒
料金は魚が３００〜５００円︑ でのアルコールメニューの消費
そして︑夕食前の︑子供を迎 揚げ物が２００〜３５０円︑酒 は減少しています︒多様化する
えに行った後のひとときをファ のつまみが１００〜２５０円︒ ニーズに対してお酒を飲むシー
ミリーレストランで過ごす利用 生ビールや焼酎︑ハイボールな ンも多様化することで︑お酒の
客が増えたこともあってか︑ラ どの酒類が３００〜４００円程 席を楽しむ人を増やし︑﹁外食
ンチとディナーの間の時間で利 度なので︑ちょい飲みなら１０ の席で飲む文化﹂を活性化させ
用客が少なくなる 〜 時の来 ００円前後で楽しめそうです︒ るかも知れません︒
客が増えています︒これは新た
﹁吉呑み﹂の客単価は１００
︵Ｕ︱ＮＯＴＥより抜粋︶
な利用客を獲得しただけでなく︑０円〜１５００円︒居酒屋に比
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連載／おいしいお酒の選び方
２

23大災害のとき、人が集まれる

鎮魂の場所としての居酒屋
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基本編②

「居酒屋の流儀」

ワインに つ
｢まずかない た｣めの
ポイントは３つだけ
本章では︑ワインのおいしい
選び方︑店員とのコミュニケー
ションのコツをお伝えしていき
ます︒なんだかワインに気後れ
しちゃうという方も︑本章を読
み終わった瞬間から︑迷わず︑
外さず︑自信を持って楽しくオ
ーダーできるようになることを
お約束しましょう︒
いまはまだ︑﹁何がわかって
いないのかわかっていない﹂状
態ではないかと思います︒いざ
ワイン選びに入る前に︑ワイン
に対するモヤモヤとした﹁なん
だか怖い﹂の正体を明らかにす
るところから始めましょう︒
筆者の経験上︑ワインに気後

酒銘の由来
⑭天鷹︵栃木︶

天鷹酒造の創業は大正３年︑
現社長で３代目です︒創始者が
東京で問屋業をしており︑尾﨑

品種ほどある中から
代表的な５品種を紹介

阪神・淡路大震災から 年後︑
平成 年３月 日︑東日本大震
災が起こった︒
その日︑私は東京の仕事場に
いた︒ものすごい大揺れに驚い
て外に出たけれど︑幸い大した
被害はなかった︒しかし︑現場
を伝えるテレビの映像はまさに
この世のものとは思われず︑酒
を切らすことのできない私がそ
れから３日間︑一滴も飲む気持
ちになれなかった︒
６日後だったと思う︒雑誌の
居酒屋探訪記事の締め切りが迫
り︑居酒屋に行かねばならなく
なった︒こんなに居酒屋に行き
たくないときはかってなかった
が︑連載に穴は空けられず仕方
がない︒なじみの所ならなんと
かなるだろうと︑沈んだ気持ち
で東京・中野の﹁第二力酒蔵﹂
に行った︒
第二力酒蔵は開いていた︒そ
れも満員だった︒しかし︑普段
は喧噪の絶えない賑やかな大き
な店がしんとしている︒皆うつ
むき加減に飲み︑いつも愛想よ
い白い上っ張りの店のおばさん
たちも︑余計な言葉を出さぬよ
う黙々と注文の品を運ぶ︒聞こ
える小声は﹁お前のところはど
うだった﹂﹁あれが倒れた︑こ
れが倒れた︑親戚はなんとか﹂
﹁あいつの様子を知ってるか﹂
﹁わからん﹂︒こんなときに居
酒屋で酒を飲んでいていいのか
という気持ちが全員の顔に表れ
ている︒経験したことのない異
様な雰囲気だ︒
それでも︑だからこそここに
来ている︑大災害に心細さがつ
のり︑誰でもいい︑他人の顔を
見たい︑人同士で集まりたい︑
という心情が十分私には感じら
れ︑不安なときにこそ︑集まる
場所としての居酒屋が必要とさ
れる実感を強く持った︒やがて
その光景は︑客も店も全員が一
丸となった東北の人々への祈り
に見えてきて︑私は一種︑心を
打たれ︑居酒屋が鎮魂の場にな
ることに目を見張った︒
︵新潮文庫﹁居酒屋を極める﹂
より︶

好き︒これは︑﹁毒ではない﹂ くのは︑自然なんですね︒老化
と脳が認識しているからです︒ が進んだり舌がマヒしていくほ
﹁甘いお酒が好き﹂と言うと何 ど︑複雑味や熟成を楽しめるよ
さん口を揃えるのが︑この悩み だか素人っぽいイメージを持た うになる⁝⁝と言うとちょっと
です︒メニューでオススメされ れがちですが︑生物としては純 切ないけれど︑だからこそワイ
ていたり︑何かの賞を受賞して 粋に正しい味覚と言えます︒
ンは大人の楽しみと言えるのか
いたから飲んでみたけれど︑お
ただし︑私たち人間は﹁毒の も知れません︒
いしいような︑そうでもないよ 味﹂や﹁腐ったものの味﹂を食
個人の好みはもちろん︑ワイ
うな⁝⁝なんてことありません べ続けることで︑だんだんと舌 ン慣れによっても﹁おいしい﹂
れしている人は︑ざっくりと次 か？
がマヒしていきます︒その結果︑は変化していきます︒これから
まず︑大前提︒人の味覚は十 味として認識できるようになり たくさんのワインを飲むうちに︑
の３つのポイントでつまずいて
人十色です︒ガブガブ飲める１ ます︒﹁毒ではない﹂を経て︑ あなたの﹁おいしい﹂もどんど
います︒
①何が﹁おいしい﹂のかよくわ ０００円のワインが好きな人も 最終的には﹁おいしい﹂と認識 ん変わっていくはず︒ですから︑
いれば︑１本 万円のワインに できるようになっちゃうわけで ワインに詳しい人が おいしい
からない
｢
｣
②ワインを表現する言葉の意味 うっとりする人もいます︒ボジ す︒
と言うワインを︑無理においし
ョレー・ヌーボーのようにフレ
がよくわからない
つまり︑初心者がフレッシュ いと思う必要はないのです︒
③何を基準に選んでいいのかよ ッシュなワインが好きな人もい でジューシーな大味のワインを ︵本章②以下は次号に続く︶
れば︑長い年月をかけて熟成さ おいしいと感じ︑ワインに親し
くわからない
どれかひとつは心当たりがあ せたワインが好きな人もいます︒んだ上級者ほど渋味や苦味を含 ︵山口直樹著／ディスカヴァー
るのではないでしょうか︒では︑これは個人の好みの話で︑どち んだ複雑な味を好きになってい 携書より︶
この３つのモヤモヤをひとつず らが上等な舌を持っているとい
つ解きほぐしていきましょう︒ った上下関係があるわけではあ
①何が﹁おいしい﹂のかよくわ りません︒
ただし︑傾向としては︑ワイ
からない
﹁ワインがよくわからない理 ン慣れするほど︑そして年を取
由﹂を掘り下げていくと︑みな るほど︑いろいろな味を含む複
雑なワインを好きになっていく
と言えます︒味覚はだんだんと
商店酒造部として始まります︒ 変化していくのです︒
とくに﹁渋味﹂や﹁苦味﹂︑
社名の﹁天鷹﹂は創始者が京都
の旅館に泊まっていたとき︑天 そして﹁酸味﹂は︑大人になる
空を悠々と舞う大鷹の姿を夢に につれてだんだんと好きになっ
見て﹁天鷹﹂と名づけました︒ ていくもの︒子どもの頃を思い
創始者の﹁辛口でなければ酒 出してください︒渋いお茶や苦
ではない﹂というのが口癖で︑ いレバー︑酢の物が嫌いではあ
甘口全盛時代にも頑として辛口 りませんでしたか？ これには
一本槍でした︒現在もその言葉 本能的な理由があって︑渋味や
の味 で
通り辛口のお酒のみを作り続け 苦味は 毒｢
｣︑酸味は﹁腐
ったものの味﹂だからなんです
ています︒
ね︒身体が本能的に受け付けな
いわけです︒
一方︑子どもは甘いものが大

︑

夢に見た天空に舞う鷹

達人／太田和彦が語る

が高く︑西日本の蔵元は︑し 酒が若いときは︑やや苦味や
っかりとした旨味と酸味を出 渋味を伴うことがあると言わ
し︑野性味を感じる酒にする れますが︑その硬質なニュア
その百二十七●知っておきたい基本の酒米
傾向にあり︑東北の蔵元では︑ンスを好む人も少なくありま
日本酒の原料には︑コシヒ われます︒いわば酒米の優等 一口目はすっきりとシャープ せん︒
カリなどの食用の米も使われ 生︒純米大吟醸などトップク な印象で︑飲み進めると︑ふ
１９５７年に新潟県で育成︒
ますが︑酒造りのために特別 ラスの酒や︑純米吟醸︑純米 っくらとした色気が出てくる 北陸を中心に︑東北から九州
に開発され︑栽培されている など上等な酒に使われること タイプの酒に仕上げることが 北部で広く栽培され︑寒冷地
酒造好適米︵通称︑酒米︶と が多い米です︒
多いようです︒米の価格は高 を代表する酒米です︒酒米の
呼ばれる品種が約 種類ほど
１９３６年に兵庫県で育成 く︑高級酒に使われます︒
なかでは︑収穫時期が早い品
あります︒代表的な品種とそ され︑主産地は兵庫県を中心
１８６６年に岡山県で選抜 種です︒
の味わいを紹介します︒
とした西日本ですが︑東北か 改良され︑百年以上途切れる ・美山錦︵みやまにしき︶
・山田錦︵やまだにしき︶
ら九州まで広く栽培されるよ このなく栽培されている唯一
香り穏やかで︑墨絵を思わ
酒米の王様と称される品種︒
せる淡く︑あっさりとした軽
しっかりとしたコクと複雑味
やかな味わいです︒熟成させ
があって︑バランスもとれた
るより︑早飲みに向くと言わ
気品が漂う酒になると言われ
れます︒主に東日本の飲み手
ます︒飲んだあとの余韻は長
には支持されていますが︑濃
く︑熟成にも向くとされてい
醇な味を好む関西では人気は
ます︒
うになり︑現在は酒米のなか の品種で︑山田錦の親にあた 薄いようです︒
春先に出荷される搾りたて
１９７８年に長野県で育成
り
ま
す
︒
山
田
錦
よ
り
さ
ら
に
収
で
作
付
面
積
ト
ッ
プ
︒
収
穫
日
は
の酒は︑味の要素がバラバラ
され︑東北や北陸など寒冷地
穫日は遅い晩生です︒
晩
秋
の
晩
生
︒
でまとまりがなく︑荒くなり ・雄町︵おまち︶
・五百万石︵ごひゃくまんご で栽培されています︒
がち︒でも山田錦で造ったお
・八反錦︵はったんにしき︶
山田錦と並び称される品種︒く︶
酒は︑若いうちからバランス 濃厚で︑まるみがあり︑おお
透明感のある綺麗な味わい︒ やや硬質でさっぱりとした
が取れて︑熟成させればさら らかな味わいで余韻も長いお 色白で美肌のほっそりとした 印象で︑心地のいい酸を含ん
に深みが醸し出されると言わ 酒になると言われています︒ イメージ︒落ち着いた印象の だキレの良い酒になると言わ
れます︒造り手にとっては︑
れ
ます︒
酒
に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
︒
麹
稲
の
背
丈
が
高
く
︑
発
酵
管
理
も
特別なことをしなくても良い 難しいことから︑米を栽培す 造りがしやすく︑味のノリも
１９８３年に広島で育成︒
酒になり︑多少の失敗をして る農家と 酒の造り手の両者 程よいことから︑日常酒から 栽培の中心は広島県ですが︑
も最終的には修復できること から﹁野性的﹂と言われてい 純米吟醸クラスまで幅広く使 新潟県でも栽培されています︒
から﹁造りやすい﹂品種と言 ます︒米の持つポテンシャル われています︒搾りたてなど
︵ちくま新書より︶
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