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日本酒に合う肴の研究開発
－ FBO 研究レポート No.51 －

東洋大学飯嶋ゼミナール　×　日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（SSI）

SSIでは、昨年に引き続き、日本の酒継承プロジェ
クト「日本の酒 つなぐ」の一環として、東洋大学 
飯嶋ゼミナールが行った「日本酒愛好家ではない
若年消費者層が日本酒を好きになる“手軽なおつ
まみ”の開発」に協力させていただきました。
日本食ブームを要因に日本酒の輸出量が年々、

増加する一方で日本国内のその消費量は低下の一
途をたどっています。なかでも若年層の日本酒の
飲酒率は極めて低いため、長期的には、その消費
量が限りなくゼロになると言っても過言ではない
状況です。
若年層が日本酒を飲用しない理由は、多く考え

られますが、いずれにしても提供者側がその魅力
を十分に訴求できておらず、一部の飲酒体験に対
する低評価が要因ではないかと推測できます。ま
た、酒類の中では高価格である傾向があるため、「大
人の酒」や「敷居が高い」といった印象を抱く若
年層も多いことが分かっています。
そこで、東洋大学飯嶋ゼミナールでは、若年層

に日本酒に興味を持っていただくことを目的に、
従来のイメージにとらわれない若年層ならではの
日本酒の楽しみ方のひとつとして「手軽なおつま
み」の開発に取り組まれました。
彼らの約半年間の研究開発は、各チームに分か

れて様々な調査・検証から始まり、何度にも渡る
ミーティング、SSI 理事らへの企画プレゼンテー
ションが繰り返されました。そして、本年 2月 24
日の「STYLE J. SAKE」内で成果を披露いただき
ました。
本書では、今回の研究レポートをFBO認定会員

各位に報告いたします。今回も商用目的として開
発されていないため、そのまま飲食店での起用は
難しいですが、皆様にとって何かしらのきっかけ
や気づきになるのではないかと思われます。
最後に、日本酒の未来のために真摯に研究に取

り組んでいただいた学生らに感謝を申し上げると
共に、この取り組みが日本の酒の更なる発展に貢
献することを切に願います。

飯嶋ゼミナールの集合写真＠STYLE J. SAKE
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Team A （Member：玉野 壮二郎／川村 友香／イ エリ／佐藤 優）

１．ターゲット   

私たちのターゲットは韓国人の若者（特に訪日したこと
がある韓国人）だ。また、韓国に興味のある日本人の若者
でもある。ターゲットの理由として、今日本でも韓国ブー
ムになっていること、そして訪日観光客の約四分の一が韓
国人であるということやデータから韓国でも日本に興味の
ある若者がたくさんいるという現状を読み取ったことから、
私たちは日韓友好をテーマとして考えてみることにした。

２．方法・手法   

ターゲットとなっている韓国人の若者に日本酒を飲んで
もらうために私たちが考えたことは、食べ慣れた食材でお
つまみをつくることだ。こう考えた理由として、まず、自
分に馴染みのあるものと一緒に飲むことによって初めての
日本酒に手を出しやすくなるという期待がある。また韓国
に帰っても酒の肴として簡単に食材が手に入り作れるとい
うことで、日本酒をまた飲もうと思ってもらうという期待
もある。さらにその食材を見ることで日本酒を思い出して
もらうきっかけにもなると考えた。このように、「抵抗なく
日本酒に手を出せるように」「日本酒を繰り返し飲んでもら
えるように」といった観点から、韓国の食材を使って酒の
肴を作るという方法に至った。
また、近年では日本の若者の間では韓国料理、K-POP や

韓国ドラマをはじめとする韓国ブームが到来している。そ
こで、韓国に興味のある日本人に対しては、“韓国っぽさ”
で興味を引き、さらには、そのおつまみは日本酒に合うと
いうことから、日本酒の飲用に誘導できるのではないかと
いう考えに至った。

３．結果   

上記を踏まえ、今回は「スルメキムサム」、「しゃきしゃ
きアンジュ」の 2品を開発した。
スルメキムサムは、日本酒に合うおつまみとして知られ

るスルメと韓国料理で有名なキムチをかけ合わせた。さら
に、クリームチーズ、きゅうりを加えて、韓国の食材であ
るサンチュとともにライスペーパーで巻いた。味もさるこ

とながら、見た目の色合いもよく、若者も進んで手に取れ
るようなおつまみとなった。また、食材だけなく、韓国語
で「巻く」意味する「サム」を名前に入れることで、訪日
韓国人の親近感が沸くこと、韓国に興味のある日本人が手
に取りやすくすることを期待した。
「しゃきしゃきアンジュ」は、玉ねぎと塩もみしたきゅう
りをコチュジャンで味付けしたもので、コチュジャンを使
用することで韓国人に慣れ親しんだ味に仕上げている。ま
た、独自の調査から、韓国人はしゃきしゃきした食感を好
むことがわかっており、きゅうりや玉ねぎとを用いること
で、しゃきしゃきした食感を出した。「アンジュ」は、韓国
語で「おつまみ」をさし、上記の同様の理由で商品名に入
れた。さらに、「日韓友好」というコンセプトのもと、日本
の梅をトッピングすることで、日本と韓国のコラボレーショ
ンを果たしている。コチュジャンの量で自分好みの辛さに
調節できることもポイントである。

４．考察   

日本酒は海外でも人気が高く、日本に旅行した際にお土
産で日本酒を買う人や、居酒屋に行く人も多い。しかし、
韓国で日本酒を飲み続ける人は少ない。韓国の食材を使う
ことで、普段の食事から私達の考案したおつまみを連想し
てもらい日本酒を飲んでいただこうと考えた。それに加え
て現在では、日本文化が多く韓国に入ってきている。例と
して、韓国には日本の居酒屋、ラーメン屋さん、お寿司屋
さん、といった日本食がブームであることだ。また、実際、
メンバーの一人も日本に留学しているが、周りの若者で日
本酒や日本食などの日本に関心を持っている人はたくさん
いるという。このことから、帰国しても韓国でも日本酒に
触れる機会があるということである。
「STYLE J. SAKE」にておつまみを提供した際に、お客
様からは、「韓国料理は甘辛く味付けがしっかりとしていて、
意外と日本酒に合う」という意見を多くいただいた他、「甘
くなく食べ応えがあっていい」「家でも簡単に作れそう」な
どの意見もいただいた。他にも、「韓国人に人気のある日本
酒について調べた方が良い」というご指摘も受けた。私た
ちはもっと韓国にある日本酒について調べておく必要が
あったと考えた。日本酒との相性だけでなく、実際に韓国
でよく飲まれている日本酒を調べることで、より韓国人目
線での提案ができたのではないかと考える。
今後、韓国の食材を使用したおつまみで訪日韓国人だけ

でなく、韓国でも飲んでいただけると考える。このように
して、同じように世界各国の食材を使うことで、日本酒を
より世界に伝える事
が出来ると共に日本
酒を通して友好関係
を築けると考えた。

左：スルメキムサム　右：しゃきしゃきアンジュ
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Team B （Member：川口 陽平／荒井 沙耶／倉石 夏希／柳澤 愛莉）

１．ターゲット   

私たちは、まず日本酒から遠ざかりがちな若年層の中か
ら、大学生をターゲットに絞った。飲酒経験が少ない若年層、
特に大学生は、日本酒の正しい飲み方を知らないことや「お
じさんの飲み物」といったようなイメージから、日本酒に
対して抵抗があることは致し方ないことではあるが、それ
らを払拭して日本酒を飲む１つのきっかけになるような「お
つまみ」を目指した。
実際に今私たち自身も大学生だが、何かしらのきっかけ
がなければ日本酒を自ら飲むことは少ない。しかし、好奇
心が１番強い今だからこそ、日本酒に興味を持つことから
始めてほしいとの願いもあり、このターゲット層に決定し
た。

２．方法・手法   

まず実態を知るために、大学生約１００人を対象にアン
ケートを取った。日本酒に対するイメージ、お酒を飲む理由、
加えて好きなおつまみや食材に関しても選択肢と自由回答
で回答させる形にした。
回答の中で参考になったのは、「なぜお酒を飲むのか」と
いう質問において、「コミュニケーションツールとしての側
面」を理由に挙げている人が多くいたことであった。そこで、
意外性があり、なおかつ大学生が興味のあるものを食材に
選ぶことで、それ自体が話材となり、コミュニケーション
をとりやすくなるようなおつまみを目指した。
企画を進めるにあたり上述したような大学生が好む食材、
また、日本酒が飲みやすくなる工夫を意識して、試作や検
討を繰り返し、開発を行った。

３．結果   

コンセプトは「日本酒への憧れから身近なものへ」である。
いつかは飲めるようになりたい日本酒、日本酒を飲んでい
るかっこよい大人になるために、私たちが考えた商品が少
しでもきっかけになり、少しずつ日本酒を飲んでほしいと
いう思いから、このコンセプトにすると決定した。
まず１つ目の商品は、「チーズおかぺん」である。はんぺ

んを 9等分にし、真ん中に切り込みを入れてポケットを作
り、適度な大きさに切った材料をはんぺんに挟んで完成。
試食を繰り返す中で、海苔とおかきがはんぺんと相性が良
いことが判明した。そこに、アンケートで多くの大学生が
好むと回答したチーズも追加した。チーズの濃醇さ、おか
きの程良い塩味が日本酒ととても好相性を示す。また。簡
単に作れること、身近に手に入る食材を使用したこと、安
価なことなど、ターゲットである大学生が誰でも気軽に作
れることがポイントである。
２つ目の商品は、「チョコっとサケーキ」だ。この商品は、

チョコパンの上に酒粕で出来た食べる甘酒とドライフルー
ツをのせた商品。甘酒とチョコレートの意外性のある組み
合わせは、大学生や若年層には、アピールポイントだと考
える。またチョコレートやドライフルーツといった甘さは、
大学生が日本酒を飲むうえで、苦手意識を覚えがちなアル
コールの苦みや刺激を軽減することが出来る。さらに言え
ば、酒粕で作った甘酒が日本酒に同調、好相性が望める。

４．考察   

開発した２つのおつまみはどちらもかなり簡単に作るこ
とができ、さらに材料もスーパーやコンビニなどで購入す
ることが出来るものになっているため、大学生にとって身
近なおつまみになったと考える。
今回の SSI のご協力で行ったゼミ活動を通して、まずは

日本酒というものを深く知る良い機会にもなった。私たち
もターゲットと同じ大学生なので、この活動が無ければ遠
ざかっていた 1人だったと思うがこの活動により日本酒を
身近に感じることが出来、大変素晴らしい経験であった。
しかし、今までまったく知らなかった日本酒というもの

を知り、それに合うようなおつまみを考えるのは、大変な
作業であった。コンセプトに合うよう何回も試行錯誤し、
なんとか今回のおつまみを開発することができた。
実際に「STYLE J. SAKE」で販売した際には、最初は売

場に立っていることが多かったのだが、それでは販売する
のに限度があり、そのためお客様に直接話しかけて買って
いただいたり、売り歩いたりした。これも良い経験になっ
たと考えると同時に、購入した方かたらたくさんの意見を
いただき、おつまみの味や、日本酒との相性などの新たな
課題も見えてきた。
今回、作成したおつまみが大学生に広がると共に、日本

酒というものの魅力を感じてもえれば幸いである。　

左：チーズおかぺん　右：チョコっとサケーキ
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Team C （Member：倉嶋 拓未／斎藤 七海／鈴木 智美／岡田 華奈）

１．ターゲット   

私たちのターゲットは現代の若年層（20 ～ 25 歳）である。
プロジェクトに取り掛かるにあたって、SSI の方から日

本酒に関するセミナーを受け、若年層の日本酒消費量が年々
減少しているとの現状を知った。
そこで、若者にもっと日本酒を飲んでもらう為、私達は

大学生、つまり若者としての目線から、若者の日本酒に対
する考え方（イメージ）について考えていった。

２．方法、手法   

最初に私達は若者が日本酒を飲まない原因に着目した。
その原因を探るため、身近な大学生約 100 人を対象にアン
ケートを実施、アルコール飲料の摂取頻度やその種類、日
本酒を飲む頻度、日本酒に対するイメージ、加えて好きな
おつまみに対しても選択肢と自由回答による質問を織り交
ぜた。そして、アンケート結果から若者が苦手とする日本
酒の要因を分析した。
アンケートの回答の中で、私達が特に着目したのは「な

ぜ日本酒を飲まないのか」という質問において、「日本酒の
辛さや苦さ」を理由に挙げている人が多くいたことだった。
そこで、若者が苦手な日本酒のツーンと鼻を抜ける香りや、
アルコールの風味を緩和するおつまみの提案を軸として企
画を進めた。
企画を進めるにあたって私達が最も大切にした点は、若

者目線に立ちどんな食材が日本酒を飲みやすくしてくれる
のか、実際に試作して、試食、試飲をすることだ。各々で
食材を持ち寄り、繰り返し行う中、日本酒のアルコールの
風味をクッキーが最も緩和すると発見した。そして、どう
してクッキーが日本酒に合うのかさらに深く追及すると、
日本酒と一緒に試食したときに感じたまろやかさから、クッ
キーに含まれているバターの風味が関係しているという考
えに至った。

３．結果   

私達は日本酒のアルコール感を緩和し、「新しい感覚」を
生み出すというコンセプトをもとに 2つの商品を開発した。

まず 1つは梅味（ばいみ）ソイタルトだ。砕いたクッキー
と溶かしたバターで作ったタルトの上に絹ごし豆腐、クリー
ムチーズ、蜂蜜、レモン汁を混ぜたものを流し入れ、冷蔵
庫で冷やし、最後に梅肉、味噌を上にのせて完成となる。
梅肉のほんのりとした甘みの中にある酸味と味噌のまろや
かな塩味はそれぞれ日本酒と同調し、相性をより良くする。
もう 1つはみたらし麩（フ）レンチトーストだ。これは

若者に大人気のフレンチトーストに着目し、パンに変わる
新感覚を提案できる食材としてお麩を採用した新しいス
イーツである。麩を焼く際には油ではなくバターを使用し
香りを付け、また、日本の国酒である日本酒に合うよう、
みたらしを使用して和のイメージを演出するとともにあま
じょっぱさをプラスした和スイーツに仕上げた。
どちらも食材に着目して開発を行うことで、日本酒のお

つまみであることにとらわれない商品を作ることができた。

４．考察   

アンケートの結果から、若者が日本酒を飲まない理由には
日本酒の「苦さ」「辛さ」の要因となる「アルコール感」が苦
手だからというものが大きく関係していることが分かった。
このことから私たちは、その日本酒の独特な風味を、他

の風味（今回の場合はバター）で緩和し、日本酒のいいと
ころを引き出す二種類のおつまみを考えた。組み合わせる
ことで日本酒が美味しく飲めるというおつまみがあれば、
若者も日本酒に手を出しやすくなると考えたからである。
私達は今回、日本酒の風味の緩和を目指して商品を考え

たが、日本酒を飲まない理由の中には「度数が強いイメージ」
「大人が飲むイメージ」などというものも多数見かけられた。
この若者の中にある日本酒に対する固定の「イメージ」も
若者が日本酒を飲まない要因の一つであると言えるのでは
ないか。しかし、イメージというのはあまり日本酒を飲ん
だ経験がない、まだ日本酒をよく知らない、という背景も
大きく関係しており、日本酒を飲む機会があればその「イ
メージ」も変わる可能性もあるだろう。
今回開発したものはどちらもバターを使った、スイーツ

のような新感覚おつまみになっている。これも若者の「日
本酒は大人のもの」というイメージを払拭し、「身近なスイー
ツと一緒に飲めるもの」として興味を引く要素の一つにな
るのではないだろうか。
私たちもこのプロジェクトを終えて、日本酒に対する印象

が大きく変わった。たくさんの種類があること。その種類に
よって味や香り、合わせて食べるものによって味も大きく変
わること、そしてこれらはまず日本酒を飲まない限り知るこ
とができないことで
あり、このことから、
好みなどはあっても、
日本酒を飲むという
きっかけがまずは大
切であると身をもっ
て感じた。

左：みたらし麩レンチトースト　右：梅味ソイタルト
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Team D　 （Member: 廣田結衣 /水間涼 /木下琴美）

１．ターゲット   

私達のターゲットは 20 代から 30 代の男女である。
今回 SSI の講義で、現代の若者の日本酒消費量が年々減
少している現状を知った。そこで実際に 20 代の男女 135 名
にアンケートを実施したところ半数以上が日本酒を飲まな
いという結果となり、その理由として単に日本酒の味が「嫌
いだから」「不味いから」という 2点が挙げられた。つまり、
若者は日本酒と料理の相性などをたいして分かっていない
ということ明らかとなった。また、今回のプロジェクトに
取り掛かるうちに私達自身が「おつまみを考えて作る過程」
そのものを楽しんでいたことに気がついた。
そこで、若者に日本酒を身近に感じてもらうために、日
本酒に合う「モノ」ではなく日本酒にそのおつまみが合う
のか合わないのかを自分自身で楽しみながら探す「コト」
を提案することに決めた。
  こうして、主なターゲットを日本酒の味をまだよくわか
らないため日本酒に合わせるおつまみにあまりこだわりの
ない人や、流行に敏感で好奇心旺盛な人に絞った。

２．方法、手法   

はじめに私達は、ただ日本酒に合うおつまみや若者が好
きなおつまみを考えるのではなく、自分で好きな味のおつ
まみを考えたり、作ったおつまみの写真を撮ったり、周り
のみんなに作ったおつまみを発信したりする「コト」を通
して日本酒を身近に感じてもらおうと考えた。
その方法として若者がよく活用するSNS、特にインスタグ
ラムに目を向けた。それは近年、人気インスタグラマーが投
稿した商品がインスタグラムで話題になり大ヒットを記録し
た商品が多数あり、その存在は大きいといえるからだ。
インスタグラムに焦点を当てつつも、作る過程とお酒を
合わせることを楽しみながらということを念頭に置いて検
討した。

３．結果   

何品か検討して試作をしていく中で「寒天」と「テリーヌ」
をかけあわせたオリジナルの商品である「カンテリーヌ」

を開発した。
カンテリーヌは、好きなスープの中に寒天を混ぜたもの

を型にいれて、常温で固まるのを待つだけで簡単に作るこ
とができる。
寒天にはカロリーがほぼないためダイエット効果が期待

できる。また、寒天自体が無色透明なために使うスープに
よって多様な色が出せるというところに大きなメリットを
感じ、スープと日本酒という本来ならあまり見ない組み合
わせを「食べるスープ」にすることで実現した。
さらに試作をした上で 「しじみの味噌汁＆トマトジュー

ス味」という和テイストのもの、「カボチャのポタージュ味」
という洋テイストのもの、「カレー＆チーズのポタージュ味」
という若者に人気なものを 3種 1セットとして開発した。
これらの材料となったものは安価かつそれぞれに意味の

あるものを使っている。しじみは二日酔い予防が期待でき、
トマトはビタミンなどの栄養成分が豊富、カボチャは食物
繊維が豊富、カレーとチーズは特に近年人気の食材という
意味を持つ。
カンテリーヌの特徴は、手軽に作れるということの他、

素材となるものはほぼ無限大で、形や味も自由自在にでき
ることである。要するに、個人ごとに違ったものを考えて
作ることで、過程さえも楽しみながら作ることができると
いうのが最大の特徴なのである。
 

４．考察   

実際に販売して感想を聞いてみたところ、１つの味に対
する感想は人によって全く異なるものとなっていて、やは
り人によって日本酒に合うと感じる味は同じではないとい
うことが分かった。
そのため自分の好きな味に変えることができる「カンテ

リーヌ」のような商品はコトを提供するために有効である
と考える。
しかし「寒天」または「テリーヌ」に対する先入観や偏

見からか、食べようとしないお客様もいたため実際の商品
であるカンテリーヌというモノを使って日本酒のおつまみ
としてカンテリーヌを作るコトをもっと「楽しそう」、「やっ
てみたい」と思わせる宣伝をいかにすることができるかが
大切なのだと改めて実感させられた。
SNS 時代といわれる今、より多くの若者に日本酒をもっ

と身近に感じてもらうためには日本酒に合うとされるモノ
ではなく日本酒と一緒に SNS を活用してできるコトを提供
することが有効なのではないだろうか。
ここで私達の考案した「カンテリーヌ」で「誰が一番日

本酒に合う美味しく
て斬新なものを考案
できるか」という１
つの流行づくりにな
ればと思う。

カンテリーヌ
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