
はじめに -「地酒」飲酒頻度を分析基軸に

本アンケート有効回答者 658 票のうち、図 -
１に示されるように、何らかの酒類を飲む頻
度は「ほぼ毎日」が 50.2％、「二日に一度」が
19.1%であり、この双方で 70％ほどを占めてい
る。他方、「週に１～２回」の 19.1％、「月に１
～２回」の 9.1％、「まったく飲まない」の 2.4％
を加えると、必ずしも「酒類愛飲家」とはい
えない飲酒頻度の回答者が全体の 30％を少し
超えることは注目に値する。というのも、本
アンケートが「地酒に対する消費者選好調査」
でありながら、そもそも飲酒とはやや「縁の
薄い」回答者が少なくはないからである。つ
まり、「地酒」に対する関心は、必ずしも飲酒
量の多寡にかわらない、むしろ「嗜み」程度
であっても「おいしい酒」を飲みたい、評価
の高い日本酒や地酒を飲んでみたいという強
い関心を持っている消費者が少なくないのだ
ということである。だから、飲酒頻度が低い
にも拘わらず、「酒」に関わる本アンケートに
回答する、という動機を持つことにもなる。

そうした動機を出発点に、地酒ないし酒類
の愛飲家へと育つかどうかは、酒類関連業界
がどこまで「ビギナー教育」を行うのかとい
う愛飲家育成努力にもかかっている、といえ
るのかも知れない。
このような観点から、本アンケート調査分析

の二回目は、有効回答 658票を飲酒頻度別に区
分し、それを主な分析基軸にして進めていく。
ただし、本アンケートの主眼が「地酒に対する
消費者選好」にあるので、分析の際に用いるカ
テゴリーは「地酒」をどの程度飲むか、つまり
「地酒」の飲酒頻度を軸に、「ほぼ毎日」、「二日
に一度」だという回答者を「ヘビーユーザー」
として、また「週に１～２回」、「月に１～２回」
を「ライトユーザー」としてそれぞれ括り、他
を「飲酒をほとんどしないグループ」とする。
また、ヘビー、ライト双方の「地酒」ユーザー
を「地酒愛飲家」とし、その中のヘビー、ライ
トの二カテゴリーを主として対比させながらア
ンケート各項目の分析を進める。

ほぼ毎日

50.2 

２日に一回程度

19.1 

週に１～２回

19.1 一か月に１～２回

9.1 

ほとんど・まったく飲ま

ない

2.4 

図―１　酒類全般を飲む頻度（最近１年間）

注１；単数回答である。図中の数値は単位％。以下注記がない限り同じ。
注２；有効回答は 658 票。以下注記がない限り同じ数。
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　本報告は、全体で３回を予定している標記アンケート調査結果の報告第２回目となる。本ア
ンケート調査の目的は、近年、日本酒、あるいは「地酒」への消費者の関心が高くなる中で、「流
行」に流されず、消費者も生産者も正確で的確な情報を取得・流通させ、「地酒」をめぐる愛し、
愛される関係性を市場の中で創造することが肝要と考え、そうした関係性の創造を消費者視点
で明らかにしようすることである。前回の分析では、消費者が品質や特徴・独自性・希少性だ
けではなく、造り手の「志」、つまり蔵元が「地酒」に託した「ものがたり」を味わいたいと願っ
ていることが見えると指摘した。第二回目の分析では、需要側の意向をさらに掘り起こしたい。
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Ⅰ　回答者の地酒ライフ

（１）日本酒を飲む頻度（地酒以外）
酒類全般ではなく、多少絞って「日本酒（地

酒以外）」であればどのような結果が得られ
ているのか。図 - ２が示すように、図 - １の
酒類全般に比べると「日本酒」のヘビーユー
ザー割合は大きく低下する。図 - １では「酒
類全般」を「ほぼ毎日飲む」割合が 50.2％で
あったが、図 - ２の「日本酒」では 27.4％と
半分近くに減少する。他方、「二日に一度」
は 19.1％が 18.4％に若干減少するだけで大き
な変化はみられない。この結果、日本酒ヘビー
ユーザーは「酒類全般」の 69.3％であったも
のが、「日本酒」については 45.8％に低下する。
とはいえ、本アンケート回答者の半分近くが
日本酒についてもヘビーユーザーである点に
は留意すべきである。
ところで、図 -１と図 -２から得られる「ほ

ぼ毎日飲む」数値の落差からは、酒類のうち
特定の「酒」のみを決まって愛飲するのでは
なく、いくつかの酒類を愛飲している酒類愛
飲家の姿が浮かび上がり、それが回答者の「酒
ライフ」主流であるように推定できる。そこで、
地酒以外ではあるが、どのような酒を飲んで

いるかを世代別にみると、表 - １にあるよう
に「地酒以外の日本酒」と「ビール」が全世
代を通じて圧倒的に多く、加えて「老酒」、「焼
酎」がほぼ同じような割合で飲まれている。
そこからは、日本酒、ビール、老酒といっ
た醸造酒がもっとも好まれ、そこに蒸留酒で
ある「焼酎」が入るという飲酒構造になって
いることが分かる。ただし、本アンケート調
査が「地酒に対する消費者選好」を目的にす
るものであるために、アンケート回答者は元
より日本酒への関心も高いと考えられ、そこ
から「地酒以外の日本酒」選択率が「ビール」
を上回るという、現下の酒類消費傾向とは異
なる結果が得られたものと考えられる。とは
いえ、「60 代」を除く各年齢層で「地酒以外
の日本酒」が 60％を超える選択率を示し、「日
本酒愛飲家」は世代をほぼ超えた性向である
ことが注目に値する。つまり、「日本酒愛飲家」
は特定世代のものではないということであ
る。そこから見えてくる酒類供給側の課題は、
「日本酒愛飲家」は世代にかかわらない潜在
可能性を持ち、したがってそれを「市場」と
見做して顕在化させるということになる。
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図―２　日本酒を飲む頻度（地酒を除く他の日本酒、最近１年間の飲酒）

表―１　世代別の地酒以外に好んで飲む酒類（複数回答）

合　計 地酒以外の
日本酒 ビール ワイン 老酒 焼酎 ウイスキー／

ブランデー カクテル その他

全世代 656 430 350 20 225 208 62 17 17
100.0 65.5 53.4 3.0 34.3 31.7 9.5 2.6 2.6

20 代 49 33 25 2 12 16 10 － 2
100.0 67.3 51.0 4.1 24.5 32.7 20.4 － 4.1

30 代 167 113 82 － 51 47 24 4 3
100.0 67.7 49.1 － 30.5 28.1 14.4 2.4 1.8

40 代 212 142 116 6 78 74 15 8 9
100.0 67 54.7 2.8 36.8 34.9 7.1 3.8 4.2

50 代 156 102 94 7 55 50 10 4 2
100.0 65.4 60.3 4.5 35.3 32.1 6.4 2.6 1.3

60 代 65 37 32 4 27 21 2 1 1
100.0 56.9 49.2 6.2 41.5 32.3 3.1 1.5 1.5

70 代 7 3 1 1 2 － 1 － －
100.0 42.9 14.3 14.3 28.6 － 14.3 － －

注１；黄色は最多選択項目、青は第二位選択項目。（以下同じ）
注２；上段は実数、下段が構成比。以下同じ。
注３；回答選択肢のうち「地酒は好みではない」を除く数値。
注４；「まったく飲まない」、「無回答」は共に「ゼロ」であったので表示していない。
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（２）地酒を飲む頻度
ところで、再度「地酒」に戻り、本アンケー

トへの回答者が「地酒」を飲む頻度を示すと、
図-３のようになる。「ほぼ毎日」が24.2％、「二
日に一回程度」が 17.8％と地酒ヘビーユー
ザーは双方計で 42.0％に達し、比較的多くの
愛飲家が「地酒」のヘビーユーザーであるこ
とが分かる。また、この数値は、先に図 - ２
でみた「日本酒（地酒を除く）を飲む頻度」
でのヘビーユーザーの数値 45.8％をやや下回
るものの、極めて近い数値にはなっている。
そこで、「地酒」と「日本酒（地酒を除く）」

それぞれのヘビーユーザーがどのように重な
るかをみたのが表 - ２である。同表から分か
るように、「地酒」のヘビーユーザーはほぼ「日
本酒（地酒を除く）」のヘビーユーザーであり、
またその逆でもある。もう少し立ち入ってみ
ると、表 - ２から「日本酒（地酒を除く）」
のヘビーユーザー 301 票のうち 87.7％が「地
酒」のヘビーユーザーであり、また逆に「地
酒」のヘビーユーザー 276 票のうち 95.7％が
「日本酒（地酒を除く）」のヘビーユーザーで
あることが分かる。つまり、「日本酒（地酒

を除く）」と「地酒」のヘビーユーザーはほ
とんど重なり合っていること、したがって「日
本酒（地酒を除く）」と「地酒」はほぼ共通
の嗜好対象となっている。
もちろん、双方は醸造酒である日本酒と
しては同様のアルコール飲料だから、上記
の相関はごく当然の結果に他ならない。む
しろ、日本酒一般の中に「地酒」というカ
テゴリーを存在させることの意味が問われ
るべきかも知れない。現実的に、一応の前
提として「日本酒（地酒を除く）」と「地酒」
を別のカテゴリーとした場合、この双方の
関係性を今回アンケート結果から押さえて
おく必要はある。そこで表 - ２から計算をし
てみると、「日本酒（地酒を除く）」のヘビー
ユーザーのうち11.6％は「地酒」のライトユー
ザーとなっているが、「地酒」のヘビーユー
ザーでは僅か 2.2％が「日本酒（地酒を除く）」
のライトユーザーであるに過ぎない。つま
り、「日本酒（地酒を除く）」の愛飲家が「地
酒」の愛飲家とは限らないが、「地酒」の愛
飲家はほぼ「日本酒（地酒を除く）」の愛飲
家だということである。
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図―３　地酒を飲む頻度

日本酒（地酒を除く）愛飲度別

合　　計 ヘビー
ユーザー

ライト
ユーザー

地
酒
愛
飲
度
別

合　　計 658 301 327
100.0 45.7 49.7

ヘビー
ユーザー

276 264 6
42.0 40.1 0.9

ライト
ユーザー

348 35 307
52.9 5.3 46.7

表―２　地酒・日本酒（地酒を除く）愛飲度の相関

注；上段は実数、下段が構成比。
　　ただし、構成比の分母は 658 票
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図―４　地酒愛飲度別、「地酒」を飲む場所

注；  図の帯グラフ最上段は回答選択肢の色分けを示すもの。「無回答」は本アンケート結果ではゼロであるが、標記上自動的に
表示されている。（以下同じ）

●●●●　4　●●●● ●●●●　5　●●●●

FBOレポート.indd   4 2016/08/17   13:21:06



（３）地酒を飲む場所
「地酒」をどこで飲むかを示したのが図 -
４である。同図にみられるように、「地酒」
愛飲度で選択肢は大きく異なる。　
まず、ヘビーユーザーは「主に自宅」が

58.0％、「飲食店と自宅の双方」が 26.1％で
あるが、ライトユーザーはそれぞれ 33.9％と
33.6％となり、双方での「地酒」を飲む場所
には差異がみられる。このことで想定され
るのは、前者はご贔屓の「地酒」を購入しもっ
ぱら自宅でゆったりと楽しむ「家飲み派」と
いえるが、後者はそもそも飲食店に立ち寄っ
て日本酒を飲む機会が多く、その際に評判
やお気に入りの「地酒」を併せて嗜むとい
う「立ち寄り飲み派」だと想定できよう。
また、「飲食店と自宅の双方」は愛飲度の

如何に拘わらずいずれも 26％台で揃ってい
る。それを「主に自宅」に加えると、ヘビー
ユーザーにしろライトユーザーにしろ、い
ずれも自宅で飲む機会が多いということが
示される。そこから「地酒」は自宅で飲む
にふさわしい酒類である、といい切って良
いのかは、さらに先での検討が必要になる。
（４）地酒を一回で飲む量
「一回で飲む量」を地酒愛飲度別に示すと
図 - ５のようになる。中心的な量はいずれも
「１～２合程度」であるが、ヘビー、ライト
いずれも「３～４合程度」がそれに次ぎ、大
半は１～４合の量に収まっている。双方で

の違いはライトユーザーには「５合から一
升程度」、「一升以上」という多めの量を一
回で飲む割合が６％を少し超えて多いとい
う点にある。単純ないい方をすれば、地酒
のライトユーザーの方が、つまり実は「日
本酒（地酒を除く）」愛飲家の方が飲む量は
多いということになる。
（５）地酒以上の頻度、量で飲む酒類
表 - ３にあるように「地酒以上の頻度、量
で飲む酒類」は、当然のように「地酒」愛
飲度で大きな差異をみせている。つまり、ヘ
ビーユーザーは「地酒」に拘り、ライトユー
ザーは比較的多種類の酒を嗜んでいる、と
いうことである。
表 - ３からはヘビーユーザーの 52.0％まで
もが「ない」と答え、次いで「ビール」を挙
げているが、「ワイン」、「焼酎」、「カクテル」
などもおしなべて全体平均を下回る選択割合
となっている。対照的にライトユーザーは「な
い」が 14.7％に過ぎず、「ビール」の 54.6％、
「ワイン」の 36.2％、「焼酎」の 23.0％などい
ずれも平均の選択割合を上回っている。
つまり、「地酒」のヘビーユーザーは、複
数回答であるにも拘わらず「地酒」にほぼ
特化した飲酒傾向をみせ、他の酒類への関
心が低いこと、それとは対照的にライトユー
ザーは「ビール」を中心に比較的分散的な
飲酒傾向、つまり多様な選択傾向をみせて
いるのである。

表―３　地酒以上の頻度、量で飲む酒類（複数回答）

合　計 ない 地酒以外
の日本酒 ビール ワイン 老酒 焼酎 カクテル ウイスキー

／ブランデー その他 まったく
飲まない

全　体 657 194 61 297 173 4 117 74 21 16 5
100.0 29.5 9.3 45.2 26.3 0.6 17.8 11.3 3.2 2.4 0.8 

地酒
ヘビー

ユーザー

275 143 19 87 37 2 27 19 2 10 2

100.0 52.0 6.9 31.6 13.5 0.7 9.8 6.9 0.7 3.6 0.7 
地酒

ライト
ユーザー

348 51 39 190 127 2 80 51 17 2 3

100.0 14.7 11.2 54.6 36.5 0.6 23.0 14.7 4.9 0.6 0.9 

非飲酒
34 － 3 20 9 － 10 4 2 4 －

100.0 － 8.8 58.8 26.5 － 29.4 11.8 5.9 11.8 －

一升以上
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３～４合程度

31.5
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17.6

１～２号程度
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１合以下

9.4
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無回答
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図―５　地酒愛飲度別、「地酒」を一回で飲む量
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Ⅱ　地酒購入に関する消費者行動

（１）地酒購入、注文の際に重視する点
飲酒の対象は「酒」そのものであるが、た

だし多種にわたる酒類から何を選択するの
かは必ずしも簡単ではない。選択には、ま
ずは飲んでみるという経験、選択を誘導す
る情報、相対比較にとって重要なブランド
力、価格、ラベルやボトルのデザインといっ
た外観などの諸因子がそれぞれにかかわっ
ている。本アンケート結果から、それらの
因子が、消費者によってどのように序列化
され、どのように選択が行われて「地酒」の
購入ないし飲食店での注文に影響している
かを検討すると、概ね以下のような傾向が
うかがわれる。
①ラベルやボトルのデザインについて
地酒愛飲度別に「ラベルやボトルのデザ

イン選好」をみると、図 - ６にあるようにヘ
ビーユーザーとライトユーザー間での大き
な差は存在しない。むしろ特徴的であるの
は、飲酒をほとんどしないグループでは「極
めて重視する」が 20.6％、「やや重視する」
が 50.0％となり、双方で 70.6％を占めるに至
る点である。このことは、票数が34と少なく、
統計上の精度は落ちるものの、飲酒機会が
多くはない場合は「地酒」それ自体ではなく、
むしろ選択の為の外形的な情報が重要に
なっていることが示唆される。むろん、そ
れは経験知の役割が高い飲酒選択にとって
当然のことと考えられる。ただし、ここで
注目したいのは、需要の側ではなく、供給
の側に立ち、飲酒の頻度によって酒類消費
者は「地酒」へのアクセスが異なること、飲
酒頻度の低い消費者がもっと消費量を増や
すよう期待するには、「地酒」それ自体では
なく、周辺のデザイン性に力を注ぐべきと
いう市場戦略の特異性である。
他方、ヘビーユーザーとライトユーザー

では、後者に「極めて重視する」がわずか

に多く、5.1％に対して 7.5％になっているが、
それに「やや重視する」を加えるとヘビー
ユーザーでは 52.9％、ライトユーザーで
55.2％となって大きな差はみられない。つま
り、飲酒の経験を積み、一定の選好基準を
自らのうちにつくりあげている愛飲家に
とっては、「地酒」か「地酒」以外かに拘わ
らず、ラベルやボトルデザインといった外
形的な情報は商品選択を大きくは左右しな
いということである。であるなら、「地酒」
の供給側にとって意識すべきは、愛飲度に
応じて需要側、つまり消費者に伝える情報
の質と量とが異なる、という点になる。
②価格について
では価格についてはどうだろうか。「地酒」
愛飲が嗜好性の高いものだと仮定すれば、ヘ
ビーユーザーであるほど「価格」には拘りを
持たないという仮説設定が可能かもしれない。
図 - ７は「地酒愛飲度別の価格選好」を示
している。同表にみられるように、「極めて
重視する」は飲酒をほとんどしないグルー
プで26.5％と最も多く、このグループでは「や
や重視する」の 58.8％を加え、85.3％もが「地
酒」購入の際に価格を重視している。
他方、地酒愛飲家では「地酒」のヘビーユー
ザーで「極めて重視する」が 19.2％とライト
ユーザーの 11.8％を上回るものの、「やや重
視する」を加えれば、前者が 75.4％、後者が
80.5％となり双方に顕著な差がみられる訳で
はない。その上、双方の数値は飲酒をほと
んどしないグループのそれに近づく。この
ことは、「地酒」は嗜好性が高く、そのこと
で価格抵抗感が小さくはなるとしても、し
かし商品一般の価格は低い方が良い、とい
う常識的な消費者心理を反映した結果であ
るとも理解できる。ただし、そのように理
解した場合でも、「地酒」のヘビーユーザー
で「極めて重視する」がライトユーザーの

極めて重視する

5.1

7.5

20.6

やや重視する

47.8

47.7

50.0

あまり重視しない

36.6

37.4

29.4

重視しない

10.5

7.5

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―６　地酒愛飲度別、ラベルやボトルのデザイン選好
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それを超えて高いのは、「地酒」に対するい
わばコストパフォーマンス、つまり「地酒」
への嗜好の高さが質の評価への厳しさと
なって数値に反映されている可能性が残る。
③雑誌、インターネット、口コミ情報について
それでは購入や飲酒の際に、どのような情

報が消費行動に結びついているのか。まず、
「雑誌、インターネット、口コミ情報」といっ
た、近年一層重要性を増している情報への評
価を地酒愛飲度別にみたのが図 - ８である。
示されるように、いずれのグループでもこれ
ら情報をさほど重視しているようには受け取
れない。というのも「極めて重視する」はヘ
ビーユーザーで 5.1％、ライトユーザーで
5.7％、飲酒をほとんどしないグループでも
8.8％に過ぎないからである。
これに対し、「あまり重視しない」と「重

視しない」の合計は、それぞれ 48.2％、
44.2％、41.2％であって、いずれもほぼ半分
がこれら情報を重視はしていないことにな
る。もちろん、「地酒」を紹介する雑誌や特
集記事、ネット上の情報は溢れるほど増えて
はいる。しかし、本アンケート結果からは、「や
や重視する」ものの、必ずしも大きな価値を
そこには見出していないことが推察される。
このことをどう理解するのか。ひとつの

仮説は、「地酒」や酒類全般への関心が高い
ほど一般化された、評価の定まった情報、多

数の知り得る情報への関心が低い、という
ことである。ということは、その逆に「あ
なただけの、私だけの」情報については評
価が高いと想定可能になる。そこで、次い
で「酒販店や飲食店での店側の『お勧め』情
報」について検討する。
④店側の「お勧め」について
「酒販店や飲食店での店側の『お勧め』情
報」については図 - ９にみられるように、
図 - ８の「雑誌、インターネット、口コミ情
報」に比べ遥かに評価が高い。たとえば「極
めて重視する」はヘビーユーザーの 13.6％、
ライトユーザーの 19.3％、飲酒をほとんどし
ないグループの 23.5％であり、図 - ８にみた
「極めて重視する」のそれぞれ 5.1％、5.7％、
8.8％を大きく上回っている。図 - ９の「極
めて重視する」に「やや重視する」を加え
ると、それぞれ 79.0％、76.5％、88.2％に達し、
店側の「お勧め」情報への高い評価、信頼
度がうかがわれる。
この点はどのように理解すべきなのか。そ
れは、図 - ８にある一般化され、評価の定まっ
た情報ではない「情報」への関心、すなわ
ち「あなただけの、私だけの」情報に価値
を置いていること、誰でも知りうる情報で
はなく、「生きた、生まれたばかり」の情報
が求められ、消費行動に結びついていくと
いう経路がみえてくる。　

極めて重視する

19.2

11.8

26.5

やや重視する

56.2

68.7

58.8

あまり重視しない

21.4

18.1

8.8

重視しない

3.3

1.4

5.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)
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飲酒をほとんど
しないグループ

図―７　地酒愛飲度別、価格選好
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(n=34)
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しないグループ

図―８　地酒愛飲度別、雑誌、インターネット、口コミ情報選好

●●●●　6　●●●● ●●●●　7　●●●●

FBOレポート.indd   7 2016/08/17   13:21:07



このような点からは、「地酒」もしくは酒
類を供給する側で、消費を誘発するために
何に重点を置くべきか、ということに大き
な示唆を与える。また、そこからはさらに、
酒類全般に比べ「地酒」マーケットがセグ
メント化されたものであり、決してマスマー
ケットではない、ということも浮かび上が
る。そのことは、むしろ「地酒」の「地酒」
足る由縁であり、「地酒」マーケティングも
他の酒類とは異なったものとなる筈である。
とはいえ、もうひとつ注目すべき点があ

る。「極めて重視する」のみを取り上げ、「地
酒」愛飲度別にみると、それぞれ 13.4％、
19.3％、23.5％となり、愛飲度が低下するほ
ど「お勧め」情報への信頼度が高まる。こ
のことは先に③でみたように、「地酒」の飲
酒頻度が高く、その結果恐らくは自らの「地
酒」評価基準を持っていると考えられる愛
飲家ほど、他者の情報や「お勧め」への信
頼度が高くはないということである。
⑤入手困難銘柄、季節・地域限定品について
常識的なことであるが、「地酒」はマスマー

ケットの商品ではない。この点は、情報へ
の評価として図 - ９からも確認された。では
逆に、「地酒」への消費性向がどの程度「希
少性」に依存するかをみたのが図 -10 の「地
酒愛飲度別の入手困難銘柄、季節・地域限
定品選好」である。同図に示されるように、
地酒愛飲度別の評価には同一性と差異性の
双方が混在している。まず、「極めて重視す

る」は「地酒」のヘビーユーザーで 13.4％、
ライトユーザーで 21.0％、飲酒をほとんどし
ないグループで 32.4％と大きな差がある。し
かし、「やや重視する」を含めると、それぞ
れ 64.8％、65.3％、64.8％とほぼ同一である。
このことから、まず地酒愛飲度の如何に拘
わらず「地酒」の希少性に対する関心の高
いことは分かる。この点では選好の同一性
が示されている。
一方、「極めて重視する」に着目すると評
価の差異性が浮かび上がる。まず、「地酒」
のヘビーユーザーは他グループに比べ 13.4％
と低い評価になっている。同時に、このグ
ループでは「重視しない」が 13.4％と、他の
グループに比べ倍以上の割合を占める。つ
まり、ヘビーユーザーでは入手困難、季節・
地域限定といった希少性に対する強い反応
が二分されて示されているのである。この
ことから推察されるのは、ヘビーユ―ザー
として日頃「地酒」を愛飲している視点から、
希少性を追い求める愛飲家と、もう一方で
希少性に拘らずお気に入りの「地酒」を求
める愛飲家とに分化し、ヘビーユーザーの
両極を構成しているということであって、
「地酒」のヘビーユーザーの内部構成も単純
ではない、ということである。つまり、「地酒」
マーケットはさらにセグメントされている
ことが分かる。
もう一点、地酒愛飲度別に「極めて重視
する」を比較すると、図 - ９でみた「店側の

極めて重視する

13.4

19.3

23.5

やや重視する

65.6

57.2
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あまり重視しない
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重視しない

3.6

4.9

2.9

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―９　地酒愛飲度別、側「お勧め」選好
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図―10　地酒愛飲度別、入手困難銘柄、季節・地域限定品選好
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『お勧め』」情報評価と類似した結果となっ
ていることが分かる。「地酒」の愛飲度が低
いほど、つまり「地酒」に対する評価基準を、
飲酒経験や情報収集を通じて自分の中に
持ってはいないと考えられるグループほど、
希少性といった「地酒」に対して市場が評
価したひとつの結果に捉われるという傾向
である。
⑥銘柄
これまでみてきたような「地酒」愛飲家

別の傾向は、図 -11 にある「銘柄選好」にも
反映されている。図から、「極めて重視する」
を取り上げると、ヘビーユーザーは 24.6％、
ライトユーザーは 20.4％、飲酒をほとんどし
ないグループは 17.6％となる。
必ずしも大きな差とはいえないが、傾向

的には「地酒」のヘビーユーザー、ライトユー
ザーのいずれであっても愛飲家には銘柄選
好が強く、また飲酒をほとんどしないグルー
プでは逆に弱い、つまり前者は飲酒経験を
通じ、いわば「ご贔屓」の銘柄を持つか、あ
るいは持とうとしているのに対し、後者の
飲酒経験の低い場合は銘柄自体を選定する
以前だということである。
もちろん、そこからも供給側がこのよう

に異なる選好を行うマーケットにどう働き
かけるかといった戦略の差異は必要となる。
⑦料理との相性
図 -12 で「地酒」への愛飲度別に「料理へ

の相性」をみると、これまで同様「極めて

重視する」に差異がみられる。ちなみに、「料
理への相性」ではそれぞれ 26.4％、29.3％、
14.7％となっている。そこからは、ヘビーユー
ザー、ライトユーザー双方の酒類愛飲家に
は「料理との相性」へのこだわりが、他方
飲酒をほとんどしないグループでは、それ
に比べればさほどのこだわりを持たないと
いう差異が見て取れる。愛飲家は酒類だけ
を嗜むのではなく、料理やあるいは飲酒場
所をも含めた全体環境の中で強い「こだわ
り」を持って飲酒を楽しんでいる、という
姿勢がそこに示されているのかもしれない。
そこで、次にはその「こだわり」消費の実
態をみたい。
（２）酒販店、飲食店で購入・注文の際の
　　 「こだわり」
本アンケート調査結果についての第一回
報告（「FBO 研究レポート」2016.4 号）で、「…
『地酒』はアルコール飲料という具体性を
持った商品であるが、実は消費者はその質
や特徴だけではなく、あるいはむしろ『志』
という『ものがたり』を購入しようとして
いるのではないか」（p.11）と指摘した。つ
まり、「地酒」は酒類の中でも傑出した「こ
だわり」商品だということである。では、消
費者は何にこだわっているのか。以下の分
析で、「こだわり」の内実をみていく。
①米の種類など「原料」
酒販店、飲食店で購入・注文する際の「こ
だわり」として、まず「米の種類など『原料』

極めて重視する
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46.0
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あまり重視しない
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図―12　地酒愛飲度別、料理との相性選好
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50.0

あまり重視しない

18.8

20.7

26.5

重視しない

4.7

3.7

5.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―11　地酒愛飲度、銘柄選好
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へのこだわり」について、「地酒」愛飲度別
みたものが図 -13 である。同図にみられるよ
うに、「こだわり」程度の差異は、「地酒」
愛飲度別では必ずしも鮮明にはなっていな
い。ちなみに、「極めて重視する」に着目す
ると、「地酒」ヘビーユーザーは 24.6％、ま
たライトユーザーは 20.4％であり大きな差と
はいえない。というのも、先に表 - １でみた
ように、「地酒」ライトユーザーの 60％以上
が「地酒以外の日本酒」を好んで飲むこと
から、日本酒の原料である「米の種類」に
対しては元より「こだわり」を持っている
と推察されるからである。
とはいえ、ヘビーユーザーは「極めて重

視する」でライトユーザーを上回り、さら
に「やや重視する」を加えると 76.8％となっ
て後者の 69.5％を上回る。この点に「地酒」
ヘビーユーザーの「原料」へのこだわりの
強さが見て取れる。
その双方に比べ飲酒をほとんどしないグ

ループの「こだわり」は至って淡白だとい
える。すなわち、「極めて重視する」は 8.8％
に過ぎず、「やや重視する」を加えても 50％
を多少超えるだけである。やはり原料への
「こだわり」は「地酒」であれ「地酒以外の
日本酒」であれ、飲むからこそ生まれるも
のだということが、そこには示されている。
②純米、生酛、生酒、無濾過など製法
次いで、「純米、生酛、生酒、無濾過など

の製法」についての「こだわり」をみると、
図 -14 のように全体に強い「こだわり」をみ
せている。とはいえ、「こだわり」の程度は、
「地酒」ヘビーユーザー、ライトユーザー、
飲酒をほとんどしないグループの順に明確
であり、「極めて重視する」も「やや重視する」
も同様の序列となっている。とりわけヘビー
ユーザーではその双方の合計が 92.8％に達
し、他の「こだわり」対象と比べても圧倒
的な割合を示している。あたかも「地酒」を
愛飲することが、「純米、生酛、生酒、無濾
過などの製法への」執着であるかのように
すら思える。
③新潟県産などの生産地域
「地酒」という以上、地域性とは切り離せ
ないとするのは、極めて常識的な考えとい
えよう。しかし、本アンケート調査で得ら
れた結果は、それとはかなり異なる。つま
り「地酒」とは「生産地域」を体現する酒
ではないということである。ということは、
全国ブランドの日本酒ではない、特定の「蔵
元」の特定製法で造られた日本酒を、回答
者は「地酒」として意識しているように思
われる。だから、たとえば新潟の酒として「地
酒」が認識されている訳ではなく、これも
たとえであるが新潟という「生産地域」の
ある特定銘柄が「地酒」として珍重されて
いることになる。
そうした点は、図 -15「新潟県産、広島県産、

図―13　地酒愛飲度別、米の種類など「原料」へのこだわり
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図―14　地酒愛飲度別、純米、生酛、生酒、無濾過など「製法」へのこだわり
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灘の酒などの『生産地域』」についての回答
傾向から読み取れる。図 -15 の「極めて重視
する」に着目すると、「地酒」のヘビーユー
ザーで 12.7％、ライトユーザーで 14.4％、飲
酒をほとんどしないグループで 17.6％となっ
ている。この数値の並び順は、先の図 -13、
図 -14 とは逆であり、飲酒をほとんどしない
グループで「極めて重視する」が多くなる。
逆にヘビーユーザーでは小さな割合となる。
「やや重視する」を入れてもその傾向には変
わりがない。
このように「地酒」へのこだわりは必ず

しも「生産地域」に向けられたものではなく、
特定の蔵元が特定の製法で生産するローカ
ルブランドに対するものであることが分か
る。図 -15 で飲酒をほとんどしないグループ
で「生産地域」へのこだわりが多いのは、む
しろ飲酒を通じて得られた情報量が少なく、
「地酒」それ自体を産地という代替情報で認
識しているためと考えられる。
④甘口などの「味わい」
では「味わい」へのこだわりはどうなのか。

以下では「甘口、辛口、淡麗、濃醇といっ
た『味わい』」、「吟醸香、熟成香、豊かさ、
たおやかさといった『香り』」、「大吟醸、純
米吟醸、本醸造などの『特定名称』」、につ
いてのアンケート結果を分析する。
まず、「甘口、辛口、淡麗、濃醇といった『味

わい』」は図 -16 に示されるように、全体に
重視する傾向がみられる。ただし、「極めて

重視する」についても、さらにはそれに「や
や重視する」を加えても、「地酒」ヘビーユー
ザーの重視度は 80.8％であり、他の 86.8％、
85.3％に比べやや低い。むしろ、「味わい」
では「地酒」ライトユーザーの方が重視度
は高くなっている。また、飲酒をほとんど
しないグループの重視度はヘビーユーザー
のそれを超えて高い。ただし、それらの数
値は相対的なものであり、全体には「味わい」
は重視されている。この重視の度合いの差
が、「地酒」愛飲家と「地酒以外の日本酒」
愛飲家の分かれ道なのかもしれないが、本
アンケート結果からはそのことを検証する
材料は得られていない。
⑤吟醸香などの「香り」
では「香り」についてはどのように評価
されているのか。図 -17 からは、「極めて重
視する」と「やや重視する」の合計は、「味
わい」に近い結果となっているが、そのう
ちの「極めて重視する」を取り出すと大き
な違いがみられる。とりわけ、「地酒」ライ
トユーザーでは「味わい」の 42.8％に対して
「香り」では 30.2％、飲酒をほとんどしない
グループでは同じく 38.2％に対して 29.4％と
低くなっている。他方ヘビーユーザーでは、
32.2％に対して 30.4％であるから、低くは
なっていてもその差は小さい。
このように、「味わい」と比べてみるとそ
の重視度は低下し、しかも「極めて重視する」
という強い「こだわり」の程度は地酒愛飲

極めて重視する

32.2

42.8

38.2

やや重視する

48.6

44.0

47.1

あまり重視しない

15.6

10.3

11.8

重視しない

3.6

2.9

2.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―16　地酒愛飲度別、甘口などの「味わい」へのこだわり

図―15　地酒愛飲度別、新潟県産などの「生産地域」へのこだわり

極めて重視する

12.7

14.4

17.6

やや重視する

39.5

38.8

38.2

あまり重視しない

33.7

40.2

35.3

重視しない

14.1

6.6

8.8

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ
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度による違いがほとんどなく、全体に 30％
前後で並んでいる。つまり、「香り」への「こ
だわり」はもちろんあるのだが、このアン
ケート結果からは、「地酒」に対する特別な
「思い入れ」としての「香り」の評価とまで
はいえない。
⑥大吟醸など「特定名称」
国税庁の「清酒の製法品質表示基準」に

よれば、「清酒」（日本酒）の特定名称とし
て吟醸酒、大吟醸酒、純米酒、純米吟醸酒、
純米大吟醸酒、特別純米酒、本醸造酒、特
別本醸造酒の８酒類が、それぞれに使用原
料、精米歩合、こうじ米使用割合、香味等
の要件の違いによって表示区分されている。
そうした「特定名称」に対する「こだわり」
を図 -18 にみると、地酒愛飲度別の一定の傾
向がみられる。
まず、「特定名称」を「極めて重視する」

割合では、「地酒」ヘビーユーザーの 31.2％、
ライトユーザーの 32.2％、飲酒をほとんどし
ないグループの 35.3％と多少の増加傾向がみ
られる。しかし、次いで「やや重視する」で
は逆に 45.7％、43.1％、26.5％と減少傾向が
みられる。この双方を合わせると、ヘビー
ユーザーは 76.9 ％、ライトユーザーは
75.3％、飲酒をほとんどしないグループは
61.8％となる。
このような数値からは、全体に「特定名称」

への「こだわり」があるとはいえるものの、
「こだわり」は「地酒」としての日本酒に向
けられたものとは限らず、むしろ日本酒一
般への「こだわり」が現わされたものと理
解する方が合理的と考えられる。というの
は、強い「こだわり」の表明である「極め
て重視する」の割合が、「地酒」ヘビーユー
ザーとライトユーザーとでほとんど変わら
ず、「やや重視する」を加えても双方に大き
な差異がみられないからである。
⑦購入、注文の際に重視する「特定名称」
では、実際に「地酒」を購入する際、「特
定名称」をどの程度重視するかをみたのが
表 - ４（複数回答）である。同表に示される
ように、全体の 64.3％が「純米吟醸」を選択
し、次いで「純米」というように、この双
方で他の「特定名称」を大きく引き離して
いる。中でも、「地酒」ヘビーユーザーのそ
れは、それぞれ 72.5％、72.2％と他のユーザー
に比べ高い選択率となっている。
ところで、「純米吟醸」と「純米」の差異
は「吟醸」であるか否か、つまり「精米歩
合 60％以下の白米と米麹及び水、またはこ
れらと醸造アルコールを原料として吟味し
て造ったお酒で、固有の香味及び色沢が良
好なもの…」（日本酒造組合中央会）である
か否かの差異であり、また「純米」とは「白
米、米麹及び水を原料として造ったお酒で、

極めて重視する

30.4

30.2

29.4

やや重視する

50.7

54.6

41.2

あまり重視しない

15.2

13.5

26.5

重視しない

3.6

1.7

2.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―17　地酒愛飲度別、吟醸香など「香り」へのこだわり

図―18　地酒愛飲度別、大吟醸など「特定名称」へのこだわり

極めて重視する

31.2

32.2

35.3

やや重視する

45.7

43.1

26.5

あまり重視しない

17.8

21.8

23.5

重視しない

5.4

2.9

14.7

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ
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香味及び色沢が良好なもの…」（同上）となっ
ている。他の特定名称酒を引き離して、「地
酒」ヘビーユーザーもライトユーザーも共
にこのような「こだわり」を持っているの
であるが、その「こだわり」の程度が選択
比率の高低に示されるとすれば、「地酒」ヘ
ビーユーザーはライトユーザーを上回る「こ
だわり」をみせていることが表 - ４から分か
る。
（３）酒販店で購入する際の容量、価格帯
飲酒にかかわり、実際にどのような消費

を行っているのかを地酒愛飲度別にみると、
日常的な購買行動とその差異が浮かび上
がってくる。それらを本アンケート調査か
ら把握し、飲酒にかかわる極めて日常的な
行動の特徴を明らかにしよう。
①酒販店で購入したいボトル容量
図 -19 は「酒販店（百貨店、スーパー、コ

ンビニを含む）」で「地酒」を購入する際の
ボトル容量である。図に示されるように、地
酒愛飲度によって大きな差異が示されてい
る。つまり、「地酒」ヘビーユーザーは「一
升（1.8 リットル）」購入が全体の 38.0％に達
し、14.7％のライトユーザー、11.8％の飲酒
をほとんどしないグループを圧倒している。
もっとも、飲酒をほとんどしないグルー

プが購入の際、「一升（1.8 リットル）」を選
択するということにはいささか疑問を持た
ざるを得ないが、設問に「自分が飲む場合」
と限定していない以上、贈答などに納入す
る場合もあり得る。「地酒以外の日本酒」を
嗜む「地酒」ライトユーザーが 14.7％である

から、11.8％という数値は今後検証が必要か
もしれない。むしろ、飲酒をほとんどしな
いグループが「300 ミリリットル」を 17.6％
という、他に比べ高い割合で選択している
ことは常識に叶っている。同じく「300 ミリ
リットル」は「地酒」ライトユーザーでも7.2％
あり、ヘビーユーザーとの嗜好の差がこの
ような点にも現わされている。
②酒販店で購入の際の主な価格帯
購入の際に考えることは、容量と並んで
その価格であり、当然消費者としては各種
酒類の「コストパフォーマンス」を比較す
ることになる。
「購入する際の主な価格帯（一升瓶換算）」
は図 -20 のようになっている。地酒愛飲度の
違いにかかわりなく、もっとも多く選択さ
れているのは「２千円～３千円未満」であり、
それぞれ 58.7％、43.7％、58.8％を 50％を中
心に分布して、これが通常の選択価格帯で
あることを教える。
もっとも、差異は存在し、ことに「千円
～２千円未満」については「地酒」ライトユー
ザーの 21.0％が選択し、ヘビーユーザーの
9.4％を大きく引き離している。つまり、「地
酒」に対してヘビーユーザーに比べれば関
心の低いライトユーザーの購入価格帯が低
めに出て、前者の「こだわり」との違いが
示されることになる。
とはいえ、「３千円～５千円未満」という
高価格帯の選択比率はライトユーザーの方
がやや高く 31.3％となる。もちろん、ライト
ユーザーの中にも地酒愛飲家はいる訳だか

表－４　地酒愛飲度別、購入、注文の際に重視する「特定名称」（複数回答）へのこだわり
合計 大吟醸 吟醸 純米大吟醸 純米吟醸 本醸造 純米 無回答

全体 645 68 44 161 415 66 406 －
100.0 10.5 6.8 25.0 64.3 10.2 62.9 －

地酒愛飲家 273 13 17 48 198 29 197 －
100.0 4.8 6.2 17.6 72.5 10.6 72.2 －

地酒非愛飲家 340 43 23 105 210 32 197 －
100.0 12.6 6.8 30.9 61.8 9.4 57.9 －

非飲酒 32 12 4 8 7 5 12 －
100.0 37.5 12.5 25.0 21.9 15.6 37.5 －

一升（1.8リットル）

38.0

14.7

11.8

４合（720ml）

59.1

75.6

70.6

300ml

1.8

7.2

17.6

１合（180ml）

0.72.3

その他

0.4

0.3

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―19　地酒愛飲度、酒販店で購入したいボトル容量選好
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ら、「旨い酒には惜しみなく払う」のかもし
れない。
③飲食店で注文する際の容量
では購入とは異なり、その場で飲むこと

になる「飲食店での注文する際の容量」は
どうなっているのかは図 -21 の通りである。
先に図 -4 でみたように、「地酒」を飲む場合
の「家飲み派」が多かったのであるが、自
宅とは飲む際のシチュエーションが異なる
飲食店では、消費行動は異なることも予想
される。
図 -21 にあるように地酒愛飲度の差異に拘

わらず、最多選択は「１合（180 ミリリット
ル）」であり、ヘビーユーザーが 34.8％、ラ
イトユーザーが 42.8％、飲酒をほとんどしな
いグループは 35.3％となっている。この選択
肢を中心に注文容量は分布しているが、注目
されるのはヘビーユーザーがより少量に、ラ
イトユーザーがより多量にシフトしていくと
いう多少理解に苦しむ結果となっていること
である。つまり、前者は第二位選択容量が「90
ミリリットル」の 29.3％であるのに対し、後
者の第二位は「２合」の 20.4％となることで
ある。
ヘビーユーザーに「家飲み派」が多く、ま

たライトユーザーに「立ち寄り飲み派」多い
と推察される図 - ４の結果からすれば、上記
の傾向は、ヘビーユーザーは飲食店での「地

酒」飲酒をそこそこで抑え、ライトユーザー
は飲食店で「地酒以外の日本酒」を楽しむ際
に、併せて「地酒」をより多く飲む勢いを持っ
ていることの結果とも推察される。
④飲食店で注文する際の価格（一杯）
それでは、飲食店で注文する際の価格は
どうなのか。それを示したのが図 -22である。
地酒愛飲度の違いによらず、最多選択価格
帯は「５百円～７百円未満」であり、それ
ぞれ 49.6％、52.0％、47.1％とほぼ 50％前後
に分布している。
ところが、先の図 -21 でもみたように、第
二位の価格帯は同じような特徴、つまり逆
の傾向がみられる。「地酒」のヘビーユーザー
では中心価格帯よりも安い「３百円～５百
円未満」の 26.1％、ライトユーザーではより
高い価格帯の「７百円～千円未満」の 27.0％
ということになっている。
先の容量と同様、「家飲み派」の多いヘビー
ユーザーは「地酒」について知識と一家言
を多く持つとも思われ、家の外、つまり飲
食店で飲む場合には消費者としての「目」が
厳しくなることの結果が上記のような数値
になって現れると想定される。ライトユー
ザーはその逆の消費行動を取っている、と
いうことになる。
⑤地酒を飲みたい飲食店のタイプ
家ではなく、「外」の飲食店で飲む場合、

一升（１．８lリットル）

４合（720ml）

5.1

9.2

8.8

２合

12.3

20.4

32.4

１合（180ml）

34.8

42.8

35.3

120ml

16.3

8.3

5.9

90ml

29.3

15.8

14.7

その他

0.7

1.7

1.4

1.7

2.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―21　地酒愛飲度別、飲食店で注文する際の容量選好

千円未満

2.9

千円～２千円未満

9.4

21.0

14.7

２千円～３千円未満

58.7

43.7

58.8

３千円～５千円未満

30.4

31.3

20.6

５千円以上

0.7

1.4

0.7

2.6

2.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―20　地酒愛飲度別、酒販店で購入の際の主な価格帯選好（一升瓶換算）
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３百円未満

0.7

0.6

5.9

３百円～５百円未満

26.1

18.7

26.5

５百円～７百円未満

49.6

52.0

47.1

７百円～千円未満

22.5

27.0

20.6

千円以上

1.1

1.7

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―22　地酒愛飲度別、飲食店で地酒を注文する際の価格（一杯）目安

高級料亭・割烹

10.5

7.5

20.6

大衆居酒屋

13.4

21.0

26.5

酒販店併設の角打ち

15.6

13.2

11.8

新しいタイプの
立ち飲み

9.4

8.0

17.6

老舗銘酒居酒屋

51.1

50.3

23.5

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―23　地酒愛飲度別、地酒を飲みたい飲食店のタイプ

どのような環境を好むかをみたのが図 -23 の
地酒愛飲度別、地酒を飲みたい飲食店のタ
イプである。大きな差異ではないが、「地酒」
のヘビーユーザーとライトユーザーにみら
れる違いは、前者が「高級志向」、後者が「大
衆嗜好」とでも呼べる違いがみられる。つ
まり、前者では「高級料亭・割烹」が 10.5％
であるが、後者は 7.5％と低くなり、逆に「大
衆居酒屋」は後者で 21.0％と高いが、前者は

13.4％と低くなっている。
このような対称性に「地酒」への愛飲度
の差異が反映されていると考えられるが、た
だし最多選択は「老舗銘酒居酒屋」の 51.1％
と 50.3％であり、双方とも同様に「良い酒」
の置いてある、恐らくは馴染みの、さほど
高級ではなく入り易い店で飲む機会が多い
ものと考えられる。

Ⅲ　地酒に関する情報への関心

「地酒」についての情報がなければ消費者
は地酒を購入する機会を失う。また、情報
化が進んだ現代社会では、あらゆる消費行
動が情報を前提とし、特定商品への情報を
あらかじめ取得した上で商品選択を行い、実
際の消費（＝購入）行動を行う。その意味
で情報の役割は非常に大きい。
また、それを生産・供給の側からみると、

消費者に対して的確な情報提供を行ってい
なければ機会損失をもたらすことにもなる。
そこで、本アンケート調査から、消費者が
情報の価値をどのように評価しているのか
を確認しよう。以下の検討を行う本アンケー
ト調査データは、本稿で先にⅡ（１）③、④
で分析したデータと類似しているが、別の
設問で得られた回答データである。

①雑誌に掲載された情報
「雑誌に掲載された情報」を地酒選考度別にみ
ると図 -24 のようになり、いずれも「極めて重
視する」わけではないことが分かる。とはいえ、
「やや重視する」は「地酒」ヘビーユーザで
48.6％、ライトユーザーで51.7％、飲酒をほとん
どしないグループで 52.9％となり、雑誌掲載情
報を軽視している訳ではないことが分かる。
また、「極めて重視する」と「やや重視する」

の合計、「あまり重視しない」と「重視ししな
い」の合計を比較すると、いずれもほぼ均衡
している。その中で、ヘビーユーザーでは「極
めて重視する」の 6.5％に対して「重視しない」
が 14.1％と、いずれも他のカテゴリーの選択
度合いに比べて多い。つまり、ヘビーユーザー
の中でも、少数ではあるが「雑誌情報」尊重
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派と軽視派とに二分化される傾向があるとい
うことである。そこに「地酒」ヘビーユーザ
の自負心が垣間見られるかもしれない。
②インターネットに載った情報
「雑誌」情報に比べ、より簡便にかつ安価
に情報取得が可能な「インターネットに載っ
た情報」はどのように評価されているのか。
地酒選好度別にみると図 -25 のようになる。
同図から得られることは、図 -24 でみた雑

誌掲載情報の場合と類似しているが、やや違
う点もある。というのは、飲酒をほとんどし
ないグループで「極めて重視する」が 8.8％
と大きくなることである。他方、図-24では「極
めて重視する」が相対的に多かった「地酒」
ヘビーユーザでは 5.4％と、多少ではあるが
低下する。このことから知られるのは、イン
ターネット情報が簡便だからといって重視さ

れる訳ではなく、雑誌情報とも並んで定型化
された、誰でも知り得る情報については重き
が置かれていない、ということであろう。だ
から、飲酒をほとんどしないグループ、つま
り「地酒」についての飲酒経験を積んでいな
い、ある意味「地酒ビギナー」がインターネッ
トの情報を、入門用として尊重することにな
るのだと思われる。
③知人、友人など口コミ情報
では、定型化されていない、場合によっ
ては最も旬な、多くに知られていない情報
であればどう評価されているのか。そのま
ず初めが、図 -26「知人、友人などの口コミ
情報」である。
同図に示されるのは、先の雑誌やインター

ネット情報とは異なり、「極めて重視する」が
格段に増える。たとえば、飲酒をほとんどし

極めて重視する

5.4

5.2

8.8

やや重視する

45.7

47.4

44.1

あまり重視しない

35.5

39.4

44.1

重視しない

13.4

8.0

2.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―25　地酒愛飲度別、インターネット情報選好

極めて重視する

22.8

27.3

41.2

やや重視する

56.9

53.2

44.1

あまり重視しない

15.6

16.7

11.8

重視しない

4.7

2.9

2.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―26　地酒愛飲度別の知人、友人など口コミ情報選好

極めて重視する

6.5

6.3

2.9

やや重視する

48.6

51.7

52.9

あまり重視しない

30.8

33.9

38.2

重視しない

14.1

8.0

5.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―24　地酒愛飲度別、雑誌情報選好
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ないグループでは「極めて重視する」が 41.2％
に達し、「地酒」ヘビーユーザーの 22.8％、ラ
イトユーザーの 27.3％を大きく上回る。
とはいえ、雑誌、インターネットにくら

べればいずれも「極めて重視する」の割合
が非常に高く、その上「やや重視する」を
加えれば 80％前後にもなり、「地酒」愛飲度
にかかわりなく「知人、友人などの口コミ
情報」が尊重されている実態が伝わる。そ
うした結果は、繰り返しになるが、「地酒」
という絞り込まれた奢侈性が高い商品群に
対しての情報として、定型化、一般化され
た雑誌、インターネット上の情報ではなく、
個人の経験や知識に裏付けられた「知人、友
人などの口コミ情報」がより尊重されると
理解可能である。
また、「極めて重視する」が飲酒をほとん

どしないグループでは 41.2％と非常に多くな
るのは、やはり「地酒」ビギナーとしては
飲酒経験と知識のある知人、友人情報への
信頼度が高く、また依存度も高いためであ
ると考えられる。
④酒販店での店員情報
「知人、友人などの口コミ情報」と比べ、「酒
販店での店員情報」では異なった選択がみ
られる。図 -27 は「酒販店での店員情報」を
示したものである。そこにみられるように、
「極めて重視する」の選択率は「友人、知人」

の場合に比べ逆転していることである。つ
まり、図 -27 では、「地酒」ヘビーユーザー
が 29.3％、ライトユーザーが 27.3％であるの
に対し、飲酒をほとんどしないグループは
26.5％にとどまり、図 -26 での 41.2％を大き
く下回る。また、この設問項目で「極めて
重視する」はヘビーユーザー、ライトユー
ザー、飲酒をほとんどしないグループの順
であり、「知人、友人」とは逆の順序である。
このような結果については、まず、飲酒
をほとんどしないグループは酒販店に足を
運ぶ機会がまず少ないのかも知れず、また
行ったとしても購入に至る決定的な情報を
店員から上手く聞き出すことができず、「お
薦め」のままに購入するか、あるいは購入
機会を失うということが想定できる。逆に、
ヘビーユーザーは「地酒」の飲酒経験、知
識を活かし、自らが求める生産・販売情報、
蔵元情報などを聴き出そうとすれば、店員
に知識がある限り購入にとって有効な情報
を得ることが可能となる。ライトユーザー
の場合も、「地酒」を除く日本酒を愛飲して
はいるので、ヘビーユーザーと同様の評価
になると考えられる。この点は、酒販店に
とっては、販促要件といえよう。
⑤飲食店での店、客からの情報
では、酒販店ではなく、「飲食店での店、
お客からの情報」はどう評価されているの

極めて重視する

29.3

27.3

26.5

やや重視する

58.7

60.3

52.9

あまり重視しない

8.7

10.3

20.6

重視しない

3.3

2.0

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―27　地酒愛飲度別、酒販店での店員情報選好

極めて重視する

19.2

22.1

32.4

やや重視する

63.8

59.8

58.8

あまり重視しない

13.0

16.4

5.9

重視しない

4.0

1.7

2.9

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―28　地酒愛飲度別、飲食店での店、客からの情報選好
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か。図 -28 からは、先の図 -27 とは逆の結果
が得られている。
まず、「極めて重視する」の選択割合は、逆

に、飲酒をほとんどしないグループ、ライト
ユーザー、ヘビーユーザーの順序になる。と
はいえ、「やや重視する」を入れると、上記順
序で 79.4％、87.6％、88.0 であって高い選択率
を示しているので、「飲食店での店、お客から
の情報」が尊重されていることは理解可能で
ある。このように「地酒」ヘビーユーザーと
ライトユーザーの選択が類似し、他方、飲酒
をほとんどしないグループの「極めて重視す
る」割合が高いのは、これもやはり飲食店で
情報に接する機会が、「地酒」ビギナーとして
の学習過程に相当するからといえよう。
⑥お酒セミナーなどでの情報
それでは、より本格的な「お酒セミナーな

ど」の場合はどのような結果が得られている
のか。図 -29 からは、酒販店の店員情報、飲
食店での情報に比べ、若干の違いがみられる。
まず、「地酒」ヘビーユーザー、ライトユー

ザーの「極めて重視する」は飲食店での情報
評価とほぼ同等だが、酒販店の店員情報に比

べればやや低い選択率である。さらに、「あ
まり重視しない」、「重視しない」の割合が多
くなる。ちなみに、双方の合計は 22.9％、
23.5％、47.1％であり、酒販店店員情報、飲
食店情報のそれをいずれも超えている。とり
わけ、飲酒をほとんどしないグループは半数
近くが重視していないことになる。
このような数値をどう理解するかは、本
アンケート調査の限りでは情報がない。と
いうのも、飲酒をほとんどしないグループ
の場合、そもそも「お酒セミナー」に行く
のか、という疑問があるからである。今回
の調査項目では、「お酒セミナー」に行くか、
という設問項目はなかった。つまり、重視
するかどうか以前に行くか、行かないかが
先行するからである。同じことはヘビーユー
ザーでもライトユーザーでもいい得る。と
いうことからは、各種セミナー主催者から
すれば、こうした「重視しない」層をどの
ようにセミナーに引き付け、「地酒」の魅力
を知る機会を増やすかが戦略課題となって
くる。 （以上）

極めて重視する

19.2

24.1

11.8

やや重視する

58.0

52.3

41.2

あまり重視しない

14.9

19.5

32.4

重視しない

8.0

4.0

14.7

無回答

ヘビーユーザー(n=276)

ライトユーザー(n=348)

(n=34)
飲酒をほとんど
しないグループ

図―29　地酒愛飲度別、お酒セミナーなどでの情報選好
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