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はじめに
本調査は、日本酒の輸出が量、金額ともに年々増加し、

訪日外国人観光客数が 5 年連続で過去最高を記録する中
で、訪日外国人観光客に対して有効な日本酒のサービス、
セールスを行うことと、日本酒の海外普及の一助を担う
ことを目的に実施したものである。

前回は、一般消費者向けの嗜好調査から明らかになっ
たことを中心にまとめ、その中で特に注目すべき点とし
て次の 10 項目を挙げた。

①日本酒を飲むきっかけが「日本料理を食した際」であった。
②日本酒を飲むきっかけが「日本文化に触れた際」であった。
③ワイン愛飲家が日本酒に興味を示しやすい。
④日本酒を選ぶ際は、有名銘柄や価格よりも「好みの香

味」や「料理との相性」を重視していた。

⑤好きな日本酒は、「フルーティーな吟醸酒」などと一
定のものに偏っていなかった。

⑥日本酒を飲む際に食すのは圧倒的に日本料理であった。
⑦日本酒を飲む場所としては、レストランだけでなく、

いわゆる「家呑み」が増えていた。
⑧「HOT SAKE」の時代は終わり、「冷や」で飲む人が

主流になった（ただし、燗の需要も増えている）。
⑨バイ・ザ・グラスでの提供が増えていた。
⑩日本酒を日本で購入した経験を持つ人が多かった。

今回は、前回の続きとなる調査報告として、「日本酒
の今後の需要と普及に対する回答」と、「日本酒に対す
る自由意見・提案」で得た外国人の生の声も紹介し、さ
らに、全てを踏まえた上で、今後のあり方の提言を行う。

１　調査結果：日本酒の今後の需要と普及
ここでは、質問項目であった「日本酒の今後の需要」

と、「日本酒ファンを増やすための方策」に関する回答
を取りまとめた。

（１）日本酒の今後の需要
まず、居住地における今後の日本酒需要について尋

ねてみた。図 1 に示すように、「大いにある」（33％）と
「いくらかはある」（52％）を合わせると 85％となり、
それぞれの居住地において、今後も日本酒の需要が高ま
ると考えている人が多いことがわかった。
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需要が高まると考えている人が多いことがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

図-１ 居住地での日本酒の今後の需要（全体） 

 

次に、地域によって日本酒の今後の需要に違いがあるかどうかを探るために、前回同様に、コレスポン

デンス分析を行った。図-2 に示すように、東南アジア、香港、北米では、「大いにある」、台湾と中国では、

「いくらかはある」と考えている人が多かった。一方、欧州では、「あまりない」あるいは「わからない」と考え

ている人が多かった。特にアジア、北米地域における需要に期待がもてることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 居住地での日本酒の今後の需要（地域別） 

 

さらに、年代によって日本酒の今後の需要に違いがあるかどうかもコレスポンデンス分析を行った。図

-3 に示すように、40 代では、「大いにある」、20 代、30 代、60 代では、「いくらかはある」と考えている人が

多い。一方、50 代では、「あまりない」あるいは「わからない」と考えている人も見られたが、年代による明ら

かな違いはみてとれなかった（若年層、高年齢層別のプロモーションを行う必要は、あまりないのかもしれ

ない）。 

 

 

 

 

 

 

図１　日本酒の今後の需要予測（全体）
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次に、地域によって日本酒の今後の需要に違いがあ
るかどうかを探るために、前回同様に、コレスポンデン
ス分析を行った。図 2 に示すように、東南アジア、香港、
北米では、「大いにある」、台湾と中国では、「いくらか
はある」と考えている人が多かった。一方、欧州では、「あ
まりない」あるいは「わからない」と考えている人が多
かった。特にアジア、北米地域における需要に期待がも
てることがわかった。

さらに、年代によって日本酒の今後の需要に違いが
あるかどうかもコレスポンデンス分析を行った。図 3 に
示すように、40 代では、「大いにある」、20 代、30 代、
60 代では、「いくらかはある」と考えている人が多い。
一方、50 代では、「あまりない」あるいは「わからない」
と考えている人も見られたが、年代による明らかな違い
はみてとれなかった。

（２）日本酒ファンを増やすための方策
次に、居住地において日本酒ファンを増やすための方策

についての回答をまとめた（なお、選択数に制限はない）。
図 4 は回答数を回答者数に対するパーセントで表し

た結果であるが、半数以上（55.5%）の人が「日本文化

を普及させることが、日本酒への関心を高める」と答え
ていた。

この結果は、前回の報告で日本酒を飲んだきっかけ
が「日本文化のファンで関心があって」や「日本食のファ
ンで関心があって」という回答が多かったことと深く関
係しており、やはり、「日本文化（日本食も含めて）を
通じて、外国人に日本酒を飲んでもらうきっかけ作り」
が重要な方策となりそうだ。

これに続いて、「種類や価格のバラエティを多くする」
（47.1%）、「購入場所を増やす」（40.5%）、「商品情報の提
供を多くする」（31.8%）、「飲み方を提案する」（28.9%）、

「カジュアルな場に合う日本酒を提案する」（24.9%）の
順に回答数が多かった。

次に、地域別にみると、図 5 に示すように、「日本文
化を普及させることが、日本酒への関心を高める」と答
えた人は地域を問わず多かった。また、東南アジアでは、

「分かり易いラベル表記にする」と答えた人が 66.7% と
他の地域と比べて多かった。

図3　日本酒の今後の需要予測（年代別）

 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 居住地での日本酒の今後の需要（年代別） 
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図-4 日本酒ファンを増やすための方策（全体） 

 

図4　日本酒ファンを増やすための方策（全体）
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図-5 日本酒ファンを増やすための方策（地域別） 

 

（２）調査結果：自由回答の紹介 

日本酒についての意見・提案を自由回答として尋ねたところ、110 人から回答が得られた。これらは、

前述の「日本酒ファンを増やすための方策」の内容に関連する貴重な意見も多かったため、次の表１～4

では、回答をそのまま記載するので、ぜひ参照して頂きたい。 

 

※表１～表 4 挿入（別紙） 

 

次は、表１～４から、特に重要だと思われる指摘を抽出し、取りまとめたものである。 

 

１） 価格設定に対する指摘 

「ワインに比べ、格段に高い。もっと手軽にレストランで飲めるようになれば、もっと理解が深まると思う」

（No.1、カナダ）、「720ml で価格が高いと初めて飲む人には手が出しづらい。新しい銘柄を日本から持っ

てくる際は 300ml がよい」（NO.2、アメリカ）などといった価格設定に対する指摘があった。 

 

２）サービススタッフに対する指摘 

「レストランで働く人達も、日本酒の知識を深めて、正しい方法で販売するために教育を受けることが重

要」（No.3、イタリア）、「レストランに日本酒の解説をできる人が少ない。そもそもスタッフが日本酒に詳しく

ない」（No.5、台湾）といったサービススタッフの知識不足が指摘されていた。 

 

３）提供方法に対する指摘 

「日本料理店以外の人気店でも日本酒を売ってほしい」（No.6、韓国）、「居酒屋ではパック酒が多いの

で、がっかりする場合が多い」（No.7、韓国）、という韓国での日本酒事情を反映した意見がある一方、「お

図5　日本酒ファンを増やすための方策（地域別）

図2　日本酒の今後の需要予測（地域別）
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２　調査結果：自由回答の紹介

（１）�自由回答の指摘とりまとめ
日本酒についての意見・提案を自由回答として尋ね

たところ、110 人から回答が得られた。その中から、特
に重要だと思われる指摘を抽出しとりまとめた。なお、
自由回答の一覧表を、最後に記載しているので、ぜひご
参照頂きたい。

１）価格設定に対する指摘
「ワインに比べ、格段に高い。もっと手軽にレストランで

飲めるようになれば、もっと理解が深まると思う」（No.1、
カナダ）、「720ml で価格が高いと初めて飲む人には手が出
しづらい。新しい銘柄を日本から持ってくる際は 300ml が
よい」（No.2、アメリカ）などといった価格設定に対する指
摘があった。

２）サービススタッフに対する指摘
「レストランで働く人達も、日本酒の知識を深めて、正し

い方法で販売するために教育を受けることが重要」（No.3、
イタリア）、「レストランに日本酒の解説をできる人が少ない。
そもそもスタッフが日本酒に詳しくない」（No.5、台湾）といっ
たサービススタッフの知識不足が指摘されていた。

３）提供方法に対する指摘
「日本料理店以外の人気店でも日本酒を売ってほしい」

（No.6、韓国）、「居酒屋ではパック酒が多いので、がっか
りする場合が多い」（No.7、韓国）、という韓国での日本酒
事情を反映した意見がある一方、「おすすめの飲み方を紹
介して欲しい。一般消費者は日本酒に多様な飲み方がある
ことを知らない」（No.8、台湾）などと、飲み方の提案の少
なさなどが指摘されていた。

４）料理との組合せに対する指摘
「様 な々日本食の種類に合わせたペアリング提案が必要」

（No.9、アメリカ）、「日本食レストランは日本酒を料理とペ
アリングして提供すると良い」（No.10、アメリカ）というよ
うに日本食との組合せを望む一方で、「日本酒の個性をなく
すことなく現地の料理に適合させるべき」（No.11、中国）、「日
本酒は韓国料理と合わないという偏見がある」（No.12、韓
国）、「韓国の食文化に接近することが必要」（No.13、韓国）
というように、中国や韓国からは、現地料理との組合せに
も注力すべきとの指摘もあった。

５）購入機会に対する指摘
「質の高い日本酒が手に入らない」（No.31、スウェーデ

ン）、「ワインはスーパーマーケットで手に入るが日本酒はま
ず無い」（No.32、フィリピン）、「ワインの横にオプションと

して陳列されると目に入りやすい」（No.33、アメリカ）、「ビー
ルのように買いやすいところがあれば良い」（No.38、韓国）、

「日本酒が目に付く場所が増えたら良い」（No.39、韓国）
のように、購入の容易さを望む声が多かった。

これは、「日本酒ファンを増やすための方策」に対する
回答の中で、「購入場所を増やす」と答えた人が多かった

（40.5%）ことにも通じると考える。

６）品質管理に対する指摘
「日本で購入するものと品質の差が大きすぎる」（No.34、

アメリカ）、「ドバイでは、優れた日本酒の保管と流通が大き
な問題である。現地流通業者には専門家がいない」（No.35、
アラブ首長国連邦）、「運送温度と卸業者の温度管理が正し
くなくてはならない」（No.37、台湾）のように、運送中や現
地販売店での品質管理の向上、現地流通業者などに対す
る教育を行うべきだと指摘する声も多く聞かれた。

さらに、「純米または純米吟醸生原酒は品質維持が難し
い」（No.41、アメリカ）、「保存期間や最適な飲用期間が長
くなることを望む」（No.48、台湾）という指摘もみられた。

７）情報提供に関する指摘
「日本酒ファンを増やすための方策」で回答者の多かっ

た「商品情報の提供を多くする」（31.8%）に関連する意見
も多く寄せられていた。「スペイン語で情報や知識が得ら
れることが重要」（No.70、スペイン）、「多くの人々が日本
酒は 1 種類だけだと思っている」（No.72、ドイツ）、「多く
の人が、なぜ品質の良い日本酒が高価なのか知らない」

（No.73、ドイツ）、「いろいろな種類、品質の日本酒を紹介
してほしい」（No.75、アメリカ）、「一般消費者は、美味し
い日本酒は大吟醸、純米大吟醸しかないと思っている」

（No.78、台湾）、「評価やテイスティングノートを含んだ英語
あるいは中国語のウェブサイトやモバイルアプリがあれば良
い」（No.80、香港）という意見など、情報提供の少なさが
指摘されていた。

８）イベントに関する指摘
「日本酒の人気を高めるのに最も良い方法は、日本料理

店やエスニック料理の催し物で日本酒を提供すること」
（No.17、イタリア）、「Japanese days のような販促フェアで
もっと消費者教育することが必要」（No.18、バーレーン）、「日
本酒の祝宴、試飲イベント、講習会をもっと開催してほしい」

（No.19、香港）、「日本政府と地方自治体がカナダで日本酒
の販売促進を支援してほしい」（No.20、カナダ）というよ
うに、現地でのイベント開催を望む声が多かった。

さらに、「日本酒を飲んだことのない人向けのプロモー
ションを増やす」（No.24、香港）、「都道府県別に日本酒の
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プロモーションを開催する」（No.27、香港）、「若者に対す
るプロモーションが必要」（No.29、韓国）のように、ターゲッ
トを明確にしたイベント開催を望む声も多かった。

９）蔵元との交流に対する指摘
「蔵見学のツアーを海外に宣伝する」（No.14、香港）、「酒

蔵ツアーをもっと増やしてほしい」（No.25、中国）、「蔵元
との試飲交流会をもっと開催してほしい」（No.26、台湾）
のように蔵元との交流を望む声が多かった。これは、訪日
外国人観光客に対する「酒蔵訪問」提案の有効性を示唆
するものでもあろう。

10）香味の訴求方法に対する指摘
「現在の分類方法は消費者に間違ったメッセージを与え

た」（No.57、中国）、「顧客を拡大するために新しい味わい
を開発する必要がある」（No.58、中国）などと指摘されて
いたことや、「英語表記の分かり易いラベルと説明書を採用
すべき」（No.59、シンガポール）などの表記改善とともに、
特定名称酒分類や、香味特性別分類（４タイプ）だけでな
く、新たな香味訴求の開発も求められていると思われた。

11）その他の指摘
①　地域性（地酒）に対する指摘

「全て地方の材料だけを使っている酒蔵を訪問して、そこ
で試飲して購入できることを望む」（No.55、アメリカ）、「良

い日本酒は地方で造られるべきである」（No.56、ドイツ）
という意見があったように、地酒の訴求、または風土（テロ
ワール）を反映させた日本酒ニーズがあることも伺わせた。

②　関税などに対する指摘
「台湾では関税の問題で、日本酒は他のアルコールより

価格が高い」（No.62、台湾）、「日本酒マーケットのポテンシャ
ルはあるが、関税が不合理で日本酒の価格は高すぎる」

（No.65、台湾）、「酒税や流通のコストを減らし、値段が下
がれば消費者の目にとまり、発展できる」（No.69、韓国）、「輸
入コストが影響して日本酒の価格が高級ワイン並みで敷居
が高い」（No.60、フランス）というように、関税・酒税や
輸入コストによる価格の高さが日本酒普及の大きな障害と
なっているようだった。特に台湾では、日本酒の需要が高く、
マーケットも大きいが、40％という関税の高さを指摘する声
が多数みられた。

③　日本酒資格に対する指摘
「日本酒資格を国際化することは良いと思う」（No.82、

韓国）、「日本酒の試験に合格できたことは、日本酒を理解
し、他の人たちに勧める上で大いに役立っている」（No.83、
イギリス）とあるように、日本酒資格の国際化を推し進め
ることは、資格取得者が地域の一般消費者に日本酒の情
報を提供していくことに繋がり、新たな顧客の獲得を目指
す上でも重要だと思われた。

３　今後の提供施策の提言
これまでの調査結果を踏まえ、今後外国人に対する

有効な提供施策として、「外国人が望む日本料理を知ろ
う」、「外国人が望む日本文化を知ろう」、「香味特性別分
類（４タイプ）を活用しよう」、「ワイン愛好家を攻略し
よう」と題した提言を行う。

（１）提言：外国人が望む日本料理を知ろう
日本酒を飲んだ一番のきっかけが、日本料理を食し

た際や、日本食に関心があったこと、さらには、日本酒
と一緒に食す料理が圧倒的に日本料理であったことなど
から、外国人をターゲットとするなら、日本料理に対す
る造詣を深めることが欠かせないと考える。

寿司や刺身を始めとした日本料理が、健康や美容に
良いからと、世界中の都市で人気を博すようになって久
しいが、2013 年 12 月に「和食 日本人の伝統的な食文化」
がユネスコ世界無形文化遺産に登録されたことも追い風
となり、海外における日本食レストランの数は、2006
年には約 2.4 万店、2013 年には約 5.5 万店、2015 年には

約 8.9 万店、そして 2017 年には約 11.8 万店にまで伸張
したと、農林水産省が報じている通り、今後さらに、外
国人が日本料理と接する機会が増えるのは間違いない。

ただし、外国人が望む日本料理を、我々は本当に理解
しているのだろうか。図 6 が示す、観光庁が訪日外国人観
光客を対象に調査した「最も満足した飲食」をみると、寿
司が 1 位とは限っておらず、特にアジア圏では、ラーメンや
肉料理の方を好んでいると報告されていた。外国人が好き
な日本料理は、寿司や刺身だけではないのである。

韓国 台湾 香港 中国 米国
1位 肉料理 ラーメン 肉料理 ラーメン 寿司
2位 寿司 肉料理 魚料理 魚料理 ラーメン
3位 ラーメン 魚料理 ラーメン 肉料理 肉料理

4位 そば・
うどん 寿司 寿司 寿司 魚料理

5位 その他 その他 その他 その他 その他

図6　最も満足した飲食（主要国籍・地域別）
出所：『訪日外国人の消費動向（平成 29 年年次報告書）』 観光庁
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ただし、ラーメンが人気だから、ラーメンと日本酒
の相性を追求すべきなのか、それとも、日本酒との相性
に優れる寿司や魚料理を食す外国人にこそ日本酒を薦め
るべきかなど、より有効な施策の確立については、今後
の課題となろう（ニューヨークのように、豚骨ラーメン
と日本酒を合わせるのが流行している例もあるが）。

なお、今世界で最も人気の高い寿司はサーモンだと
言われている。それならば、サーモンと相性がよい日本
酒を確立すべきか、それとも、江戸前のような伝統的な
寿司との組合わせが有効なのかも、今後の調査や検証を
経て、明らかにしていきたいと考える。

（２）提言：外国人が望む日本文化を知ろう
次に、「日本文化のファンだったこと」が、日本酒を

飲むきっかけになったと回答する人が多かったことか
ら、我々も、もっと日本文化に関する見識を深める必要
があろう。

ただし、日本文化の解釈は、非常に広義かつ多様で
ある。外国人が望む日本文化の調査結果を見ると、「祭
り」、「温泉、銭湯」、「旅館」、「懐石料理」、「居酒屋」、「和
太鼓」、「折り紙」、「盆栽」、「舞妓・芸者」、「忍者」、「空
手」、「書道」、「日本画」、「着物」、「茶道」、「酒蔵」など
がよく挙げられているが、「カラオケ」、「アニメ」、「メ
イドカフェ」、「ロボットレストラン」、「食品サンプル」
といった近代文化の人気も高く、もしかすると、アニメ
キャラクターデザインをラベルに取り入れた日本酒の訴
求が最も有効なのかも知れないなど、伝統的、近代的問
わず、どの文化との組合せが有効なのかも、じっくりと
探る必要があろう。

とはいえ、図 7 の観光庁が調査した「訪日前に期待
していたこと（全国籍・地域・複数回答）」の中から、
上位となる文化要素を抽出し、日本酒と組合せた提案を
考えてみたい。

図7：訪日前に期待していたこと（全国籍・地域・複数回答）
出所：『訪日外国人の消費動向（平成 29 年年次報告）』観光庁

例えば、1 位が「日本食を食べること」となっている
ことから、文化的な訴求においても、日本料理との組合
せが、有効であることは間違いない。ならば、日本料理
だけでなく、和食器、箸、食事作法といった日本料理に
関連する文化の見識も深めるべきだろう。

他にも、「四季の体感」が入っていることから、旬の
食材の価値についても文化的に語れるようにしておくこ
とや、「新酒」「夏酒」「ひやおろし」など季節限定日本
酒も積極的に提案していきたいところだ。

次に、「日本の日常的な生活体験」が入っていること
から、いわゆる「おふくろの味」と呼ばれるような家庭
料理の食体験と、一般庶民が晩酌で飲むような「普通酒」

などの提案も文化的な視点で捉えれば有効なのかも知れ
ない。

次に、「日本の歴史・伝統文化体験」が入っているこ
とから、地元に伝承されてきた郷土料理とともに、地元
で最も古い歴史を持つ蔵元の日本酒や、生酛のような伝
統製法で造られた日本酒の提案も考えられよう。

他にも、「旅館に宿泊」、「温泉入浴」が挙げられてい
ることから、温泉旅館などでは、銚子や平杯など日本独
特の酒器を用いたり、目の前で燗をするなど文化的な演
出を凝らすことで、日本酒を飲む動機がつくれるかも知
れない。
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図 7：訪日前に期待していたこと（全国籍・地域・複数回答） 

出所：『訪日外国人の消費動向（平成 29 年年次報告）』観光庁 
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（３）提言：�香味特性別分類（４タイプ）を
活用しよう

調査結果では、好きな日本酒のタイプに対する質問
に対して、「薫酒を好む」「爽酒を好む」「醇酒を好む」
との答えがほぼ同程度でばらけなかったこと、日本酒を
選ぶ際に重視する要素が、日本で人気の高い銘柄でも、
価格が安い物（もしくは高い物）でもなく、香りや味わ
いとの回答が圧倒的に高かったこと、さらに、料理との
相性によって日本酒を選びたいという回答も多かったこ
とから、SSI が発会時から提唱している「香味特性別分
類（４タイプ）」のような訴求の有効性が、あらためて
明らかになったと考える。

「香味特性別分類（４タイプ）」は、1989（平成元）
年に特定名称酒制度が定められ、ラベルに製造や法規の
専門用語が記載されるようになったことを問題視し、ビ
ギナー層が、自分好みの日本酒を簡単に選択できること、
季節や料理との相性から日本酒を選択できることを目的
に開発されたツールである。

しかし、当時の日本人が「慣れ親しんだ香味を選ん
でいた」、「有名銘柄を有難がる傾向にあった」、「食中酒
として日本酒を飲んでいなかった」などの理由から、な

かなか定着しなかったが、このような意向のない外国人
には、まさにうってつけの訴求であると思われる。

現在、「香味特性別分類（４タイプ）」の活用例を SSI
が提案しているが、まずは図８、図９のようなチャート
を使用して、香味のバランスのよい品揃えを行うことを
お薦めしたい。唎酒師取得者なら、自身でテイスティン
グして判定できるはず。このような訴求を行うことで、
香りや味わいで日本酒を選びたいと考える多くの外国人
の意向に応えられるだろう。

次に、「香味特性別分類（４タイプ）」を活用するこ
とによって、飲み方の提案、特に料理との相性が説得力
をもって提案できよう。大吟醸酒に何が合うか、純米酒
に何が合うかなどは根拠を示しにくいが、例えば「香り
がフルーティーだから、果実や香草を使用した前菜と同
調する」、「旨味が多くコクがあるから、出汁の効いた椀
物と調和する」などは説得力があるし、しかも簡単に提
案できる。

現在、SSI の Web サイトで、メニューとしてそのま
ま活用できる「香味特性別分類（４タイプ）」チャート（英
語版、中国語版、韓国語版、仏語版）が無料でダウンロー
ドできるようになっているので、ぜひ活用して貰いたい。

図10　�「香味特性別分類（４タイプ）」チャート表面（日本
語＆英語表記版）。

図８　�「香味特性別分類（４タイプ）」チャートを使用した
バランスの悪い品揃え例
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４タイプ別日本酒
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The four sake classifications

香りの高いタイプ
Aromatic Sake

爽酒
So-shu

熟酒
Juku-shu

熟成タイプ
Aged Sake

軽快でなめらかなタイプ
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Kun-shu

香りが低い
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香りが高い
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味が複雑味がシンプル
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図９　�「香味特性別分類（４タイプ）」チャートを使用した
バランスの良い品揃え例
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唎酒師からの提案 日本酒の４タイプ分類

©Copyright Sake Service Institute.All rights reserved.

日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（SSI）
SSI INTERNATIONAL

ブルゴーニュ型ワイングラ
ス、ラッパ型グラスなど。
Burgundy wine glass,  
Trumpet wine glass, 
etc.

「華やかな香り」「清涼感」を持つ料理と好相性。
A good match for aromatic cuisines (using fruits 
or herbs) and refreshing cuisines.

Less Fragrant

Light Flavor Full Flavor

Suggestions from KIKISAKE-SHI (sake sommelier): the four sake classifications.

果実のような香り。味わいは軽快なものから濃醇なもの
までと様々。
Fruity and fragrant aroma. This type has a wide 
range of flavors from light to rich taste.

香りの高いタイプ
Aromatic Sake

熟酒
Juku-shu

爽酒
So-shu

醇酒
Jun-shu

非常に濃厚な料理と好相性。スイーツ類とのペアリングも
人気。
A good match for cuisines that are rich and 
layered in flavor. This type also matches dessert 
or confectionery.

淡白な料理と好相性。また料理の脂っこさをスッキリ流す
効果もアリ。
A good match for light and simple cuisines. This 
type also matches oily food because it helps 
wash oil or fat, and then freshen your mouth.

旨味の多い料理と好相性。酒と肴スタイルにもピッタリ。
A good match for rich cuisines that contain 
umami. This type especially matches side dishes 
or traditional Japanese cuisines.

熟成タイプ
Aged Sake

コクのあるタイプ
Rich Sake

軽快でなめらかなタイプ
Refreshing Sake

ブランデーグラス、ショット
グラス、白磁の猪口など。
Brandy g lass ,  Shot  
glass, White porcelain 
choko, etc.

陶器のぐい呑み、平盃、ボ
ルドー型ワイングラスなど。
G u i n o m i ,  H i r a h a i ,  
Bordeaux wine glass, 
etc.

フルートグラス、猪口、切子
など。
Flute glass,  Choko, 
Kiriko, etc.

お薦めの飲み方 / Recommended drinking
フルーティーな香りを活かそう！
Make good use of fruity aroma!

薫酒
Kun-shu
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スッキリ感とキレのよさを活かそう！
Make good use of refreshing and drier taste!

日本酒の中では最も軽快でシンプル。「スッキリ感」と「キ
レのよさ」が持ち味。
The lightest and simplest among the four 
types. This type features a refreshing and drier 
taste.

重厚で複雑な香味と黄金色や琥珀色に輝く色調が持ち
味。
Rich, powerful, and complex aroma. This type 
also features its gold or amber color.

日本酒の中では最も濃醇な香味。米と米麹がもたらす豊
かな「旨味」が持ち味。
The richest among the four types. This type 
features rich flavor with umami or savory 
coming from steamed rice and rice koji.

重厚で複雑な香味を活かそう！
Make good use of deep and complex aroma and flavor!

香味の特徴

Flavor
＆

Aroma

お薦めの飲み方 / Recommended drinking

お薦めの飲み方 / Recommended drinking お薦めの飲み方 / Recommended drinking

香味の特徴

Flavor
＆

Aroma

香味の特徴

Flavor
＆

Aroma

香味の特徴

Flavor
＆

Aroma

豊かな旨味を活かそう！
Make good use of rich umami!

軽快でなめらかなタイプ
Refreshing Sake

香りが低い

香りが高い
Fragrant

味が複雑味がシンプル

（４）提言：ワイン愛好家を攻略しよう
前回の報告の中にワイン愛好家が日本酒に興味を示

しやすいとあった。確かにワイン愛好家（ワインに詳し
くないが飲用頻度は高い愛飲家を含む）は世界中に存在
するので、ターゲットにすることは有効だ。また、ワイ
ンと同じ醸造酒であり、かつ食中酒である日本酒につい
ての理解が早いかも知れない。そこで、ワイン愛好家の
攻略法を探してみることにした。

まず、日本酒を飲んだきっかけを最も好む酒類別に
コレスポンデンス分析した結果が図 12 であるが、ワイ
ン愛好家は日本食や日本文化を入口として、日本酒に興
味を持ったと言えそうだ。

次に、世帯収入、およびレストランでの日本酒の注
文価格に関して、ワイン愛好家とその他酒類を好む人を
比較したのが図 13、図 14 である。ワイン愛好家は、他
の酒類を好む人と比較して収入が高いことと、高額な日
本酒を注文している人が多いことがわかった。

次に、ワイン愛好家が好む日本酒のタイプを示した
のが図 15 である。ワイン愛好家は薫酒、醇酒、爽酒を
頂点とする三角形の中にバランスよく位置しており、爽
酒よりも薫酒、醇酒を好むことが分かる。これは、香味
特性が明確な日本酒を好むと言い換えてもいいだろう。

よって、薫酒に該当する比較的高額な大吟醸酒や、
醇酒に該当する生酛などを料理に合わせて提案すること
が、ワイン愛好家に対する有効な提案になると思われる。

図11　�「香味特性別分類（４タイプ）」チャート裏面（日本
語＆英語表記版）。
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図12　最も好む酒類別に見た日本酒を飲んだきっかけ
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図 13 最も好む酒類別に見た世帯収入 
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図13　最も好む酒類別に見た世帯収入

図14　最も好む酒類別に見た注文価格帯
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また、ワイン愛好家が、ワインを選択する際に重視
する要素として、「品種（セパージュ）」、「風土（テロワー
ル）」、「ブドウ栽培（ヴィティカルチャー）」、「収穫年度

（ヴィンテージ）」などが挙げられる。
日本酒に関しても、これらの要素を念頭においての

提案が有効と考えられるので少しでも見識を深めて頂き
たいと思う。

①　品種（セパージュ）
ワインは、ブドウの品種特性が香味に与える影響が

大きく、品種は商品を選択する上で重要な要因となる。
ワイン愛好家が日本酒を選択する際も、米の品種を気に
することが十分にありえるので、品種の違いを説明でき
るようにしておく必要があろう。

また、ワインは品種をブレンド（仏語ではアッサン
ブラージュ）することも多い。カベルネ・ソーヴィニヨ
ンやメルローを中心に数品種を使用するフランスのボル
ドー地方が代表である。ワインの場合、それぞれのブド
ウから造ったワインを、互いの特性を補完するように香
味を確かめながらブレンドするのが一般的だ。

しかし日本酒で、複数の品種を使う際は、通常、麹
米と掛米、あるいは酒母米と醪米といったように１つの
工程の中での米の特性による使い分けや、コスト削減を
目的としており、香味特性を優先したものではない。

新たな香味を求めて、原料米の品種が異なる日本酒
をブレンドする手法は、日本酒の多様性を広めるのでは
ないだろうか。

②　テロワール
広義には「ブドウ栽培における生育環境の総体、つ

まりブドウの木、土壌、地勢、気候、実際の天気、水分、
養分のほか、栽培者までを含む概念」がテロワールとさ

れており、日本語では「風土」と訳すのが近いと考える。
そして、このテロワールが反映されたワインこそが

良質とされており、ワインが「農業の酒」と呼ばれる所
以でもある。

しかし、製造工程が複雑な日本酒は「技術の酒」と
呼ばれるように、品質を左右する主要なファクターは、
製造技術や設備であり、例えば、米の出来が悪くても製
造工程の中で改善することが可能なので、テロワールを
反映させる意義が見出しにくいとされる。

よって、日本酒の場合は、原料米だけでなく、仕込
水や微生物、醸造や熟成までの環境を含めてテロワール
と捉えるべきではないかだろうか。土地ごとに特性が異
なる仕込水や、日本海側の酒蔵でみられるような雪室貯
蔵なども、テロワールという概念に含めるとワイン愛好
家に説明しやすいかも知れない。

いずれにしても、日本酒におけるテロワールのあり
方は今後の課題であろう。

③　収穫年度（ヴィンテージ）
ヴィンテージはブドウの収穫年を表し、ワインの品

質にとって重要な指標のひとつとなる。通常スティル（非
発泡性）ワインでは、テロワールを重視するという意味
から、年度の違うワインのブレンドはしない。

しかし日本酒は、異なる収穫年（醸造年）の商品でも、
ブレンドして香味を調整してきた。これは毎年、同じ酒
質に仕上げることを優先してきたからである。なお、ワ
インでもシャンパーニュに代表されるスパークリングワ
インは伝統的にこの考え方で造られており、ヴィンテー
ジを持つものは少ない。

ただし近年では、BY と呼ばれる醸造年度や米の収穫
年を表記した商品も登場しており、「根知男山」の醸造元・
渡辺酒造店（新潟県）のように、積極的に毎年の米の出
来具合を酒質に反映させる蔵元も登場している。

収穫年度（ヴィンテージ）のあり方も、日本酒業界
の今後の課題である。

④　ブドウ栽培（ヴィティカルチャー）
ワインの品質は、ブドウの出来に左右されるため、

ワイン造りにおいては、ブドウ栽培（ヴィティカル
チャー）は、醸造と同等、もしくはそれ以上に重要視さ
れている。よって、醸造家はワインを造るだけでなく、
原料のブドウも自ら栽培するのが一般的だ。

日本酒でも、農業法人を設立して自ら酒米を栽培し
たり、細かく条件を定めた契約栽培で酒米作りを管理し
たりする蔵元が若手を中心に増えている。この傾向は、
ワイン愛好家にアピールできる点となろう。

欧州の伝統的なワイン産地における原産地呼称統制
法では、ワインの地域特性を明確にするためにブドウ産
地と醸造所が同じ地区にあることが多い。

 

図15　最も好む酒類別に見た好きな日本酒のタイプ
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一方、チリ、アメリカ、オーストラリアといった比
較的歴史が新しいワイン生産国では、遠隔地であっても
品種に適した土地で栽培し、醸造所に集めるといったこ
とが行われており、この考え方は支配的ではない。

日本酒はワインと異なり、原料米は保存性や可搬性
が高いので、品質を優先して、全国どこからでも取り寄
せることができる。これは日本酒独自の利点としてア
ピールできると思われる。

例えば、「醸し人九平次」の醸造元である萬乗醸造（愛
知県）のように、兵庫県の黒田庄町で農業生産法人を設
立し山田錦を栽培し、岡山県の赤磐市で現地農家と共同
で雄町を栽培するなどして、醸造場所に縛られることな
く、高品質の米の入手に注力する酒蔵もある。

ワイン愛好家に対しては、このような米とブドウの
本質的な違いを解説し、日本酒ならでは魅力を伝えてい
きたいと考える。

おわりに
今回は、数多くの調査結果を踏まえ、今後有効にな

ると思われる施策の提言を行った。この提言が、日本酒
を提供する飲食店や酒販店従事者、そして FBO 認定会
員の皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いである。
　次回は、海外における日本酒の販売実態を取りまとめ
て報告する予定であるが、皆様からの意見もお聞かせ頂
き、それを今後の研究調査に取り入れたいと考えている。

いよいよ東京オリンピック開催も間近である。2025
年には大阪で万国国際博覧会の開催も決まった。ますま
す訪日外国人観光客も増加しよう。この機会に、日本酒
を商材として活用できる調査研究を続けるとともに、日

本酒という誇れる文化を通じて、外国人と友好な関係を
築けるような活動にも注力する所存である。

＜参考資料＞
・「海外日本食レストラン数の調査結果の公表について」

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課
http : //www.maf f . go . jp/ j/press/shokusan/
service/171107.html

・「訪日外国人の消費動向（平成 29 年 年次報告書）」観
光庁

　　　韓国在住者の回答結果について
この調査では、韓国在住者の回答は 86 件あったが、前

回述べたように、20 代が約８割を占め、年齢構成が他地
域と大きく異なることから全体の分析には含めなかった。
全体の分析とは異なる結果となった項目を中心に、韓国在
住者の回答結果にも触れておきたい。

まず、日本酒を初めて飲んだきっかけは「日本食のファン」
「日本文化のファン」「酒類が好き」との回答が多かったが、
一方で「学校の授業で」との回答も同程度あり、スンシル
大学で行なわれている「国際唎酒師」認定試験の受験生の
回答が多いことを裏付けている。

また、普段よく飲んでいる酒類は「ビール」と答えた人
が圧倒的に多かったのは、学生でも手軽に手が出せるとい
うことだろう。

次に好きなタイプの日本酒の１位、２位は「爽やかなタ
イプ」、「フルーティなタイプ」がほぼ同数で並び、他のタ
イプを圧倒している。食事と一緒に日本酒を飲むかとの質
問では、「その時と場合による」が最も多く、次いで「食事
とは別」、「食事と一緒に飲む」の順で、全体の結果とは大
きく異なった。

次に、日本酒を味わいたい場所は、「外食」と答えた人
が圧倒的に多く、「自宅」と答えた人の３倍程度にのぼった。
日本酒を購入したり注文したりする場合の実態を問う質問
では、購入や注文の経験のない人が多かった。最後に、今
後の需要に関しては「いくらかはある」との回答が抜きん
出て多く、日本酒ファンを増やすための方策は、上位から
順に「人気銘柄を普及させる」「種類や価格のバラエティを
多くする」「カジュアルな場に合う日本酒の提供」となった。

なお、韓国に日本酒を輸出する関係者によると、韓国へ
の日本酒輸出が始まったのは 1990 年代半ばで意外に歴
史が浅いという。また、酒類を輸出する上で韓国は税金が
高く、日本酒だと関税や酒税、付加価値税などで輸出価格
の約 70％ほどが加算されるため、今も安価なパック酒が
主流となるようだ。

一方で、2010 年代に入り新たに若い人が輸入に携わる
ようになり地酒ブームが到来。消費者も浅い歴史を反映し
て年配者ではなく流行に敏感な若者が多い、というので参
考にしてもらいたい。

コラム

表１　提供者に対して。サービスのあり方に対する指摘

No. 分類 居住地 主な意見および提案

1

価格設定

カナダ
ワインに比べ、格段に高い。しかも何と一緒に飲めばいいのかわからない人が多い。レストランの酒は月桂
冠の飛び切り燗か、恐ろしく高いお酒しかない。もっと手軽にレストランで飲めれるようになれば、もっと
理解が深まると思う。

2 アメリカ

レストランのオーナーからの意見：720ml で価格が高いと初めて飲む方にはなかなか手が出しづらい。新
しい銘柄のお酒を日本から持って来る時は300ml を持ってこられた方が売りやすいと思います。こちらの
人は名の知れた酒が美味しいとそれしか飲まないので新しい酒をどんどん広めて固定観念を打破していただ
きたいです。

自由回答の一覧表
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表2　流通・小売業者に対して。セールスのあり方に対する指摘

No. 分類 居住地 主な意見および提案
14

販売促進

台湾 蔵見学のツアーを海外に宣伝すること
15 スウェーデン 広報活動を行い、マーケットを広げて頂き、より多くの美味しい日本酒が買えるようになれば有り難いです。

16 アメリカ
消費者は日本料理店だけでなく、もっと多くの状況で日本酒を飲むようになったと思う。ビールやワインと
同じように販売促進する必要がある。

17 イタリア
イタリアの人々は日本文化、食品、レストランが好きである。ミラノの Expo�2015で日本のパビリオン
は最も人気があった。私は、日本酒の人気を高めるのに最も良い方法は、日本料理店やエスニック料理の催
し物で日本酒を提供することだと思う。

18 バーレーン Japanese�days のような促販フェアでもっと教育することが必要。
19 香港 日本酒の祝宴、試飲イベント、講習会をもっと開催してほしい。

20 カナダ

私は日本産日本酒の品質が大変高いと信じている。日本政府と地方自治体がカナダで日本酒の販売促進を支
援してほしいと思っている。カナダでは他のワイン製造国が自国あるいは地方のワインを積極的に販売促進
している。例えば、カリフォルニア州はカナダの主要な消費者ワイン博覧会でカリフォルニアワインの販売
促進を支援している。スペイン、ニュージーランド、イタリアの各政府も彼らの国産ワインの販売促進を支
援している。日本もカナダのトロントで日本酒の認知度を高め、販売促進するために同じことをする必要が
ある。ちなみに、トロントは北米ではニューヨークとロサンゼルスに続く３番目の大都市である。トロント
でもっと日本酒の販売促進の機会があることを楽しみにしている。

21 香港 香港で宣伝活動を拡大し、小売価格を下げる。香港と日本の価格差は大きい。

22 イタリア
日本酒への関心をさらに深めるためには、日本酒に特化したイベントを企画するべきである。イタリアでは、
そのようなイベントは主に日本酒輸入業者によって企画されているが、おそらく、個々の酒造業者やその協
会もそのようなイベントの実現性を考えるべきである。

23 台湾 協会は日本酒を広める人を認めて表彰してほしいです。
24 香港 日本酒を飲んだことがない人向けのプロモーションを増やすと日本酒の認知度がアップします。
25 中国 酒蔵ツアーをもっと増やして欲しい
26 台湾 蔵元との試飲交流会をもっと開催して欲しい。
27 香港 現地で都道府県別に日本酒のプロモーションを開催する。

28 台湾

日本酒の分類は難し過ぎます。工程がちょっと違えば、違う名前を付けています。例えば生貯蔵と生詰など。
基本的にお酒の品質はあまり変わらないのに、名前がたくさんありすぎです。それは日本の職人の技術への
こだわりや重視かもしれませんけど、海外の消費者（特に初心者）に対して、日本酒は理解し難くなります。
なので、海外でプロモーションをするときは日本酒の本質を強調するべき、そうすると、一般の消費者はもっ
と簡単に興味を持てます。

29 韓国 若者に対するプロモーションが必要である。

30 フランス
日本酒を扱かう店を増やすため、酒販店向けのプロモーション、セミナーの実施と、消費者に分かりやすい
パンフなどがあると良い。

31

流通

スウェーデン スウェーデン在住ですが、質の高い日本酒が手に入りません。

32 フィリピン
ワインはスーパーマーケットで手に入るけど日本酒はまず無い。目に付かないことには購入のしようが無い
ですね。

33 アメリカ
ワインの出荷量が全米第２位のワシントン州では、ワインの横にオプションとして陳列してもらうと、多く
のお客様の目に入ると思います。

34 アメリカ

私が居住している北米に関しての話ですが、日本で購入するものと品質の差が大き過ぎます。値段も同じも
のを日本で購入する場合の約二倍と高価なものになってしまっています。北米の日本酒販売店での品質管理
が問題なのか、搬送中の品質管理が問題なのか定かでありませんが、何故そこまで味が変わってしまうので
しょうか？また日本酒に合う料理を出してくれるレストランも少ないです。

35
アラブ首長国

連邦
ドバイでは、優れた日本酒の保管と流通が大きな問題である。現地流通業者には専門家がいない。

36 ドイツ

酒造業者が海外で容易に日本酒を流通できるようにすれば、日本酒の価格は海外においても日本での価格に
近くなる。必ずしも市場拡大にならない販売業者との高価な独占契約に、酒造業者が身動きが取れなくなら
ないように支援してほしい。日本酒の販売促進を純粋な「日本人だけの」視点から切り離すように努力し、
日本酒を海外の料理と状況に良く合う酒類として販売促進してほしい。

37 台湾 運送温度と卸業者の温度管理が正しくなくてはならない。
38 韓国 ビールのように買い安いところにあれば良いと思う。
39 韓国 日本酒が目に付く場所が増えたら良いと思う。

No. 分類 居住地 主な意見および提案

3

従業員
教育

イタリア
消費者の教育が絶対必要である。それを可能にするためには、食品や飲料業界で働く人たち（例えば、レス
トランのオーナー）も製品の知識を深めて、正しい方法で販売するために教育を受けることが重要である。

4 香港
香港の消費者の需要は大きいし、知識が豊富です。しかし、小売店は知識がなく、利益しか追求していません。
もしそれが変わらないと、現在と未来の傾向として、日本で旅行する時に中高レベルのお酒を購入し、香港
では低レベルのお酒を買うことになるでしょう。

5 台湾
レストランには詳しいお酒の説明がなく、レストランのスタッフもお酒に詳しくないため、ある程度の内容
しか説明してくれません。だから、お酒を選ぶ時、消費者はいつも困ります。

6

提供方法

韓国 日本料理店以外の人気店で日本酒を売れば、日本酒の需要は大いに増えると思う。
7 韓国 韓国の居酒屋ではパック酒が多いので、がっかりする場合が多い。

8 台湾
おすすめの飲み方を紹介するのが良いと思います。一般の人は日本酒に多様な飲み方があることを知らない
と思う。

9

食事との
ペアリング

アメリカ 様々な日本食の種類に合わせたペアリングを提案してみてはいかがでしょう？
10 アメリカ 日本食レストランは、日本酒を料理とペアリングさせ、夕食と合わせて提供すると良い。
11 中国 海外に進出するには、日本酒の個性をなくすことなく現地の料理に適合する必要がある。
12 韓国 日本酒は韓国料理と合わないという偏見があるが自分もそう思う。
13 韓国 韓国の食文化に接近することが必要である。
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表３　生産者に対して。商品のあり方に対する指摘

No. 分類 居住地 主な意見および提案

40

品質

ポーランド
職人気質を感じられる素晴らしい商品だと思います。それをなくすことなく、造り続けて頂ければと思い
ます。

41 アメリカ
純米または純米吟醸生原酒は品質維持が難しく、米国内ではほとんど流通していないと思われるが、日本か
ら持ち込んだものを試飲してもらったら、多くの人に非常に受けがよく、拡販のポテンシャルは高い様に感
じる。

42 アイルランド 日本酒はとてもすばらしい酒類である。日本酒が日本以外の国で造られているとは知らなかった。
43 マレーシア 本格的な味わいとその多様性が、今もなお、日本酒が世界で選択される一番の理由である。

44 台湾
日本酒を愛好する人にとっては品質が第一である。日本酒を知らない、興味のない人にとっては、飲みやす
い味わいと高い香りが魅力である。

45 フランス 日本酒は美味しい。日本で日本の友人と多くの種類の日本酒を味わったが、ほぼ必ず満足した。

46 アメリカ
日本酒の品質と醸造技術への熱心さは日本の方がより高く、全てにおいて、より優れた日本酒を造ってきた
と信じている。そのため、アメリカでは手頃な価格で品質の高い日本酒を見つけることが難しくなっている。

47 台湾
美味しい。友たちとのパーティーにも、食事にも合います。もっとも特別なのは冷やして飲むのに適してい
ることで、夏には魅力的です。しかし、醸造に関する用語には困惑させられます。

48 台湾 日本酒のためには、将来的に保存期間や最適な飲用期間が長くなることを望みます。

49 香港
日本酒はもちろん日本産のお酒です。日本以外の地域で日本酒醸造の工程で醸すお酒は別の名前を付けるべ
きです。

50 韓国

ワインの原料であるブドウはどこでも栽培できるが、米はそうでもない。そして水も問題である。日本酒は
水が大事、ヨーロッパで日本酒を生産しようとしても、ヨーロッパは硬水であるため、現地生産は不可能で
ある。もし、韓国でもっと普及させるためには韓日関係と放射能問題を解決しないといけない。いくら放射
能検査をしても信じられないという気持ちになる。

51 韓国 まだそんなに飲んでいないが、アルコールが強く、そのせいで日本酒の魅力がわかりにくい。
52 韓国 酒の弱い人にとっては魅力的ではない。
53 韓国 個人的にお酒は好きではないが、日本酒独特な雰囲気は良い。

54 イギリス
新しい消費者にとっては、良い状態で管理された品質の高い日本酒を初めて飲むという経験が重要である。
一方で、日本酒を良く飲む人にとっては、判りやすいラベル表示や入手しやすさによって容易に同様な日本
酒を見つけられることが重要である。

55 地域性 アメリカ

日本酒を造るのは繊細な技能であり、材料と環境によって味わいに影響が出る。アメリカの消費者は同じよ
うに高く評価しているが、すべて地方の材料を使った酒蔵を訪問して、そこで試飲して購入できることを望
むだろう。これは、地ビールが認識を高めるための一般的な方法であり、社会的価値を加えることでもある。
（みんながソーシャルメディアでシェアするだろう。）

56 ドイツ 良い日本酒は地方で造られるべきである。

57 香味特性 中国

現在の分類方法は消費者に間違ったメッセージを与えた。例えば、大吟醸は通常、価格は高いがその味わい
は最高であるというように。最も大切なことは、料理とどう合わせるかということである。価格が高ければ、
初めて日本酒を飲む人には期待が高まる。しかし、大吟醸の優雅なスタイルが感じられないと、期待外れと
感じ、日本酒に対して悪い第一印象を与えるだろう。純米酒や本醸造酒は大変すばらしく、需要も多いが、
その分類方法のために、需要が有りながらも価格を上げる機会がない。それは酒造業界のためにならない。
その分類方法は、酒蔵のスタイルも代表していない。薫・爽・醇・熟の分類は時代遅れである。多くの新し
いスタイルの日本酒が現在、市場に出ている。途中段階の日本酒もある。消費者は助言から明確な情報を得
ることが出来ない。

58 中国 伝統的な味わいを守る以外に、顧客を拡大するために新しい味わいを開発する必要があります。
59 ラベル表示 シンガポール 消費者が日本酒の価値をより理解できるように、英語表記の分かり易いラベルと説明書を採用すべきである。

表４　その他の指摘

No. 分類 居住地 主な意見および提案

60

価格・関税

フランス
輸入コストなどが影響し日本酒の価格が高級ワイン並の価格なので敷居が高く、良さをわかってもらいにく
いと感じる。720ml/20€ 以下で消費者が購入できるリーズナブルなラインをもっと増やしてみるのも良
いと思う。

61 韓国 韓国ではカルテルがあるのか不明だが小売価格が高すぎる。

62 台湾
台湾では関税の問題で、日本酒は他のアルコール (例えばワイン )より価格がちょっと高いです。しかし、
台湾料理とのペアリングは簡単です。もし価格が調整され、マーケティングが伴えば、台湾料理の店で結構
売れると考えています。

63 台湾

台湾で日本酒が好きな人は多いです。しかし、税金の問題で価格が高過ぎ、一般の消費者は受け入れませ
んでした。
まず、日本と台湾での日本酒の価格差を解消するべきです。そうすると、もっと多くの消費者が簡単に負担
なしで日本酒を試すことができます。

64 台湾 台湾で買う日本酒は高いです。日本で買う価格との差は大きいです。
多くの台湾人は大吟醸系のお酒が好きだけど、値段が高すぎて手が出せないと思います。

65 台湾
台湾の飲食文化は日本からの影響が強いです。日本酒マーケットのポテンシャルはありますが、関税が不合
理なので日本酒の価格は高すぎます。
低価格の商品がないと、マーケットは広がらず一般消費者の生活には入り込めません。

66 台湾

簡単にいうと日本側は台湾のマーケットを軽視しています。しばしば生産過剰の商品を台湾にダンピングし
ています。台湾人が日本酒を飲むポイントを日本人は全く理解していません。なぜ高い大吟醸だけ飲むので
しょう？　それは税金の問題で純米酒などを買うのはもったいないからです。なぜ台湾の代理店から購入し
ないのでしょう？　それは「日本限定」の商品が多すぎるからです。台湾人は日本酒のことを知らない、日
本人はそう思っているようですが、実は台湾人は「日本限定品」だけが好きです。日本人が想像しているよ
り多くの情報が台湾で得られます。個人的な意見として、もし日本政府が貿易交渉の手段を利用して、台
湾の高い日本酒税を減少しないと、このマーケットは広がりません。
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地酒検証研究会
（外国人を対象とした日本酒の嗜好調査および海外における日本酒の販売実態調査プロジェクトチーム）

メンバー
天野 悟（プロジェクトマネージャー）、井上 操、金井 雄二、小森 真幸、高橋 孝、築茂 美恵子、並里 直哉、
沼田 広志、楊 ケニー、渡辺 佳嗣
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廣江　彰／東京家政学院大学学長、立教大学名誉教授

※地酒検証研究会とは
地酒検証研究会とは、2013 年に設立した SSI（日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会）に所属する研究

会で、SSI 研究室専属テイスターで構成される（24 名。2018 年 7 月現在）。地酒（日本酒）の特性をテイスティ
ングを通じて検証したり、地酒（日本酒）に対する様々な調査や執筆活動などを行う。

No. 分類 居住地 主な意見および提案

67
価格・関税

台湾 台湾の人のお酒の飲み方はほとんど豪飲なので、安いお酒が増えることは歓迎です。女性や学生向けは、
安価で入手しやすいカクテルが中心で多様な味わいが魅力的です。

68 韓国 韓国では値段が高すぎる。安くなって韓国の料理とあうなら魅力的になると思う。
69 韓国 酒税や流通のコストを減らし、全体的に値段が下がって消費者の目にとまるようになれば、発展できると思う。

70

情報の提供

スペイン スペイン語で情報や知識が得られることが重要である。スペインでは日本酒と焼酎についての関心がすで
に広まっており、私も日本酒と焼酎の普及に出来る限り努めている。

71 香港
消費者の知識が深まることが必要である。香港では、720ml の純米吟醸酒をUS$13で売ろうとするイ
ンターネット販売業者があるが、彼らは真面目にそのボトルは 2014 年製造だという（現在、2018 年）。
普通の消費者がその日本酒を飲めば、きっと日本酒に対して悪い印象を持つに違いない。

72 ドイツ
私は、かつて、酒蔵に居たことがある。たくさんの異なる種類の日本酒を試飲できたので、私の興味は増大
した。ケルンでも多くのビール醸造所があるが、それらを比較してみるとおもしろいだろう。多くのことが
知られていないし、多くの人々が日本酒は1種類だけだと思っている。まだ、やるべきことがたくさんある。

73 ドイツ
一般的にドイツでは日本酒は「チョーヤ」の銘柄が安く入手できるので、多くの人が、なぜ品質の良い日本
酒が高価なのか知らない。私は幸運にも東北地方からたくさん日本酒を購入している。（私はこのタイプの
日本酒が好きなので）

74 アメリカ

私は日本の友人から紹介された品質の高い日本酒を楽しんでいる。個人的には、私は日本酒の歴史に大変
興味を持っている。なぜなら、アルコールと全ての文化との関係の歴史に興味があるからである。私は、ア
メリカ人が、どの日本酒が良く、どのタイプの味わいを期待し、日本酒が輸送中に丁寧に扱われているかど
うか理解するのは難しいと思う。いろいろな意味で、アメリカ人は日本文化に興味を持ち、及び腰になり、
困惑している。私は日本酒が受け入れられるには、レストランでひどく熱した日本酒ではなく、日本酒の驚
くべき幅広さを示すことだと信じている。アメリカ人は器用ではないので、容易で明確なラベル表記か商品
説明カードが役に立つ。また、調達者の品質証明を示すのも役立つだろう。アメリカ人は一般的にアジア文
化を理解するのが苦手なので、調達者が信頼に値するかどうか判別するのに苦労する。日本酒を普及させ
るもう一つの方法は、地ビール、ワイン、スピリッツのようなアルコール飲料に興味があるグループをターゲッ
トにすることだと思う。自家醸造の知識を広めることが役立つだろう。アメリカでの自家醸造は地ビールの
隆盛に直接影響を与えた。アメリカのミレニアル世代は多様性に大変興味を持っている。

75 アメリカ いろいろな種類、品質の日本酒を紹介してほしい。多くの欧米人が日本酒のことを松竹梅と思っているが、
松竹梅という銘柄以上に素晴らしい味わいの日本酒はたくさんある。

76 香港 ある銘柄はたくさんの種類があります。あまり区別できないので、購入したい時は迷っています。

77 台湾 もっと詳細で正確な日本産地酒の説明が必要です。そして蔵の紹介、同時にテイスティングはもっと深く説
明するべきです。

78 台湾
日本酒に対して、一般の消費者はこう思っています：台湾式日本料理店は安い日本酒の燗酒を提供します（大
関、白鶴、月桂冠、松竹梅などの普通酒）。それ以外の日本酒は高いです。また、美味しい日本酒は「大吟醸、
純米大吟醸」しかないと思っています。

79 韓国
福島産ではないということを明らかにする必要がある。たまにニュースに出る嫌韓文化がなくならないと日
本酒は韓国で伸びない。
日本産日本酒がなんで良いかがよくわからない。

80 香港
独立した評価やテイスティングノートを含んだ英語あるいは中国語のウェブサイトやモバイルアプリがもっと
あれば良い。一般人には、日本語のラベルでは日本酒が 4つの香味分類のどれに相当し、その特徴も良く
判らない。私のような唎酒師でも、消費者に提案する前に、いろいろな日本酒をたくさん飲む必要がある。

81 韓国
ワインと同じくらい、日本酒に関する全般的な知識がないと飲みにくい。いくら放射能検査をやったとして
も疑わざるを得ない。香味それ自体はワインと比べてと負けないくらい良い酒だが、ワインのように世界に
普及するのは難しい。

82
資格の�
国際化

韓国 個人的には日本酒資格を国際化することは良いと思う。WSETで日本酒資格をはじめたのは良いことだと思う。

83 イギリス
私たちは幸運にもイギリスで日本酒の試験に合格できた。そのことは、日本酒を理解し、他の人たちに勧め
る上で大いに役立っている。私たちは多様な日本酒が入手でき、受けた教育は素晴らしく、これからも続く
ことを希望します。

84

現地事情

台湾 正直なところ、私はウィスキーと似ている焼酎の方が好きである。台湾では日本酒は少し高価であるが、日
本食は人気があるので、日本酒の市場はかなり大きい。

85 アイルランド
海外在住の国際唎酒師です。英語の勉強と同時に日本酒を広めたくアイルランドに来ましたが、アイルラン
ドでは食事と飲酒を同時にする習慣があまりない。また、手頃な価格の日本酒は質が良くなく、質の良い日
本酒は高すぎて手が出ない印象です。


