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はじめに
本論文は、ワイン業界に焦点を当てながら、嗜好品市場におけるマーケティングの要素
を分析し、その結果からワイン業界のソリューションを提案するものである。
ワイン市場は長らく低迷しており、衰退の途にある。日本国内におけるワインの市場規
模は、1998 年前後の「ポリフェノールブーム」時に約 4300 億円にまで大きく伸びた以降、
徐々に減尐、現在では約 3000 億円と、ブーム以前の水準に戻りつつある。それまでもいく
つかのブームを経て順調に成長してきた市場は、なぜ縮小してしまったのか。
その答えや解決策を考える際に欠かせないのが、
「ワインは嗜好品である」という視点で
ある。嗜好品には、一般に「生命維持に必要な栄養となることを期待しない」
「病気に効果
のある薬としての機能も期待しない 」
「しかし、それがないと寂しい」との定義がなされ
ている1。言ってしまえば「必需要素が極めて低い」
「なくても困らない」という性質を嗜好
品は持っている。
従って、こうした嗜好品の普及を考えるには「いかに積極的に製品との接触機会を与え
消費者を取り込むか」というマーケティングの視点が不可欠なのではないだろうか。
「なく
ても困らない」製品であるのだから、何のきっかけもなければ、消費者はその製品を素通
りしてしまう。市場を活性化させるためには、製品との接触機会の積極的な提供が重要で
あると考える。
当然、嗜好品はワイン以外にも多々存在し、その中には今日まで安定した成長を実現し
ている製品も尐なからず存在する。こうした他の嗜好品においてはどのような工夫が存在
し、消費者の獲得を実現しているのか。比較分析を行いながら、ワインのソリューション
の可能性を探ってゆきたい。
本論文は、大きく 3 つの章で構成されている。第 1 章では、ワイン市場の現状について
触れる。上述の通りワイン市場は、1970 年代より徐々に規模を拡大し、1980 年代で成長の
ピークを迎えたものの、2000 年代以降は縮小を続けている。こうしたワイン市場の現状や
特性などを分析し、問題点や課題を明らかにしたい。第 2 章では、ワイン以外の嗜好品に
おいてどのような工夫がなされているのかを分析し、いくつかの共通する項目を抽出。そ
れに沿ってワインを再び評価し、具体的な改善点を探る。最後の第 3 章では、第 2 章での
製品の評価や、他の製品の優れたマーケティング事例をふまえ、ワイン市場へのソリュー
ション提案をおこなう。

1

高田公理『嗜好品の文化人類学』2004,講談社

より
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第1章

ワイン市場の成長と限界
第 1 節 ワイン市場概要

第1項

市場規模

まず、日本国内のワイン市場規模について触れたい。図表 1 は販売額ベースの市場規模
推移、図表 2 は消費量推移を示したものである。2009 年度の市場規模は 2953 億円。消費
量は 1970 年代から徐々に伸び、1990 年代後半で著しく成長。1998 年に市場規模 4221 億
円、消費数量 298 万キロリットルでピークを迎え、以降現在まで緩やかな縮小傾向にある。
図表1-1 ワイン国内市場規模推移
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(出典：
『酒類卸売業年鑑』1997 年～2009 年をもとに作成)

図表1-2 ワイン国内消費量推移
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(出典：国税庁ホームページ『酒のしおり』をもとに作成)
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図表 3 は酒類全体の消費量模推移を、図表 4 は種類ごとの内訳を表したものである (次ペ
ージの図表 5 は、種類ごとの動きを見やすくするため、図表 4 からビールとその他を除い
て示したものである。) ワインは「果実酒」の項目に該当し、酒類全体の中でのシェアは
3%弱にとどまる。
酒類消費量は全体として減尐傾向にあるが、それはビールや清酒の大幅な減尐によると
ころが大きく、全ての種類の酒が減尐しているというわけではない。2000 年代をみると、
焼酎、リキュール類、その他に含まれるスピリッツ類は増加を続けている。ビール、日本
酒の 2 トップで酒類市場の多くを占める状況から、多種の製品で縮小する酒類市場を分け
あう状況になっていると考えられる。
【図表1-3 酒類全体消費量推移】
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(出典：国税庁ホームページ『酒のしおり』をもとに作成)

【図表1-4 酒類消費量内訳】
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【図表1-5

（千ｋｌ）

酒類消費量内訳(ビール・その他を除く)】
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(出典：国税庁ホームページ『酒のしおり』をもとに作成)

第2項

ワイン市場の形成

ワインが日本で消費されるようになったのは明治時代以降。文明開化期における西洋文
化の流入にともない、ワインの輸入、及び国内での本格的なワイン生産がスタートした。
しかし、ワインの酸味や渋みは当時の日本人の嗜好や食文化とは馴染まず、なかなか普及
は進まなかった2。やがて、そうした日本人の味覚に合わせて糖類を添加した『赤玉ポート
ワイン』や、滋養強壮薬としての『ハチブドウ酒』などの国産製品が登場。
「甘い飲み物」
「薬」という認識のもと「ワイン」は人々に広がってゆき、輸入ワインや、本来の製造方
法で作られた国産ワインは「葡萄酒」と呼ばれ区別され、一部の愛好家が飲用するのみに
とどまっていた 2。
本来のワインの認知、消費が一般に広まったのは 1960 年代後半以降になってからである。
東京オリンピックや大阪万博の際の国際交流や、大手メーカーの PR などをきっかけに、ワ
インへの関心、理解が高まっていった。それに伴い国内大手メーカーの生産や輸入も本格
化。ワイン市場の本格的な幕開けとなった3。
以降、ワインは 1998 年のピークまで急速に成長をとげてゆく。その背景や要因を尐し詳
しく見てゆきたい。

2
3

『葡萄酒の戦略』前田琢磨,2010,東洋経済新報社 より
メルシャンホームページ『ワイン参考資料』http://www.mercian.co.jp/enjoy/2011.pdf
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【図表1-6 ワイン消費量推移とブーム】
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(出典：国税庁ホームページ『酒のしおり』
、メルシャンホームページ『ワイン参考資料』をもとに作成)

図表 6 は、ワイン消費量の変化と、市場で起きたブームを示したものである。一般にワ
イン市場には 6 回のブームがあったといわれている4。
①大阪万博博覧会を契機としたブーム(1970～)：海外交流、高度経済成長、食生活
の洋風化などの要因により、消費量が徐々に拡大。大手メーカーも大々的な生産、
広告宣伝を開始し、ワインの認知が急速に広まる。
②1000 円ワインブーム(1978～)：①のブームの主役が 750ml 600 円のワインなの
に対し、1000 円ワインが主流へ。ジャストプライスの値ごろ感が脚光を浴びた。
大手メーカーによる広告戦略が続く。
③地ワインブーム(1981～)：一升瓶入りのワインがブームになる。素朴な雰囲気と、
コストパフォーマンスの高さにより人気を博す。
④ボジョレヌーボー、高級ワインブーム(1987～)：
「世界で 1 番最初に飲める」とい
ううたい文句のもと、ボジョレヌーボーがブームに。これを機に輸入ワインは大
きく増加、90 年には消費量の過半数を占める。
⑤500 円ワインブーム(1994～)：メルシャンが 500 円ワインを発売。ワイン市場の
低価格化が進む。
⑥ポリフェノール、赤ワインブーム(1997～)：
「赤ワインに多く含まれるポリフェノ
ールが心臓病に効果がある」とフランス国立健康医学研究所が提唱。健康志向を
背景に爆発的なブームが起きる。
ブームの中身は、価格によるもの、健康志向によるものなど様々であるが、基本的に消
費量はブーム期に大きく伸び、その後停滞・衰退、そしてまた次のブームにより伸びると
いった動きを繰り返して推移してきている。1997 年の以降目立ったブームは無く、消費量
は縮小。結果としてブーム開始時の水準まで落ち込みつつある。ブームによる消費量の増
加は一時的なものであり、ワインの根本的な定着には至っていないと考えられる。
4

メルシャンホームページ『ワイン参考資料』http://www.mercian.co.jp/enjoy/2011.pdf
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第3項

業界構造
【図表 1-7

ワイン業界構造】

(出典：
『2011 日本ソムリエ協会教本』を参考に作成)

図表 7 は、ワイン産業における業界構造と、各主体の活動要素を示したものである。ワイ
ン産業の担い手の機能は、大きく生産、流通、販売に分かれるが、なかでも特徴的なのが
流通の担い手の機能である。
ワインは酸化や熱による务化が激しいという特性があり、輸入の際には厳密な管理が必
要とされる。したがって、たとえ同じ生産元のワインであっても、流通業者の扱いによっ
ては製品の質に差が出てくることがある。
また、ワインはビンに詰められた後も熟成が進むという特性があり、貯蔵の期間により
風味が変化したり、希尐価値が高まりプレミアがついたりする。そのため、流通の担い手
は、ただ製品を仕入れて出荷するだけでなく、その流通時期を調節することで製品に更な
る価値を加えることができる。また、そうした流通時期の調節だけでなく、ワインをブレ
ンドして質や量を調整したり、ビン詰めされていない状態の製品(バルクワイン)を仕入れ自
社ラベルのビンに詰め替えたりする「リボトル」という作業も一般的に行われている。
ワインは、その繊細な製品特性のために、生産段階だけでなく流通段階の工程も製品の
質に大きく影響するという特徴を持つ製品であるといえる。
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第4項

ワインの格付け

ワインの特徴として、
「格付け」が存在することがあげられる。日本市場においても「ロ
マネコンティは高級品」など、一部の有名製品についてはその格のイメージが広まってい
るが、その格付の中身は非常に厳密で複雑なものである。
■法制度
ワインの格付けの大きな部分を担うのが、欧州の「ワイン法」である。ワイン法は、ワ
インの産地を畑レベルに分け、等級付けし、その表示を義務付けるものである。ブドウの
品種も産地によりある程度決まっており、したがって、産地からおおよその品質の傾向が
わかるといった仕組みになっている。
【図表 1-8 格の要素とワイン法】

ただし、これら法制度は、フランス、イタリアなどの「ワイン先進国」と呼ばれる地域
で発達したものであり、それらの国の製品にのみ適応されるものである。
かつて、日本市場においての輸入製品はこうした「ワイン先進国」のものがほとんどで
あり、ワイン法の格付けがそのまま大きな力を持っていた。もちろん、現在においてもこ
のワイン法は欧州製品の格の判断のための重要な指標であるが、一方で、「ワイン新興国」
と呼ばれる国々の製品も近年増加してきており、このワイン法だけでは日本市場にある多
種多様な製品を整理しきれない状況が生まれてきている。

8

【図表1-9 国別ワイン輸入量】
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(出典：
『Wands』2010 年 4 月号「特集 2010/2011 日本のワイン市場分析」をもとに作成)

また、日本国内の製品についても当然ワイン法は適応されない。日本国内では酒税法で
の管理しか存在せず、結果として、例えば海外から輸入した製品でも日本でボトリングし
て出荷してしまえば国産として扱われるといった、不十分な管理状況になっている。
■品評会
欧州などでは、古くから開催されている権威ある品評会がいくつか存在する。そこでの
評価は、そのワインの格はもちろん、そのワインを作った製造元のブランド価値にも大き
く関わってくる。日本においても品評会は開催されているものの、出品製品のうち半数が
賞を獲得しているなど、その評価の信頼性には疑問が残り、格やブランドへの影響もあま
り大きくない。
■ソムリエ
ソムリエとは一般に、ワインの味や質を評価したり、レストランなどにおいて顧客の要
望に合わせたワインを給仕したりする存在を示す。フランスではソムリエは国家資格とな
っており、約 2000 人の資格を持つソムリエが存在する5。味や、質の判断の際にはアルコ
ール分、果実分、エキス分、コク、骨格、フィニッシュなど、ワインの味といった評価、
表現軸が存在する。 また、日本においても「ソムリエ」は存在するが、これは日本ソムリ
エ協会や全日本ソムリエ連盟などの国内団体が設けた資格制度によるものであり、当然、
国家資格ではない。従って、ソムリエ登録者人数も 12,000 人と非常に多く 5、取得も比較
的容易であり、品評会同様権威の程は定かではない。
ワインはこのように、法制度、品評会、ソムリエ等、格付けや評価システムが非常に発
達した製品である。一方で、日本国内における評価機関は充分機能していない状況にある。
5

『2011 日本ソムリエ協会教本』

より
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第5項

日本市場のプレイヤーと製品

■プレイヤー
【図表 1-10 プレイヤーと機能】

日本のワイン市場のプレイヤーは大きく 3 種類に分けられる。
①総合飲料メーカー
国内でのワインの生産、輸入ワイン取り扱いの双方を行う。扱う製品の価格帯は様々で
あるが、近年では、国産、輸入ともに家庭向けの低価格製品に力を入れている。
②国産ワイナリー
国内でのワイン生産のみを行う。製品は、輸入製品や大手飲料メーカーの製品に比べて
割高なものが多い。市場におけるプレゼンスは極めて小さい。
③卸・販売業者
主に輸入ワインの取り扱いをする。ワインのみを取り扱う専門店や、酒類を扱う酒屋、
他の食品も扱うスーパー、コンビニなどがこれに該当する。品ぞろえや、輸入の際の製品
管理、接客など、様々な部分でそれぞれ差別化を図っている。
図表 1-11 はワイン市場のシェアを示したものである。2009 年の時点で、総合飲料メーカ
ーが全体の 65 パーセントをしめるものの、その寡占度は下がりつつある
【図表 1-11

ワイン市場シェア】

(出典：
『日本マーケットシェア事典』2002 年～2009 をもとに作成)
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■日本市場の製品
【図表 1-12 日本市場におけるワインの分類】

図表 1-11 は、日本市場にある製品を整理したものである。図に示すように、製品は大き
く輸入・国産に分かれる。
一般的に、格や価格の高い製品は、フランスやイタリアなどのワイン先進国と呼ばれる
国からの輸入製品であることが多い。しかし、前項でも述べたように、近年ではワイン後
進国とよばれるワイン法の存在しない国々においても良質な製品が多く生産され、日本市
場にも急速な勢いで浸透しつつある。
産地、質、価格等、多様な軸を持つ製品が日本市場にはあふれており、その価値判断は
より複雑になっているといえる。
なお、それぞれの製品についての評価をまとめると以下の通りである。
【図表 1-13 製品評価】

法制度や、生産における日本の風土の問題などから、国産製品は輸入製品に比べて不利
な状況にある。価格、質、格ともに優れた輸入製品が溢れる日本市場において、国産製品
のアドバンテージは極めて小さいと考えられる。
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第6項

消費者動向

ワインの飲用頻度や飲用場面は以下のようになっている。
【図表1-14 ワインの飲用頻度】
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(出典：マイボイスコムアンケートをもとに作成)

【図表1-15 ワインを飲む場面】
親しい友人や家族と一緒に
誕生日、結婚記念日などの記念日に
クリスマスやお正月などの季節行事の時
料理に合わせて
おしゃれなレストランに行った時
ひとりでゆったりとした気分で飲みたい時
結婚式やパーティー、会食などの時
大勢で集まる時
その時の気分次第で
ワインの味を味わいたい時
気分良く酔いたい時
来客があった時
嬉しいこと、お祝い事があった時
週末や休日にゆっくりと過ごしたい時
気分転換したい時
自分にとって「特別な日」に
普段の食事の時
お中元・お歳暮やプレゼントなどでもらった時
寝る前
その他

54.7
28.6
28.5
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8.8
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(出典：マイボイスコムアンケートをもとに作成)

アンケート結果によれば、全体の 90%弱は年に数回以下の頻度でしかワインを飲まない。
また、その場面も「特別な日に」
「皆で」と答える人が多く、普段の食事に合わせてと答え
た人は尐ない割合になっている。
ワインは普段から日常的に飲まれる製品ではなく、何か特別な「晴れの場」において「皆
で」飲まれる傾向が強い製品であるといえる。
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第2節
第1項

ワイン市場分析のまとめと「嗜好品」としてのワイン

ワイン市場のまとめ

第 1 節ではワイン市場についての分析を行った。そこから分かったことや、改善点を整
理したい。
・ かつて、ワインは日本人の食文化にはなじまず、「薬」や一部の人のみが楽しむニッチ
な「嗜好品」として扱われていた。その後、欧州文化の流入がトリガーとなり本格的な市
場が日本に起こるものの、以降の成長は何らかのブームに依るところが大きく、ブームが
去ったのちの市場は停滞・縮小している。
⇒食文化の欧化に製品は普及したものの、根本的な定着には至っていない
・ 産地や品種による「格」が非常に重視される製品であり、法、品評会、ソムリエ等、
製品の評価システムも非常に発達している。また、その繊細な製品特徴のために、生産段
階以降も、熟成、ブレンド、リボトル、貯蔵によるヴィンテージ付けなど、様々な要因で
製品に付加価値が付く。
⇒多種多様な製品を判断するための多くの評価軸が存在し、多くの知識が要求される
・ 日本市場においては、ワイン先進国からの輸入品や国産品といった従来の製品に加え、
ワイン新興国とよばれる国々からの輸入品や、家庭向けの超低価格製品なども増加。また、
国産製品への管理制度が不十分であるため、国産表記の輸入品などが市場に氾濫している。
⇒産地、質、価格等、多様な軸を持つ製品が日本市場にはあふれており、その価値判
断はより複雑である
・ お祝い等の「晴れの場」に、
「皆で」というスタイルで消費される傾向にある。
⇒食中酒でありながら、普段の食生活には浸透していない

第2項

2 章にむけて―ワインは「嗜好品」

第 2 章以降でワインへのソリューションを考える前に、今一度、ワインは「嗜好品」であ
るということを確認しておきたい。
「晴れの日に飲む」といった消費者動向や、ブームに依った市場推移からもわかるよう
に、ワインは「日常において必要だから飲まれる」という類の製品ではない。「なにかお祝
い事があるから」
「ブームとして盛り上がっているから」というイベント的な動機で消費さ
13

れる傾向の強い製品であり、必需品のように、日常の場面で消費者の方から自然に製品に
近づいてくれるという可能性は小さい。
また、製品の価値判断基準が多くあり、何を重視するかは個人の嗜好に依る部分が大き
いために、絶対的な正解といえる製品が作りにくい。例えば、安価で良質な製品ならば消
費者が必ず手に取るといえば、そうとは言いきれなない。価格よりも、製品の格や希尐価
値などのステータスを重要な判断基準とする消費者もおり、彼らにとってはむしろ高価格
であることそのものが一つの好ましい価値となる。また製品の風味も多種多様であるため、
必ずしも、質や格が高いと評されるワインが、その製品を選ぶ当人の舌に合うとも限らな
い。このように、製品のどこに価値を置き、どのような味を好み、結果どのような製品を
選択するかは、消費者の個々人の嗜好による部分が非常に大きいのである。
なくても困らないために素通りされてしまう可能性が強く、手にとってもらえたとして
も、製品の好みは個人の嗜好による部分が大きく必ず気に入ってもらえるとは限らない。
したがって、嗜好品市場の活性化を図る際には、市場に消費者を呼び込むための「いかに
消費者に製品と接触する機会を与えるか」そして、
「いかに消費者に嗜好に合った製品を届
けるか」といったマーケティングの視点が欠かせないものなのではないだろうか。
以降の章で、ワイン、及び、嗜好品市場においてどのようなマーケティングの可能性が
あるのか、考えてゆきたい。
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第2章

嗜好製品のマーケティング要素と評価

本章では、様々な嗜好品の市場にも焦点を当て消費者を取り込むためのマーケティング
項目を抽出、それに基づきワインを再び評価する。
前章でも述べたように、ワインは嗜好品であるため、消費者との接点をいかに作るかが
重要となる。他の嗜好品が、どのような工夫を行い、消費者を取り込んでいるのか。応用
できる要素を分析し、ワインのソリューションに繋げてゆきたい。
嗜好品については、一般に「生命維持に必要な栄養となることを期待しない。」「病気に
効果のある薬としての機能も期待しない 」
「しかし、それがないと寂しい」といった定義
がなされている6。しかし一方で、この定義を行った高田公理によれば、現代においてはあ
らゆる製品が嗜好品的な要素を持ちつつあるという7。そのため、この定義のみから今回調
査対象とする嗜好度の高い製品を設定するのは困難であると考える。
そこで、本稿では以下のように食品を分類し、ワインと同じ嗜好度の高い製品を調査対
象とした。

【図表 2-1 食品の分類と嗜好品の定義】

嗜好品の傾向として、製品の原材料費や製造に係る人件費といった基本的なコストだけ
でなく、ブランドや希尐価値などの付加価値も価格に上乗せされやすく、同じ製品群であ
っても価格に差が出やすくなりがちである。また、
「なくても困らない」
「その人の好みに
よる」という性質のために、必需品に比べて消費する層が限定的であったり、消費頻度が
尐なかったりする。従って、価格の開きが大きく、必需度が低い製品ほど嗜好度の高い製
品であると考え、調査対象として設定した。
なお、
「嗜好品」は、ワインと同じ「食品」を対象とし、服飾品やインテリア製品を始め
とした工業製品は対象化から除外する。
6
7

高田公理『嗜好品文化を学ぶ人のために』2008,世界思想社 より
高田公理『なぜ「ただの水」が売れるのか』2004,PHP 研究所 より
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第1節

嗜好品のマーケティング要素

「なくても困らない」製品を、人々に手に取ってもらうためにはどのような工夫が存
在するのか。上記で調査対象とした製品（ワイン、焼酎、日本酒、コーヒー、紅茶、チ
ョコ、チーズ、ハム）の市場や発展の歴史などを調べ、共通する事例や特徴を分析した。
結果、①選ぶ基準の明確さ②消費場面 ③パッケージ④イベント⑤ギフトの 5 つが目立った
要素として挙げられた。
以下その製品の事例を扱いながら、その要素が人々の消費機会の提供にどういった影響
を与えているのかの説明してゆきたい。
①選ぶ基準の明確さ
求める味やステータスなどを正しく判断しやすい程、消費者がその製品を気に入る可能
性は高くなる。逆にいえば「よくわからない」製品は自分が満足できるかどうか定かでは
ないため、敬遠されてしまいがちになると考える。
紅茶などは、ダージリン、アールグレイなど、製品の品種による風味の差がはっきりし
ており、自分の好む製品を特定しやすい。焼酎なども同様に、米、芋、麦などの原料によ
り風味の差がはっきりと異なるため、製品判断の拠り所が作りやすい。
チョコなどは、産地や原材料の質における味の差異が比較的小さく、よほどのハイエン
ド製品でない限り重視されない。その代わり、取扱店のブランドや、ラッピングといった
要素が格の判断基準として重視される。
製品の味、格に明確な判断基準が存在するほど、消費者の混乱は小さくなると考える。
【図表 2-2 嗜好品評価：判断基準の明確さ】

②日常消費場面の多さ
日常における製品の消費場面や提供場面が多い程、消費者が製品と触れるきっかけは多
くなる。
日常消費における主な場面としてまず挙げられるのが、食事時における消費である。焼
酎、日本酒などは日本食との食べ合わせが良く、価格も安価な製品が多く存在するため、
日々の食中酒として一般的によく飲用される。また、その製品単体だけではなく、料理そ
16

のものに利用されることで消費場面を増やしている製品もある。チーズ、ハム等は様々な
洋食に使われており、意識して選択せずともその消費機会が提供されている。
また、食事以外の間食、休憩時などの場面においての消費においては、コーヒー、紅茶、
チョコがよく利用される。これらの製品はどこでも手軽に手に入れられることが多く、空
いた時間に、胃袋を満たすだけでなく、気分転換などの作用を期待して利用される。
定番の食べ合わせや、手軽さにより、日常においての消費場面が生まれると考える。
【図表 2-3 嗜好品票以下：消費場面の多さ】

③パッケージ
様々な消費場面に合わせてパッケージ工夫がなされているほど、消費者は製品を手に取
りやすくなる。
パッケージの工夫として代表的なのが、製品を小分けにする方法である。その代表的な
例が、日本酒のワンカップ酒である。小分けにすることで、持ち運びや保管も容易になり、
なおかつ価格も下がるため、より気軽に製品に手を伸ばすことができるようになる。量り
売りなども、消費者の好む量だけ製品を提供することを可能する。
また、個人向け製品の開発も、消費機会の創出に大いに役立つ。コーヒー、紅茶等は製
品をドリップバッグやティーバッグに詰めることで、自宅での飲用を可能にし、消費場面
を増やすことに成功したと考えられる。
量や機能を改善することで、消費場面を広げることが可能になると考える。
【図表 2-4 嗜好品評価：パッケージ】

④イベント
バレンタインは「2/14 にはチョコを」というセオリーが確立されているため、チョコを
選ぶことそのものに価値が生まれ、多くの人々製品を手に取る。また、日本酒などは特定
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の日にち設定等はないものの、冠婚葬祭やお祝い事などの儀式の際にかならず提供される
ため、興味がない人でも否応なしに製品に触れる機会が生まれる。
「この時期、この場面にはこの製品」というセオリーをつくることで、その製品に元来興
味がない人も、様式としてその製品を消費する場面を作りだすことが出来ると考える。
【図表 2-5 嗜好品評価：イベント】

⑤ギフト
ギフトとして定着することで、その製品が選ばれる場面が増えると同時に、贈られた側
は受動的にその製品と接する機会を得ることになる。また、ギフトであるために「贈り先
に失礼のない良質なもの」が選ばれる可能性が高く、普段手に取らないようなハイエンド
製品の消費機会の創出に繋がると考えられる。
例えばバレンタインにおけるチョコなどは、普段チョコを消費しない男性が製品に触れ
る機会を創出する。お歳暮のギフトとして定着している高価なハムなども、日常で自発的
に消費される機会の尐ない製品であると考えられる。
【図表 2-6 嗜好品評価：ギフト】

以上、消費者に製品との接点を作る 5 つの要素を説明した。以降の章では、これら５つ
の要素を用いながら、マーケティングにおけるワインの現状分析や、各要素において優れ
た特長を持つ製品の事例考察を行ってゆきたい。
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第2節

成長軸の整理とワインの評価

次に、第 1 節で提案した項目を用い、ワインの評価を行う。消費者との接点を得るため
には、どのような点を改善する必要があり、どのような点を活かしてゆくべきなのか、分
析してゆきたい。
①判断基準の明確さ
【図表 2-7 ワインの格の要素】

ワインのラベルには、産地、年代が記されており、基本的にこれらの要素により、その
製品の質や格が判断される。
産地は、ワイン法により畑ごとに詳細な等級付けがなされている。原料のブドウの品種・
品質も産地によりある程度決まっており、したがって、産地からおおよその品質の味の傾
向がわかるといった仕組みになっている。また産地や品種とは別に、年代も判断基準に大
きく関わる。年により、ワインの出来には差があり、また、古い製品は熟成が進むと同時
に希尐価値が高まり、風味、格ともに大きく変化する。これら産地や年代について正しく
理解ができれば、そこから味の判断を行い、自分の好みにあった製品を見つけることがで
きるであろう。しかし、実際にワインの初心者がこれらの全ての要素を正しく理解し味の
傾向をつかむのは、その複雑さからほぼ不可能である。
加えて、日本のワイン市場には総合飲料メーカーの超低価格パック製品から、国産ワイ
ン、アメリカやチリなどの従来の産地評価が適用出来ない製品なども次々と登場し、製品
はより多種多様になっている。
ワインには様々な製品判断の軸が存在するうえ、製品の多種多様さもあいまって、非常
に複雑で商品選択の際に混乱が生じやすい製品であるといえる。
②消費場面
ワインにまつわる言葉に「マリアージュ」というものが存在する。これは、ワインと食
材との「食べ合わせ」を意味するものであり、この言葉からもわかるように欧州において
ワインは食事の友として飲用されてきた。しかし、第 1 章の消費者動向から、日本におい
て、ワインは主に「晴れの場」で消費される傾向にあり、普段の食事と絡めて飲用すると
答えた消費者は尐ない。これはなぜなのか。
考えられる要因の一つとして、まず、和風の食文化が挙げられる。一般的に、ワインは
洋食と合わせるのが一般的であり、和食文化の日本においては必然的に登場場面が尐なく
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なってしまう。また、アルコール度数の問題もある。ワインのアルコール度数は 12~14%
であり、750ml もの度数の高い酒を日常で消費するスタイルは、アルコールの分解能力の
低い日本人には合わないものであると考えられる。
また、飲食店等業務用の消費場面についても触れたい。インタビューによれば、高級飲
食店などにおいてワインは定番の飲み物として受け入れられている。また、洋食の料理店
であれば、ほぼ必ずワインが揃え得られており、消費量も多い。一方で、中・低価格の居
酒屋では、一応ワインは置いてはあるものの、ビール、酎ハイ、日本酒など様々なコスト
パフォーマンスの高い酒に比べやや割高で、高級なイメージのあるワインは敬遠されがち
だという。
ソムリエへのインタビューによれば、ワインは日本食も含め、様々な食品に合う製品で
ある。しかしながら、従来のイメージや、日本の食文化、他の酒との競争等の要因などに
より、日常の消費においては敬遠されがちになっていると考えられる。
③パッケージ
ワインのパッケージは、そのほとんどが 750ml のワインボトルである。このボトルには、
「高級感がある」
「おしゃれ」というイメージが定着しており、ギフトや記念日などを演出
する際に非常に好まれる。デザイン面においては、非常に良いイメージを作り出すことに
成功していると考えられる。
一方で、機能面からみると、決して日本市場に適したものであるとは言えない。ワイン
はいったん封を開けると务化が激しいために、出来るだけ早く飲みきらなければならず、
日本酒や焼酎のようにもう一度封をして長く保管しておくことが出来ない。そして前述の
とおり、ワインのアルコール度数は約 12~14%と他の食中酒に比べると比較的高めである。
従って、必然的に 750ml もの量の度数の高いアルコールをいっきに取り入れるというスタ
イルになってしまい、アルコールに弱い日本人には適さないものであると考えられる。
中には約半分の 350ml の小瓶や、大容量の紙パック製品も存在する。これら製品の中身
はブレンド・リボトルされた超低価格のものであり、品質はさほど良くなく、市場にもあ
まり広まっていない。
ワインのパッケージは、デザイン面では優れており良いイメージがついているものの、
機能面においては日本人の消費スタイルに適さないものであるといえる。
④イベント
ワインには「ボジジョレヌーボー解禁」というイベントが存在する。
「ボジョレー」とは、
フランスのブルゴーニュ地方南部に隣接する丘陵地帯ボジョレーで生産される赤ワインの
ことを指す。また、
「ヌーボー」とは、その年に収穫されたブドウの出来具合を確認するた
めの試飲酒のことを指し、業者などの毎年大量にワインを購入する人にとっては、その年
の購入量を決めるための目安ともなっている。
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このボジョレヌーボーは毎年、11 月の第 3 木曜日に解禁される。日本市場においては、
このボジョレヌーボーを空輸で仕入れ、
「世界で 1 番最初に飲める」といううたい文句での
もと、業界全体で解禁日を決め、足並みをそろえて一斉に流通させている。
【図表2-8 ボジョレヌーボー輸入量推移】
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(出典：
『Wands』2010 年 4 月号「特集 2010/2011 日本のワイン市場分析」をもとに作成)

【図表2-9 ボジョレヌーボ出荷先(2008)】

10.2%
2.0%
2.2%
1.4%
2.2%
3.6%
5.5%

45.9%
11.5%
14.2%

日本
アメリカ
ドイツ
オランダ
ベルギー
イタリア
台湾
スイス
チェコ
イギリス
その他

(出典：SOPEXA ホームページプレス資料をもとに作成)

図表 2-8 はボジョレヌーボーの消費量の推移である。こうした取り組みのかいあり、イベ
ントを仕掛けた 1987 年以降、ボジョレヌーボーの消費量は著しく伸びた。
また図表 2-9 はボジョレヌーボーの出荷先の構成比である。日本におけるワインの輸入量
は、約 18 万リットルであり、これは決して世界の中で大きい数字ではない。にもかかわら
ず、ボジョレヌーボーの輸入に関しては 45.9%もの割合を占めている。また、上述の通り、
ボジョレヌーボーは世界で一番に解禁するためにコストのかかる空輸で仕入れられ、結果
として他のワインにくらべて割高な製品となっている。加えて、
「ヌーボー」という「試飲
酒」という性質上、必ず毎年安定して質の良い物が提供されるとは限らない。
コストも割高で、質も不安定で、海外では人気ではないという製品であるにも関わらず
日本市場においては消費量を伸ばすことに成功した。単純な質や価格の要素だけでなく、
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ワインの非日常的なイメージや、年代、時期という様々な情報を利用することで、人々を
取り込むことに成功した例であると考える。
⑤ギフト
インタビューによれば、価格や格などのステータスの高いワインは「良いモノ」「ありが
たい品」として受けとられるため、贈り物として適しており、実際に対個人用のギフトと
しての需要も尐なからず存在するという。しかしながら、ワインのギフト市場規模をみた
ところ、決してその値は大きいとは言えない。例えば同じ酒類である日本酒のギフト市場
規模は約 588 億円、その他の洋酒は約 70 億円であるのに対し、ワインは約 12 億円となっ
ている8。
未だ市場が小さい理由として、いくつかの理由が挙げられる。
まず、ワインを普段飲む文化が浸透していないことが理由の一つとして挙げられる。前
述の通り、ワインを日常で消費するスタイルは根付いていないために、ワインを贈っても
相手が飲用の扱いに困ってしまうのではないかという考えが働き、結果として敬遠されて
しまう。
また、製品の質や味が多岐にわたるため相手の嗜好に合うか否かの判断ができないこと
も理由の一つとして挙げられる。自力での製品判断が困難であるがゆえに、味や格の判断
に戸惑い、果たして自分の選ぶ製品が相手の好みに合っているのか、失礼のないものなの
かといった判断がしにくく、結果としてより無難な製品へ流れてしまう。
こうした扱いにくい性質やイメージにより、ギフトとしての高いポテンシャルを活かし
きれていない状況にあると考えられる。

ワイン評価まとめ
【図表 2-10 ワイン評価】

図表 2-10 は、第 2 節の評価をまとめたものである。軸を用いてワインの分析を行った結
果、以下のような改善点や弱みがみつかった。

8

『ギフト市場白書』矢野経済研究所,2009 より
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・ 判断軸が多く存在し、製品を選ぶ際に混乱が生じる
・ 製品のアルコール度数が高いにかかわらず、容量が大きく、保存が利かないため扱い
にくい
・ 使い勝手の悪さや、割高なイメージから、敬遠されがち
・ 年代、希尐価値等さまざまな付加価値が存在し、イベントに仕立てやすい
・ ギフトとしてのポテンシャルはあるものの、それを活かしきれていない
これらをいかに解決してゆけばよいのか。ワインのソリューションを考える前に、次節
で他の嗜好品においてどのような取り組みがなされているのかを分析し、ワインへの応用
を考えたい。

第 3 節 他製品の事例考察
前節でワインのマーケティングの評価をした結果、いくつかの項目において改善点が見
られた。では、他の製品は、ワインの課題とされる項目においてどのような工夫を行って
いるのか。ワインの不得手とする点において効果的な取り組みがなされている製品の事例
を分析し、ワインへの応用を検討したい。
第1項

製品の分かりやすさ：スペシャリティコーヒーの販売方法を例に

コーヒーの銘柄として、よく「キリマンジャロ」
「モカ」「ブルーマウンテン」といった
言葉を耳にするが、これらはすべてその豆の産地を示すものである。これら豆の産地によ
り味や質は異なり、ワインのような法制度こそ存在しないものの、地域や畑レベルでの細
かい格付けなども存在する。特に、コーヒーの中でも嗜好度の高いハイエンドの「スペシ
ャリティコーヒー」と呼ばれる製品においてはこうした産地の要素は重要視され、その味
や質の判断においても、甘さ、酸味、質感、風味特性などの一定の評価軸が存在する。こ
のように、製品のわかりやすさという観点においてみれば、コーヒーもワイン同様複雑で
あり、馴染みの無い消費者にとっては直感的に理解しづらい製品であるといえる。
しかしながら、近年、こうしたスペシャリティコーヒーは喫茶店向け、家庭向け双方に
おいて、その市場規模を拡大しているという9。そこには消費者を取り込むためのどのよう
な工夫が存在するのか。その効果的な要素の 1 つとして、コーヒーの焙煎屋における接客
や試飲を通じた製品提供方法が挙げられると考える。
焙煎屋で扱う製品は、上述のような豆の品質や格が重視されるスペシャリティコーヒー
と呼ばれる製品であり、一般的にその店舗で焙煎した豆を個人や飲食店向けに量り売りで
9

『コーヒーの需要動向に関する基本調査』「近年の動向」2010,全日本コーヒー協会 より
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提供する。その際、焙煎屋はただ製品と代金のやりとりをするだけでなく、必ず客とコミ
ュニケーションをとるという。これは、その製品販売形態が量り売りであることに起因し
ている。
右の写真は、インタビューに伺った
HORIGUCHI COFFEE の売り場の写真である。

【図 2-11 コーヒー豆の販売形態】

この HORIGUCHI COFFEE に限らず、ほとん
どの店において製品はこのようにショーケース
に並べられており、消費者は購入の際には欲し
い豆と、欲しい分量を店員に伝えなければなら
ない。パッケージ化された製品であれば、製品
を手に取り、そのままレジへ向かってしまえば、
店員とやり取りをせずとも商品を手に入れるこ

(出典：HORIGUCHI COFFEE ホームページ)

とが出来てしまう。しかし、こうした量り売り
の製品においては、上記のように自分の欲しい製品を店員に伝えなければならず、店員と
の何らかのコミュニケーションが必ず生じる。結果として、店側はその消費者の好みや、
求める量、目的といった情報を引き出す機会を得、最適の製品を勧めることが可能となる。
消費者とのコミュニケーションにより、製品の判断を店員が代わりに行い、消費者の求め
る製品を提供することが出来るのである。
また、こうした店においては、試飲も極一般的に行われるという。扱うコーヒー豆は高
価であるものの、バラ売りのために、ほんの尐しだけコーヒーを淹れ、提供することが可
能なのである。消費者は、様々な製品に触れる機会に恵まれ、自分に合った製品を確実に
見つけることができる。
このような商品提供方法による顧客の満足度は高く、初心者として来店した多くの人が
リピーターとして定着するという。店員の製品判断の仲介と、試飲という体験により、消
費者はコーヒーの知識の多くを持たずとも、自分の求める製品を手に入れることができる
と考えられる。
第2項

パッケージ：日本酒の小分け製品を例に

製品のパッケージの改変の代表例として、日本酒の「ワンカップ」酒が挙げられるだろ
う。今では広く使われる「ワンカップ」という名称だが、これはワンカップの先駆けであ
る大関株式会社の登録商標である。このワンカップ酒について、1989 年の新聞記事におい
て以下のような記述がある。

―いつでも、どこでも気軽に飲める日本酒「ワンカップ大関」が根強い人気を維
持している。一九六四年の発売以来、コップ入りの一口サイズの日本酒では他社
の製品に大きく水をあけトップシェアを保ち続けている。～中略～一升瓶で売っ
ていた同社の清酒「大関」を、一合サイズの厚手のガラス容器に詰めた。日本酒
24

といえば、腰をすえてじっくり飲むものという固定観念を捨て、缶ビールのよう
な手軽さを持ち込んだのが最大の特徴だ。コップ酒というと、酒屋の店先で立ち
飲みという悪いイメージが定着していた時代に、あえてコップ酒に挑戦したとい
う点でも、業界の常識をくつがえす商品だった。－
（1989,日経流新聞,4 月 29 日,p22 より）
一升瓶での消費が一般的であった当時の日本酒業界

【図 2-12 ワンカップ製品のパッケージ】

において、ワンカップ酒は飲用スタイルに大きな変革
をもたらし、その利便性や目新しさは消費者層の拡大
に貢献した。
こうして市場に定着したワンカップ酒であるが、
2005 年前後にもう 1 度ブームを迎える。それは、
「地
酒」のワンカップ製品が引き金となったものである10。
従来のワンカップ酒の中身が大衆製品であったのに対
し、この時のブームにおいて、その中身は割高な地酒

(出典：jizake.com ホームページ)

である。高級で一升瓶の容量では気軽に手を出せない地酒であっても、小容量ならば一製
品あたりの価格は下がるため気軽に手を出せる。ラベルのデザイン性の高まりもあいまっ
て、ハイエンド層商品に人々が触れるきっかけを作りだした。
製品を小分けにすることで利便性を高め、様々な製品との接触機会が増大したと考えら
れる。
第3項

消費機会の増大…ローエンドの存在、製品の棲み分けが明確な焼酎を例に

焼酎は、酒類全体の消費量が縮小するなかで消費量を伸ばし続けている数尐ない酒の一
つである。この焼酎の特徴として、低価格で癖の無い大量生産製品が存在し、伝統製法に
よる高価格製品との棲み分けが明確になされていることが挙げられる。
工業化されている製品は、低価格大衆品として大規模な広告展開がされており、販路も
スーパーやコンビニ等を通じ全国各地に広く展開している。また、甲類焼酎の多くは割も
のに使用され、度数を下げたり、甘い風味を加えたりといった飲用方法により、焼酎独特
の癖や高めのアルコール度数を好まない層にも広く受け入れられる製品になっている。
安く飲みやすい味で日常の生活に浸透し、それと対比としてハイエンドの本格焼酎のプ
レミア感が高まると同時に、販路の多い製品で消費者との接触を増やしハイエンド製品へ
興味を持つ素地を作ることにも成功していると考えられる。

10

『酒類市場・マーケティングパワー調査』2009 年,総合企画センター大阪
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より

図表 2-13 は市場の成長と、ブーム、トレンドの変遷を、図表 は現在の焼酎市場の製品
を整理したもの示したものである。

【図表2-13 焼酎の消費量推移とトレンド】
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(出典：国税庁ホームページ『酒のしおり』をもとに作成)

【図表 2-14 日本市場における焼酎の製品整理】

安く飲みやすい味と販路の展開で、焼酎は日常の生活に浸透した。結果として、そうロー
エンド層の対比としてハイエンドの本格焼酎のプレミア感を高めると同時に、ハイエンド
製品へ興味を持つ素地を作ることに成功したと考えられる。
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第4項

ギフト・イベント：チョコのバレンタインを例に

嗜好品のギフト及びイベントに関して、最も成功した例として「バレンタイン」が挙げ
られる。日本のバレンタインの起源には様々な説があるが、1936 年には既に「バレンタイ
ンにチョコを」というキャッチコピーの広告が存在したことが確認されている。その後、
デパートにおいてバレンタインを流行らせようとする試みが行われたものの流行らず、本
格的に普及したのは、大手メーカーなどもバレンタインに向けての販売戦略を練りだした
1960 年代後半になってからである11。
現在においては、バレンタイン期におけるチョコの消費量は年間消費量の約 2 割に相当
する。イベントにより消費機会を作りだし、市場の拡大に貢献したといえる。
【図表2-15 チョコレートの月別支出金額】
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(出典：総務省統計局ホームページ『チョコレートへの支出』をもとに作成)

また、このイベントの優れていた点として、
「女性から男性へ」という贈答スタイルを仕
立て上げたことが挙げられる。前章において、ギフト市場を開拓するメリットの一つとし
て、自分自身では手に取らない製品に受動的に触れる機会を創出するという点を挙げた。
バレンタインにおいては、贈り先を男性に設定することにより、高級なチョコレートには
縁遠かった層に対し効果的に消費機会を提供することに成功したと考えられる。
贈答イベントを作ることで、より多くの消費者が製品に触れる機会を作りだすことに成
功した例であると考えられる。

第4節

まとめ：ワインの問題点と改善可能性の整理

第 2 章では、評価軸を設け、それをもとにワインの評価と他製品のソリューション事例
考察を行った。その結果を整理したい。
【図表 2-16 ワインの評価と改善提案】
11

日本チョコレート・ココア協会ホームページ『バレンタインデーとチョコレート』
http://www.chocolate-cocoa.com/dictionary/history/valentine/v01.html
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・ 製品の分かりやすさ
ワイン評価：判断軸が多く存在し、製品を選ぶ際に混乱が生じる
ソリューション例：消費者個人の背景や目的に合わせた製品を提供する
試飲で消費機会を増やすとともに、その人の好みを正確に把握
・ パッケージ
ワイン評価：製品のアルコール度数が高いにかかわらず、容量が大きく、保存が利か
ないため扱いにくい
ソリューション例：製品の小分けにより、手軽な消費を可能にする
・ 消費機会
ワイン評価：使い勝手の悪さや、割高なイメージから、敬遠されがち
ソリューション例：価格・味・アルコール度数などの工夫により消費機会を広げ、
ハイエンドへの潜在顧客を創造する
・ ギフト、イベント
ワイン評価：さまざまな付加価値が存在し、イベントに仕立てやすい
ギフトとしてのポテンシャルはあるものの、それを活かしきれていない
ソリューション例：イベントの創造により、ギフトとしてのイメージを定着させる
ギフトとして扱うことで、より高価格の製品に触れたり、馴染み
の無い層が製品に触れたりする機会を増やす
以上、マーケティング項目の抽出とそれに基づく製品評価により、ワインが消費者との
接点を拡大する際の具体的な課題やソリューションの可能性が明らかになった。これらを
踏まえ、具体的なソリューション方法の提案を行ってゆきたい。
28

第3章

ワインのソリューション

第 1 章、第 2 章で挙げた改善点や、他製品における取り組みの例を踏まえ、ワインにつ
いて考えられるソリューションを考えてゆきたい。

第1節

販売店における接客、情報提供の改善

第 2 章におけるワインの製品の分かりやすさについてのまとめは以下の通りである。
・ 製品の分かりやすさ
ワイン評価：判断軸が多く存在し、製品を選ぶ際に混乱が生じる
ソリューション例：消費者個人の背景や目的に合わせた製品を提供する
試飲で消費機会を増やすとともに、その人の好みを正確に
把握
これをもとに、ワインの販売店の接客や情報提供の方法、及び、人材育成などについて
の提案をしたい。
第 1 項 販売店の接客、情報提供の改善
前章までの分析から、消費者からの要望を汲み取る丁寧な接客と、試飲による製品理解
が、消費者の嗜好にあった製品を提供するためには有効であるということがわかった。し
かしながらワインの取扱店の形態は様々であり、すべての店においてそのような販売方法
を一様に取り入れるのは、現実的には困難である。
そこで、ワイン販売店を以下のように分類、セグメントごとに接客や情報提供方法の提
案を行いたい。
【図表 3-1 ワイン販売店の分類】
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まず、提案を行う前に、販売店における情報提供方法と試飲の状況を確認しておきたい。
情報提供方法の現状として、ワインの専門度が高くなるにつれ、より多くの情報を POP
や接客を通じて伝える傾向がある。専門店の多くは個人経営であり、製品はワインに精通
したオーナー自ら選んだものが多い。したがって、店のもつ大量の製品情報や、主観によ
るお勧めなどが押し出されていることが多い。逆に、ワインの専門度が低く、他の食品と
一緒に扱われるようになるにつれ、製品はただ陳列されているだけの状態になりやすい。
こうした店において、消費者はワインだけを求めてくるわけではないため、店員も必ずし
もワインに精通している必要がない。他の製品と同様、ワインは食品の一つとして扱われ
る。
次に、試飲について述べたい。現状、ワインの試飲を積極的に行う店はあまり多くない。
これは、ワインは他の酒などに比べて製品単価が高く、また、産地や年代により製品が細
分化されるため、一つ一つの製品の数量が尐ないためである。この傾向は、扱う製品が高
級になればなるほど強くなる。高級ワインなどは希尐価値の高い製品を扱うため、店に同
じ製品が 1，2 本しかないといったような状況も珍しくない。そのため、高級で、ほとんど
在庫がない製品を試飲に回すことは不可能であると考えられる。
以上、情報提供方法と試飲に関するワイン販売店の状況を述べた。これらをふまえ、各
販売店がどのような取り組みをすればよいのか、提案してゆきたい。
①高価格専門店系⇒店員による消費者情報の聞き取りやアドバイスの強化
高い製品を尐数売るスタイルの高価格専門店においては、客一人一人の好みや目的を聞
き出し、それに合った情報を提供するやり方が適していると考えられる。上述のとおり情
報の提供は盛んにおこなわれているものの、消費者自身がそれらの情報を消化し、自分に
合ったワインを選び出すのは困難である。店の持っているワインの情報を押し出すだけで
なく、客の情報も引き出しそれに合った製品を提供する、アドバイザーのような方法が、
消費者のワイン選びの際には大きく役に立つのではないだろうか。
デイリー専門店系⇒試飲の強化
デイリー専門店で扱われる製品は、比較的大量に生産され、価格も安価であるものが多
い。したがって、試飲が可能なのではないかと考える。
一方、一人の客に時間をかけるような接客方法はその店の性質上、適していないと考え
られる。デイリー専門店は、高い製品を尐数売ること高価格店とは違い、安い製品を多数
売る必要がある。そのため、客の回転を高めなければならず、客一人一人に懇切丁寧な接
客を行うことは現実的でない。
したがって、試飲により、消費者自身で直接味を判断してもらうが適していると考える。
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スーパー系⇒表示情報の強化
スーパーの特長として、ワイン以外にも多数の食品が揃えられていることが挙げられる。
これらの食品のなかにはワインに合うものも尐なくない。従って、食品売り場から、その
食品に合うワインの情報提供をしたり、ワイン売り場から、そのワインにあう製品の情報
提供をしたりといった、
「ついでにワインも」と誘導する情報表示が有効であると考える。
第 2 項 店員の人材育成強化
また、高価格専門店に対する店員に消費者情報の聞き取りやアドバイスの強化の提案に
ついて、もう尐し述べてゆきたい。
前述の通り、ワイン専門店においては、産地、年代、各、生産者、格付け評価など、様々
な情報が提供されている。このように製品の知識やステータスに重きを置く傾向は、専門
店に限らず、ワイン業界全体によく見られるものである。第 1 章で述べたように、ワイン
の世界には厳格な法制度や格付け機関などが存在し、ソムリエなどの味の表現にも「骨格」
「フィニッシュ」といった基本軸が設けられている。このように、ワインは、知識や様式
の世界が非常に発達しているのである。
しかしながら、馴染みがない人々にとってはこれらの世界は理解しがたく、近寄りがた
いものに感じられてしまう。こうした多くの情報に阻まれて、肝心の味や、自分の目的に
合っているのかといった判断が下しにくくなってしまうのではないだろうか。
そこで、以下のような「優秀なアドバイザーをそろえた専門店」といった店のあり方の
可能性を考えたい。
【図表 3-2 販売店における接客の強化】

製品の品揃えや、その情報が押し出される傾向にあるなかで、人の背景をくみ取って製品
提供ができるアドバイザー的な人材の育成につとめることで、消費者の製品選択が容易に
なるのと同時に、
「ここの店に行けば、必ず満足のいくワインが手に入る」 「ここの店の
店員は頼りになる」という信頼やブランドを構築することができるのではないか。
上述のとおり、ワインの専門店の多くは個人経営であり、オーナーこだわりの製品を提
供する傾向にある。したがって、専門店同士の差別化もこれら製品によって行われている。
そうした状況のなかで、製品の説明や接客を押し出すことは、初心者層の獲得や店の差別
化に大いに効果的であると考える。
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第2節

製品パッケージの改善、小分け製品の可能性

第 2 章におけるパッケージについてのまとめは以下のとおりである。
・ パッケージ
ワイン評価：製品のアルコール度数が高いにかかわらず、容量が大きく、保存が
利かないため扱いにくい
ソリューション例：製品の小分けにより、手軽な消費を可能にする
ワインのパッケージは 750ml 容量のビンボトルがほとんどであるが、ワインは一度空気
に触れてしまうと製品の务化が激しく保存が利かないため、封を開けたらこの 750ml をで
きるだけ早く消費しなければならず、非常に不便である。そこで、日本酒において成功し
た例をワインにも応用し、消費者がより手軽に製品を手にとれる製品形態と、その効果を
検討したい。
日本酒においては、安い大衆酒をワンカップにサイズに収めるトレンドと、高級な地方
の地酒をデザイン性の高いワンカップ酒に収めるトレンドが存在した。しかしながら、現
状、ワインにおいては有力な大衆酒というのは存在しない。ワインは産地や葡萄の品種年
代によって製品が細分化されしまうため、全国的に大量に流通するような製品があまり存
在しないのである。したがって、後者の高級な製品を小瓶に詰める方法を検討したい。
高級なワインの小容量製品を作るとどのような効果が期待できるだろうか。
まず、値段そのものが安くなるため、手を出しやすくなると考えられる。インタビュー
によれば、それなりの格でやや高級とされるワインの価格は、750ml でおおよそ 2000 前後
からとなっている。単純に計算すれば、グラス一杯強の 150ml ならば、420 円程度の価格
となり、今まで敬遠してきたような高価格の製品に対しても手が出しやすくなる。
また、個人の日常での消費に適した分量の提供となり、単身者にとっても気軽に消費で
きるものになると考えられる。一人で一度に 750ml もの量の度数の高いアルコールを消費
するのは、アルコールに弱い日本人の日常生活には適さない。小容量にすることで、一人
でも飲み残すことなく消費することが可能となり、敬遠される要素を取り除くことに繋が
ると考える。
また、一度により多くの種類の製品を楽しむことが出来るようになると考えられる。よ
り多くの製品に親しむことで、自分の好みの製品に辿りつきやすくなるのではないだろう
か。
伝統的で、おしゃれなイメージのあるワインボトルではあるが、機能面においては優れ
ているとは言えない。小分けにすることでより手軽に製品を手に取りやすくなり、消費頻
度の拡大に繋がるのではないだろうか。
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第3節

日本市場に適した製品の普及

第 2 章での消費機会についてのまとめは以下のとおりである
・ 消費機会
ワイン評価：使い勝手の悪さや、割高なイメージから、敬遠されがち
ソリューション例：価格・味・アルコール度数のライトなローエンド製品の普及
ワインは、その割高なイメージや、容量の多さ、アルコール度数の高さ、日本食との食
べ合わせ文化の不在といった要因から、日常の消費においては敬遠されてきた。容量に関
しては、前節の小分けパッケージの提案において改善の可能性を示した。では、他の要素
についてもなにか改善はできないのだろうか。
2 章では、幅広い消費場面の要因として、味や価格、アルコール度数がライトな焼酎のロ
ーエンド製品の存在を挙げた。ワインにおいても、同様の位置づけの製品を作りだし、新
たな消費者層の開拓や、消費機会の普及に繋げることはできないのであろうか。
可能性の一つとして挙げられるのがスパークリングワインである。スパークリングワイ
ンは、通常のワインにくらべて癖がなく、さわやかな風味を持っている。また、その製造
の段階で甘味がくわえられている製品や、アルコール度数が下げられている製品などもあ
り、より飲みやすいものとなっている。味の癖が小さいため、様々な料理にも合いやすい。
【図表3-3 スパークリングワイン輸入量推移】
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(出典：
『Wands』2010 年 4 月号「特集 2010/2011 日本のワイン市場分析」をもとに作成)

図表 3-3 はスパークリングワイン輸入量の推移である。ワイン全体の消費量が落ち込んで
いる 2000 年代においても、スパークリングワインは順調にその値を伸ばしている。また、
これらの伸びは特にブームにけん引されるようなものではない。上記のような風味が消費
者の嗜好に合い、受け入れられるようになっていると考えられる。
こうした飲みやすいライトなワインが多くの場面で取り扱われることで、新たなワイン
消費者層を開拓することが期待できるのではないだろうか。
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また、消費機会増大に繋がるもう一つの可能性として挙げられるのが、近年増加しつつ
ある安価な新興国ワインの存在である。
【図表3-4輸入ワイン小売価格別販売量構成比（720mlあたり）】
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(出典：
『Wands』2010 年 4 月号「特集 2010/2011 日本のワイン市場分析」をもとに作成)

図表 3-4 は、輸入ワイン 750ml (ワイン一本分)あたりにおける価格帯別の国内販売量構
成比である。500 円以下の製品は全体の 6%しか存在しない。小売店におけるビールやカク
テルが一製品当たり 350ml で 150 円弱であることを考えれば、やはりどうしても製品単価
が高く、手軽さの面で务ってしまう。
しかしながら、インタビューによれば、新興国、特にチリのワインであれば、他の酒に
务らない価格でも良質の製品を提供することできる可能性があるという。
チリワインの輸入には以下 3 つの利点がある。①チリと日本は FTA 貿易協定により、輸
入に関税がかからない。②程よく寒暖の差があり、乾燥した土壌であるためブドウの生産
に適している。ブドウの天敵である害虫もチリには生息していない。③人件費や物価が安
い上、ほぼ人の手で醸造されるため丁寧な昔ながらの製法を保てる。こうしたアドバンテ
ージにより、チリワインは他国のワインと比べて平均して 1 リットルあたり 500 円以上安
く仕入れることができ、なおかつ質も高いという、非常に優れた製品に仕上がっているの
である12。また、欧州のように細かい地域や畑への格付けの仕組みも出来あがっていないた
め、ステータス的な要素が薄く、格などによる付加価値の上乗せがしにくい。
このようなコストパフォーマンスの高い製品を積極的に流通させることで、気軽に、お
いしいワインを楽しむ機会を増やすことができるのではないだろうか。
焼酎をはじめとする多くの製品は、大衆製品が広まったのち高付加価値製品へ、という
トレンドの変遷を経て市場成長を遂げている。それは消費者個人においても同じなのでは
ないであろうか。どの嗜好品についても、消費者がはじめから高付加価値製品を手にとる
というのは稀なことのように思われる。安価であったり、味に癖が尐なかったりといった
ハードルの低い製品に触れることでその製品に親しみを持ち、それからより高付加価値な

12

『Wands』2010 年 4 月号「特集 2010/2011 日本のワイン市場分析」
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より

製品を求めるようになるのが、一般的な消費者の流れなのではないだろうか。軽い風味や、
コストパフォーマンスの優れたワインを多く流通させることで、より多くの人が気軽に製
品を楽しむ機会が生まれ、ひいては将来のハイエンド製品の消費者を作りだすこと繋がる
のではないかと考える。

第4節

イベントの創出－成人式ワイン

第 2 章でのギフト・イベントについてのまとめは以下のとおりである。
・ ギフト、イベント
ワイン評価：さまざまな付加価値が存在し、イベントに仕立てやすい
ソリューション例：イベントの創造により、ギフトとしてのイメージを定着
させる
ギフトとして扱うことで、より高価格の製品に触れたり、
馴染みの無い層が製品に触れたりする機会を増やす
以上を踏まえ、ワインのギフト消費を奨励する「成人式におけるワイン贈答」イベント
というものを提案したい。これは、ワインの「年代」という項目のみに注力したイベント
を仕立てあげることにより、成人のワインとの接触機会の創出と、高価格製品の消費機会
の増大を狙うものである。
【図表 3-5 ワインの格の要素と注力項目】

「ボジョレヌーボー」という一つの産地や、
「ポリフェノール」といった一つの性質に注目
が集まり消費が伸びたように、このイベントの際も、成人式用の年代、つまり「20 年モノ
のワイン」という要素のみを押し出した分かりやすい製品展開を行う。そうすることで「20
年モノさえ選んでおけば大丈夫」という状況を作りだし、格や産地等様々な要素を考慮し
た難しい製品判断のわずらわしさを取り除くことができると考える。
ちなみに、20 年モノのワインの価格は、安いものは 3500 円から、高い物は万単位のも
のまで存在する。基本的に、欧州の新興国ワインや日本国産の製品は比較的高価であり、
新興国ワインは安価である。この価格に合わせ、販路や対象を以下のように設定する。
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【図表 3-6 イベントにおける製品価格と販路】

安価なワインは、あまりお金を持っていない新成人自身が購入する場所に対して提供す
る。例えば飲食店、ホテル、自治体等に対し低価格な 20 年モノワインを流通させることで、
同窓会やパーティーにおいて消費する機会を作せると考える。
また、高価なワインは新成人自身ではなく、その親族向けに自宅消費用のギフトとして
店頭販売を行う。
「記念イベント」
「贈り物」という情報をつけて提供することにより、普
段は手に出さないような高額の製品にも手を伸ばしやすくなると考える。
このように、
「成人式にはワイン」のセオリーを作ることで、酒を飲めるようになった新
成人に対してワインと接する機会を作りだすのと同時に、「特別な日」のギフトとして高価
な製品を購買する動機をつくることができるのではないだろうか。
ワインは、製品の産地、年代や、ステータスといった、知識や様式に関する部分が非常
に発達した製品であるために、場の演出に非常に優れている。イベント的な消費機会をつ
くることで、ワインに馴染みがない層に、演出された場を楽しむという目的のもとでワイ
ンを消費させることができるのではないだろうか。
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おわりに
まとめ
嗜好品とは、言ってしまえば「なくても困らない製品」であり、なんらかのきっかけが
なければ人々はその嗜好品を手に取ることなく通り過ぎてしまう。
特に、酒類においては、成人人口の減尐や「酒離れ」「低アルコール化」と呼ばれる消費
傾向の変化といった厳しい環境に置かれており、現状から何の改善をせずとも市場が自然
に成長してゆくといったことはまずないであろう。
とりわけワインという製品は、他の酒と比べて日本の食文化との相性が良いわけでも、
コストパフォーマンスが良いわけでもなく、日本市場におけるアドバンテージは小さい。
また、その製品情報も複雑、かつ日本市場には多種多様な製品があふれており、どの製品
が自分の舌に合うのかの判断も容易ではない。
こうした嗜好度の高い製品を、馴染みのない消費者が日常生活において自発的に製品を
手に取り、更にそれを気に入るという可能性は極めて低いのではないだろうか。
知識や様式が発達した製品であるがゆえに独特の世界を構築し、
「わかる人たち」だけで
完結してしまいがちな製品であるが、新しい消費者を呼び込まなければその世界はいつか
消えてしまう。
よって、消費者を積極的に取り込み、ワイン市場を活性化してゆくためのマーケティン
グの工夫が重要であると考えられる。嗜好品という、人の好みに依る部分が大きい製品だ
からこそ、人に近い視点での細やかな工夫や取り組みが一層必要とされるのではないだろ
うか。様々な取り組みで門戸を広く開き、人々を積極的に呼び込むことで市場の活性化を
実現すると同時に、その製品を深く愛する、将来の嗜好品の世界の担い手を育てることに
繋がると考える。
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インタビュー先
シニアワインアドバイザー

庄司 珠世

ごとうワイン店

後藤

様

エノテカ広尾店

町田

様

内藤商店

東條

晃一

様

焼酎オーソリティ

松井

繁夫

様

菅野商店

様

様

株式会社アルパージュ

森

ベルギートラベルセンター

中島

俊樹

様

中澤

恒夫

様

紅茶専門店

ラ

テイエール

さわやこおふぃ

節子

様

様

販売現場訪問先
カルディ藤沢店 様

さいか屋藤沢店

様

明治屋藤沢店 様

やまや道玄坂店 様

信濃屋道玄坂店 様

信濃屋馬車道店 様

ガーデン大船店 様

エノテカ横浜店

成城石井大船店 様

成城石井恵比寿店 様

ヴィノスやまざき中目黒店 様

恵比寿パーティー 様

Vin sur Vin 様

カーヴドリラックス 様

イル・カリーチェ 様

Union 元町店 様
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クイーンズ伊勢丹藤沢店 様

メルカタ間淵 様

様

など

