
ベルリンで開催されたワイン・コンテスト「ベ
ルリン・ワイン・トロフィー」に参加すること

になり、ラインガウのワイン産地にも足を運ぶこ
とにした。1980年代から辛口リースリングへの
方向転換をした理由、1990年代からのリースリ
ング・ルネッサンスと呼ばれる劇的な品質向上
の背景とは、VDP（ファウデーペー／ドイツ優
良ワイン生産者協会）による畑の格付けについ
て、TDNが原因物質だとわかっているリースリ
ングのペトロール香についてドイツの造り手は
どう考えているのか。いくつかの疑問を解くべく、
VDPに加盟しているワイナリーを中心に、ライン
ガウの7社を訪問した。

2012年ヴィンテージから有効な 
ファウデーペー（VDP）による格付け

　ドイツのワイン法は、ぶどうの糖度を基準に
している。しかしVDPでは、ワインの品質はブド
ウの糖度だけでは測ることができず、根本的に

畑の条件によって異なるという考え方に基づき、
フランスのブルゴーニュの畑の格付けに倣った、
独自の基準をもうけている。それは、以下の通り
4段階に分けられている。

VDP. Grosse Lage グローセ・ラーゲ　特級（以前
の最上級エアステ・ラーゲ）
VDP. Erste Lage エアステ・ラーゲ　１級
VDP. Ortswein オルツヴァイン　村名
VDP. Gutswein グッツヴァイン　生産者名

　これらの格付け名は、VDPの鷲のマークと共
にキャップシールに記す、と決められている。
　ただし、グローセ・ラーゲの畑から造られる辛
口についてはVDP. Grosse Lage と併せてGG（グ
ローセス・ゲヴェックス）と表示できる。
　従来、ラインガウを含むヘッセン州の法律で
は、州が定める優良畑のぶどうを使用した上
級ワインには、甘口、辛口に拘わらず「エアステ
ス・ゲヴェックス」の表示ができる。しかし、VDP
のメンバー内では2012年以降、この表示を行
わないようにしている。VDPメンバーでないワ
イナリーは現在もこの名称を使用しているため、
VDPのグローセス・ゲヴェックスやエアステ・ラ
ーゲなどと混同しそうだ。
　以下、訪問したワイナリーと試飲ワインの印
象を紹介する。

クロスター・エバーバッハ
Kloster Eberbach
　ラインガウのワイン造りの始まりともいえ
るクロスター・エバーバッハは、1136年にシト
ー派修道士によって設立された。「カビネット 
Kabine�」 は、ここから生まれた18世紀産で30年
貯蔵した逸品 "Cabinet-keller" に由来する。1945
年からヘッセン州営醸造所であり、250haの畑と
年間200万本の生産量はドイツ最大規模で、セ
ラーは3か所に分かれている。
　2008年に完成した新しいセラーは地下にあ
ったが、ガラス張りにして働くスタッフのために
陽光を取り入れているという、整然とした空間
だった。伝統あるワイナリーでありながら、グラ
ヴィティー・フローや最新式のステンレスタンク
などのモダンな技術を多く取り入れている。
　リースリングは除梗しにくい品種だからと、ダ
イレクト・プレスを行うが、プレス機は1.2気圧で
梗や種を傷つけない程度に調整可能だ。200リ
ットルから5万リットルまで容量が異なるタンク
が、たくさん並んでいた。60区画以上あるため、
それぞれ区画ごとに醸造を行うためだ。クリア
ーなフルーツのアロマやテロワールを表現す
るために、発酵にはニュートラルなタイプの培
養酵母を使用する。
　ドライなリースリングの発酵には4週間を要
する。初期は高めの約19℃で発酵を開始し、13
～15℃に下げてゆっくり発酵を促し、完全発酵

取材協力：ドイツワイン基金

＊ T D N （ 1 ,  1 ,  6 - T r i m e t h y l  - 1 ,  2 - 
dihydronaphthalene ）：リースリングのペトロール
香、ケロシン香と呼ばれる香りの原因物質で、果皮
に生成したカロチノイドが分解して生成される。他
の品種にも存在するが、リースリングはカロチノ
イドの濃度が高い上に、テルペン香が少ないので、
この香りが目立ちやすい。
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させるために最後にもう一度温度を上げる。温
度コントロールも自在にできる。その後のシュ
ール・リーの期間は、キュヴェにより、2か月から
18か月と幅広い。瓶詰め前にはクロスフローの
フィルターをかける。
　樽貯蔵庫には、古いもので1959年製の樽もま
だ残っているという。70年代、80年代に行ってい
た樽発酵は、しばらく廃れていたが、最近再び
始めている。上級キュヴェではシュール・リー期
間を長くとり、バトナージュも行う。樽の大きさは
1200リットルのピエスや2400リットルのダブル
ピエスで、ジャーマンオークを用い、一切トース
トはしていない。1855年から1930年の間の書類
を分析しながら、昔行われていた伝統的な手法
を見直し、取り入れることにしたという。　
　1920年代に建設されたプレスの部屋は、今で
は広々としたワイン・ショップとして生まれ変わ
っていた。
Steinberger Riesling Trocken 2013　
　標高300mにある、スレート、クオーツに少し
ローム混じりの石の多いシュタインベルグ畑。
極く一部のみ樽発酵。華やかでエレガントな香
り。熟したリンゴ、柑橘類、桃が香る。なめらかで
綺麗な酸、そしてクリーミー。

Marcobrunn Riesling 2013　
　河まで5kmと近い、エアバッハ村の畑。4haの
うち2haを所有。土壌は重いローム層。極く一部
のみ樽発酵。金柑など柑橘類の果皮や粘性、オ
イリーさも感じる香り。味わいにも、より厚み、重
さが感じられる。
Domdechaney Riesling 2012　
　ラインガウの東端、ホッホハイム村の畑。マイ
ンツの司教が寄付した畑。3年間の樽熟成を経
ている。黄金色で、香りも強い。完熟した柑橘類
や桃など、厚みのある香りで、味わいにも力強さ
が感じられ、オイリーな食感。

バルタザール・レス
Balthasar Ress
　1870年にハッテンハイム村でレストランとワ
インビジネスを始めたレス家は、既に5代目とな
り、現在リースも含めて46haの畑を管理所有し
ている。ラインガウで最も大きな家族経営のワ
イナリーだ。VDPに加盟したのは1989年から。
　4代目のステファン・レス氏は、まず新しい試
みを見せたいと、館の裏手へと連れて行ってく
れた。「日本にも、ワイン・アパートメントというも
のができたと聞いているが、ワインバンクはま
だないはず」と、日本市場調査にも余念がない。
　敷地内に"wine BANK"という名の施設を構え
ていた。ワイン専用の貸金庫スペース、というの
が正しいだろうか。ここ数年ドイツで増えている
ようだが、バルタザール・レスが2009年12月に
始めたのが最初だという。ワイン用の貸金庫は
5種類ぐらいのサイズがあり、現在ここには個人
も法人も含めて250名が契約している。ドイツ国
内からだけでなく、テキサス在住のドイツワイン
好きもいるというので驚いた。
　35本収納できる小さいサイズで保管費用は
月69ユーロほど、323本入るスペースは279ユー

ロ、さらに5,500本収容可能なウオーク・イン・セ
ラーもある。一度契約すれば24時間自由に出入
りが可能となる。カードでロックを解除して入る
と自動的に電気がつき、心地よい音楽も流れて
くるというシステムだ。共用のスペースには、コ
ルク抜き、ワインクーラー、ワイングラス、ミネラ
ルウォーター、といったワインを飲むための道
具が揃っている。コートなしでは若干肌寒い温
度設定ではあるが、金庫の中のワインを友人達
や家族と共にこの場で楽しむこともできる。
　加えて、年に9回ほどワインバンクが主催する
イベントもあり、利用者同士が集う機会もあると
いう。そもそも貸金庫内のワインのラベルは、外
から何となく見えるので、隣近所の在庫が気に
なる仕掛けだ。ワイン好きは集うのも好きだ、と
いう心理を理解した画期的なビジネスモデル
ではないだろうか。
　ステファン・レス氏は永年、ドイツワイン基金
の輸出審議委員を務めてきた。近年のドイツワ
インの変遷について尋ねると、「ドイツのワイン
はニッチなマーケットだと思っている。ただ、こ
の20年ないし25年でやっとアイデンティティを
得ることができ、今がドイツワインにとって好機
なのではないだろうか。実際に、販売価格も上

クロスター＝城、エバー＝猪、バッハ＝河が描かれた紋
章（左）と、美しい装飾が施された昔の重厚なプレス器
（右）。

ロマネスク様式のこの部屋は、130人のアッパー・クラスの修道
僧用だった。

農家から少しずつ購入して広げ、壁で囲み「ク
ロ」にしたシュタインベルク畑。
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がってきている」と口火を切り、アイデンティティ
を得られなかった理由について、以下のように
語った。
「第二次大戦で多くのものが壊滅状態になって
しまった。そして戦後は、量産でイージー・ゴー
イングな方向性に走ったから、まるで自殺行為
だった。60年代までそれが続いた。その後、EC
の枠組みの中に入ったが、鉄鋼や石炭のような
考え方に基づいて、間違ったワイン法が71年に
制定されてしまった。つまり、糖分だけですべて
を判断するという法律で、ぶどうのオリジンを尊
重しないものだった」
「80年代に入るとワインはますます大量生産さ
れ、価格が下がると共にイメージまで下がって
しまった。そこに85年のワインスキャンダルが起
こり、大きな打撃を受けた。特に日本市場でのド
イツワインに対する信頼を、100%失ってしまっ
たと感じている。そうしているうちに、チリをはじ
め各国のワインが市場をどんどんと獲得してい
った」
「だから、もう一度ワインの、ぶどうのオリジンを
考え直すべきだ、新しいスピリッツを持たなけ
ればならないと、ずっと考えてきた。そうこうす
るうちに、1999年や2001年といった素晴らしい

ヴィンテージに恵まれ、アメリカのワイン・スペ
クテーターでも、とてもよく評価してくれた。よう
やく、私たちのリバイバルの時が来た。だから
VDPは、畑の価値に重きを置いている」。
　近年の追い風を受け、カイゼンハイムの授業
も変わってきたという。70年代は、大量に生産
することを教えていたが、今はいかに高い品質
のぶどうを得るかを教えている。それに入学す
る学生の顔にも変化があるという。以前はワイ
ン造りに携わる家庭からが当たり前だったのが、
今は本当にワインが好きで造りたい学生が増え
ているようだ。
Hattenheim Nussbrunnen Riesling GG trocken 
VDP.Grosse Lage 2012　
　標高87mで南南東向きの畑は、冷たい北風か
ら守られている。土壌はレス。香りはまだ閉じて
いて、口中ではなめらかな食感。ミネラル質も豊
かなしっかりとした味わい。
Schlos Reichartshausen Riesling Kabinet feinherb 
VDP. Erste Lage 2013　
　モノポールの畑。12～19世紀はじめまではク
ロスター・エバーバッハが所有していた。土壌
は砂質混じり。フレッシュな桃やリンゴの香りが
ふわりと立ちのぼり、ほんのりと甘く、酸とミネラ
ルがバランスよい。

ゲオルグ・ミュラー・シュティフトング
Georg Muller Stiftung
　ゲオルグ・ミュラーが19世紀末に創立したワ
イングート。1913年にハッテンハイム村に寄付
されたが、1972年にハッテンハイムがエルトヴ
ィレ自治体と統合し、2003年にエルトヴィレ市
が民営化を決定。そして、ペーター・ウインター
氏によって新生ゲオルグ・ミュラーが誕生するこ
とになった。ウインター氏は、前職で世界的な
大手ワインケーレライのアジア市場担当をして
いたこともあり、ガイゼンハイムにおいてアジア

市場のマーケティングについての講義も行って
いる。
　ウインター氏はちょうど中国を訪問中で、支
配人のティム・リリアンストローム氏が案内して
くれた。地下セラーには、モダンアートに造詣が
深いウインター夫人の指揮で、まるで美術館の
ような空間がつくられていた。
　ここが昔から所有するシュッツンハウスは、エ
アステ・ラーゲに格付けされた南西向きの畑で、
広々としている。基本的にハッテンハイムの土
壌はレスと粘土で重い土壌なので、草生栽培を
行う。これとは対照的に、同じようにピノ・ノワー
ルの銘醸地として知られるアスマンスハウゼン
は石が多いため、特に必要ないが、ハッテンハ
イムでは春の耕作の後に花やハーブの種を巻
いている。また、仕立てはギュイヨーだが、高め
の仕立てにしてより光合成を多くできる環境を
作っている。
　リースリングの醸造については、いくつかの
方法を採用している。ノーマルなタイプには、ア
ロマを保つために(除梗・破砕や浸漬をせずに
)ダイレクト・プレスを行う。しかし最近では、除
梗してスキンコンタクトを行うことがあるという。
例えば昨年の2014年は、健全なぶどうが収穫で
きたが困難な年で、早めに収穫しなければなら
なかったため酸が高めだった。そのため、スキ
ンコンタクトを行った。
　ラインガウでも近年、温暖化の傾向が見られ、
標高の高い畑のほうができがよくなってきてい
るという。例えば、ハッセル畑Hasselは、同じ畑
の中でも下半分だけがVDP.グローセ・ラーゲに
認定されている。川に近い分、ぶどうの熟度が
よいからだ。純粋なレス土壌で、とても豊かで
厚みのある味わいになる。2012年から2009年ま
でヴァーティカル試飲をさせてもらった。すべて
が順調に運んだという2012年は、ハチミツや熟
した白い果実の香りにスパイスも加わり、酸も
ミネラルも豊富でバランスが良い。2011年はト
ロピカルフルーツ的な香りが感じられる。夏が
暑かったという2010年、2009年は、丸みがあり
ぽってりとしたニュアンスもあるほどだ。しかし、
気候の変動によっては、今は少し標高が高すぎ
るとされる上半分のほうが、条件が整うという
可能性も考えられる。
　リースリング特有のペトロール香について尋
ねた。「直射日光があたるとペトロール香が早く
発生しやすくなる。健全なぶどうを得よう、より
熟度を上げようとして除葉をすると、ペトロール
が出やすくなる。これはリースリングのみにいえ
るのだが、実を守るために果皮にペトロール香

バルタザール・レスの玄関にはVDPのマークが（中）。館の奥にモダンなワインバンクが建てられ、IDカードがあれば、
いつでも入室できる（左）。地下にはいくつものセラーがあるが、既に契約済だった（右）。
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のもととなるプレカーサーが発生するのだとい
う。ドイツ全体にいえることだが、ワインメーカ
ーとしてはあまり嬉しい香り成分ではないよう
だ。ドライなリースリングの場合は最低10年以
上、甘口タイプの場合には15年以上経ってから
出てくる分には構わない、というのがおよその
目安だ。また、ラインガウと比較するとシスト土
壌のモーゼルのほうが、スモーキーなフレーバ
ーやペトロール香が出やすい」という。
Ha�enheimer Schutzenhaus Riesling trocken VDP. 
Erste Lage 2013　
　レスと粘土の重い土壌。南西向き。ステンレ
スタンク。柑橘類や白桃などの白い熟した果実
の香りが立ちのぼる。アタックがまろやかで、酸
がフレッシュ。
Hattenheimer Nussbrunnen Riesling GG VDP. 
Grosse Lage 2013　
　レス土壌にクオーツ混じり。南向き。最後に大
樽に入れる。はじめは控えめな香りが、時間と
共に華やぐ。白い花や果実の香り。なめらかな
食感でエレガント。
Hattenheimer Engelmannsberg Riesling feinherb 
VDP. Erste Lage 2013
　ボトリティスがつきやすい畑で、このワインも

20%ほどは貴腐化したぶどうを使用。熟した白
桃や洋梨など丸みのある香り。酸も高いが粘性
も感じられるオイリーな食感。
Ha�enheimer Schutzenhaus Riesling feinherb VDP. 
Erste Lage 2013
　Engelmannsbergと比較するとクリスピーで、リ
ンゴや白桃の香り。やさしくバランスのよい味
わいで、酸もきっちりとフレッシュ感に溢れてい
る。
　これら4アイテムの総酸度と残糖分を聞いた。
すると、辛口仕上げは総酸度が8.2～8.4g/l、残
糖が8.0～8.5g/l。半辛口は、総酸度が8.7g/l、残
糖が14～15g/lだった。「トロッケン＝残糖4g/l
以下、または総酸量より2g/lを越えない最大9g/
l」「ハルプトロッケン＝残糖9g/l以下、または総
酸量より10g/lを越えない最大18g/l」という規定
はあるが、およそトロッケンはシャンパーニュの
ブリュット、ハルプトロッケンはエクストラ・ドラ
イの感覚に近いとわかった。

ロバート・ヴァイル
Robert Weil
　1867年に、キートリッヒ村でドクター・R・ヴァ

イルがはじめてぶどう畑を購入した。銘醸畑と
して知られるグレーフェンベルクだ。その後4代
に亘って継承され、現在の当主はヴィルヘル
ム・ヴァイル氏。1988年からサントリーがここの
オーナーとなっている。
　自社畑90haはすべてリースリングで、総生産
量の20%を25か国に輸出していると、輸出部長
を務めるニコラス・プァフ氏が教えてくれた。造
るワインの70%が辛口タイプだ。
　畑は標高140mから182mの丘の南向き斜面
にあり、北にそびえる山が北風を防いでくれて
西から穏やかな風が吹いてくる。春は早めに始
まるが、収穫はゆっくりできるので、日照量も充
分に得られる環境だ。標高の低い部分は表土
が厚く9mもあるが、高い区画では1mほど。レス
土壌とロームで、保水性があるため、ドライな夏
であっても心配する必要がないという。特にレ
ス土壌は、ワインにスパイシーさを与えるという。
ところどころで赤い石が見られるのは、鉄分を
含んだクオーツで、こちらはミネラルやエレガン
スをワインに与える。
　3つの銘醸畑を端的に解説してもらった。タ
ウヌス山の頂上の森のすぐ下に、壁のように広
がる南向き斜面のグレーフェンベルクは、スレ

シュッツェンハウス畑の土壌（上）。これを使っ
たアート作品の板が飾られていた（このページ
の左下）。2月初旬の訪問時は、畑の剪定前だ
った（右）。

エアステ・ラーゲのシュッツンハウス畑の土壌を使ったアート作品（左）。畑別、ヴィンテージ別など様々な試飲をさ
せてもらった（右）。

ゲ
オ
ル
グ
・
ミ
ュ
ラ
ー
・
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
ン
グ
の
支
配
人
、

テ
ィ
ム
・
リ
リ
ア
ン
ス
ト
ロ
ー
ム
氏
。

ロバート・ヴァイルの壮麗な館。
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ート土壌で、水はけがよいが2003年のような暑
い年でも水分を保っていたパーフェクトな畑で、
洗練されリッチなワインを生み出す。トゥルムベ
ルクは、丘の頂にあり表土はわずか30～40cm
ほどのレス土壌のため、よりミネラリーでタイト
な味わいになる。クロスターベルクは、ライムス
トーンなどが含まれており、フルーティーでまろ
やか、そしてチャーミングなワインに仕上がる。
　2年前に完成した新しいセラーは、すべてグ
ラヴィティー・フローによりぶどうや果汁が丁寧
に扱われる。基本的には伝統に則ったダイレク
ト・プレスだが、よいヴィンテージの場合に、求
めるワインのスタイルによって除梗して短期間
のスキンコンタクトを施す。グッツヴァイン、オル
ツヴァイン、あるいは甘口タイプにはステンレス
タンクを使用する。30リットルという極小のタン
クがあり、これはアイスワインのように少量のみ
のキュヴェ専用だ。整然とした醸造所で、100万
リットルのキャパシティがあるという。
　エアステ・ラーゲやグロース・ラーゲといった
上級品の場合には、樽も使用する。基本的に自
然酵母による発酵を促し、様子をみて困難な場
合に培養酵母を足す、というスタンスだ。単一畑
用の樽の容量は1200リットルから4000リットル
まであり、トーストはしてない。6か月の熟成期
間にバトナージュを週に1度ほど定期的に行う
が、クリーミーになりすぎないよう、加減する。
　いくつか試飲させてもらった2013年ヴィンテ
ージは「雨が多く、安定しない気候条件だった」。
冬が長く、春も涼しく湿りがちで、発芽が遅れた。
4月以降も天候がコロコロと変わり、開花も例年
より1週間遅れた。花ぶるいも起こったため、収
穫量は自然減が確実となった。夏は暑かったが、
それまでの雨のため問題はなかった。ヴェレゾ
ンは平年並みの8月24日。ベーシックなライン
の収穫は10月4日から、辛口用の収穫は10月23
日から始まったが、天候が安定せず、何度も収

穫を中段するなどしなければならなかった。結
果的に収穫時の糖分は充分に得られたが、若
干酸が高かったので、バランスをとるために残
糖度を通常よりも少し上げることにしたという。
試飲した辛口タイプ3アイテムは、総酸度7.5～
7.8g/l、残糖6.8～7.0g/lだった。
　リースリングの香り、とりわけ「ペトロール」と
呼ばれるものについても尋ねてみた。原因とさ
れている成分TDNの発生については、ドイツで
も多くの研究がなされているようだが、オースト
ラリアでも若いリースリングに多く発生するとい
う問題解決のためにリサーチがなされていると
いう。
「今のところ熱と水不足によるものだと見る向
きが多い。ドイツでは、ペトロール香は、あく
までもリースリングのもつ様々な香りのひとつ
であって、特に熟成を経たリースリングに発生
するという認識だ。だから、個人的にも品種特
性のひとつだと考えているが、ワインの香りや
味わいを支配するものではなく、他の要素と融
合しているという状態が最も望ましいと考えて
いる」という。
Rheingau Riesling Trocken VDP. Gutswein 2013　
　複数の畑のブレンド。リンゴや柑橘類のフレ

ッシュでクリーンな香り。バランスよく心地よい
軽やかさ。
Kiedricher Riesling Trocken VDP. Ortswein 2013　
　キートリッヒの複数の畑のブレンド。熟したリ
ンゴや白桃など少し丸みを感じる香り。まろや
かなアタックでなめらかな食感の、バランスよ
い味わい。
Kiedrich Grafenberg Riesling Trocken GG VDP. 
Grosse Lage 2013
　香りはまだ閉じ気味ながら、白桃やリンゴな
ど熟した果実のまろやかさが感じられる。ふっく
らとしたアタックで酸もフレッシュ。心地よいバ
ランス。
Kiedrich Grafenberg Riesling Auslese VDP. Grosse 
Lage 2004
　蜂蜜、ミツロウ、リンゴのコンポートなど、華や
かで豊かな香り。充実した果実の甘味、なめら
かでオイリーな食感、厚みがあり、酸もとてもフ
レッシュ。気高い味わい。

シュロス・ヨハニスベルグ
Schloss Johannisberg
　ラインガウ、あるいはドイツのリースリングの
象徴ともいえるシュロス・ヨハニスベルグは900
年以上の歴史をもつ。1716年にフルダの司教に
よって立てられた黄色い城の麓に、急斜面の南
向きの畑が広がる。ここが1720年以来ずっとリ
ースリングのみを栽培し続けてきたモノポール
の畑で、シュペートレーゼ発祥の地としてもよく
知られている。
　現在支配人を務めるクルチアン・ヴィッテ
氏が、平均樹齢は25年ほどだと教えてくれた。
1917年にフィロキセラがラインガウに到達し、
植え替えを余儀なくされた。古いものだと樹齢
70年のものも残っているという。畑にはおよそ
10種類のクローンが植えられているので、それ
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ロバート・ヴァイルの壮麗な館。

2 年前に完成した新セラーは、グラヴィティー・フローのシステム。地下の大樽は 1級以上に使用する（左）。セ
ラーの 1階からは急斜面の畑が見渡せる（右）。
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が複雑性を醸し出している。
　1720年代に既につくられていた地下セラー
は、とても長く、ドイツ最大の広さがある。発酵
や熟成用の樽は、シュロスの森のオークで作ら
れ、今でも毎年6樽を新調する。ただし、オーク
の香りはリースリングには好ましくないため、真
新しい樽を使うのはベーシックなラインの一部
のみ。樽を使う目的は、あくまでもマイクロ・オキ
シディゼーションのためだ。生産量の3分の2は
ステンレスタンクを使用する。甘口はすべてス
テンレス、エントリー・レベルの辛口の10%に樽
を使用し、グローセス・ゲヴェックスは100%樽に
よる。
　ここでは、カビネット用の3分の1を24時間と
いったように、一部だけスキンコンタクトを行っ
ている。目的は、ストラクチャーを得るため。
　貴重なライブラリーには、18世紀生まれのボ
トルも含めて2万本保管されているという。
　ヴィッテ氏にも、ドイツワインの流れについて
尋ねた。
「第二次大戦の後は、ドイツ全体で量産が行わ
れて品質が低下していった。60年代は完全に
安くて甘いワインがはびこり、ドイツのリースリ
ングのイメージが壊れてしまった。そして70年

代に入ると、何度かよいヴィンテージがあった
ので品質の高い辛口を造ろう、という機運が起
こった。それでも、1980年頃までは、ほぼ甘口に
主体がおかれていたので、オフ・ドライや辛口
が本格的に出始めたのはそれ以降のことだ。90
年代に品質の高い辛口が出始めて、ここ10年か
ら15年ほどで名声が確立してきたと感じている。
そして徐々に、ドイツ国内でも輸出市場でも辛
口を求めるケースが増えてきている。同時に、オ
フ・ドライも食事に合わせやすいという点で見
直されているので、もう一度リースリングの多様
性を考えてもらいたい」。
　ヴィッテ氏には「日本はトラディショナルで変
わりにくい市場」で、ドイツワイン＝甘口リース
リングというイメージが強いと映っているよう
だ。
　2013年は、ぶどうの選別を丹念にしなければ
ならず、収穫量が30%減だったが、とてもバラン
スのよいワインに仕上がった。
Schloss Johannisberger Riesling Gelblack troken 
VDP. Gutswein 2013　
畑の西端と東端の区画。90%ステンレス、10%新
樽。タイトな香りで、柑橘類、カモミール、熟れた
リンゴが徐々に開き、なめらかなアタックで全

体にソフトに感じられる。
Schloss Johannisberger Riesling Silberlack GG 
VDP. Grosse Lage 2013　
畑の中央部の急斜面の区画。シュペートレーゼ
と同じ質のぶどう。100%樽発酵。2月に発酵終了
し、そのまま翌年の夏まで寝かせた。バトナージ
ュはしない。深みのある香りで、熟したリンゴや
白桃が広がる。厚みのある豊かな味わいで、ミ
ネラル感も。
Schloss Johannisberger Riesling Rotlack Kabinett 
feinherb VDP. Gutswein 2013　
丘の頂の区画から。成長期が長い。白桃やリン
ゴのやさしい香りで、ほんのりと甘くバランスよ
い味わい。ミネラルのバックボーンを感じる。
Schloss Johannisberger Riesling grunlack Spatlese 
VDP. Grosse Lage 2013　
畑の中央部の急斜面の区画。香りは閉じ気味。
粘性を感じる厚みのある味わいで、とてもまろ
やか。口中で、熟した白桃、洋梨、ミラベルなど
の果実香が華やぐ。

シュロス・フォルラーツ
Schloss Vollrads　
　世界最古のワイナリーのひとつとして知られ
おり、1211年に既にワインを販売していた記録
も残っている。800年ほど家族経営が続き、1997
年までは立派な館に住んでいたという。現在は
銀行がすべてを管理している。歴史ある美しい
館や塔を使用したイベントなども行っており、4
月から11月頃にかけて訪問客が多いと、輸出部
長であり、栽培や販売にも関わるクリスチャン・
ホーン氏が説明してくれた。
　自社畑は、ライン河のそばからハッテンハ
イムまでに80ha、ガイゼンハイムに17ha所有し
ている。館から歩いていける距離の畑にいくと、
1mほどの道を境にして左がグローセ・ラーゲ、

支配人のクルチアン・ヴィッテ氏（左）。黄色い館は、シュロス・ヨハニスベルク畑のすぐ上に位置し（中）、ドイツ
最大といわれる地下セラーのライブラリーには 18 世紀のボトルも眠っている（右）。

シュロス・フォルラーツのシュロスベルクのボトル（左）。館の中は豪奢で、17 世紀末に完成したこの部屋の壁紙は
牛皮製で、富を象徴する文様が描かれている（右）。
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右は格付けなしの畑だという。ぶどうが育って
いくと、前者では黄色く香りに満ちた実がなる
のに対し、後者では大粒で黄緑がかった実にな
るという。グローセ・ラーゲの畑から、様々な石
が混じりあっているのを見せてくれた。クオーツ、
砂利、黒いスレート、赤いスレート、レスとロー
ム。中でもクオーツが多い畑なので「4、5年熟成
したあとで、必ずクオーツが多い畑のものは火
打石のような香りがするので、ブラインドで飲ん
でも指紋のようにその素性がわかる」という。こ
の立地では北風は常に東西の谷を通ってライ
ン河へ降りていくため、霜の心配がない。反対
にアイスワインは期待できない。
　2003年から栓をガラストップに変えた。2002
年にコルク臭が大問題になったからだ。スクリ
ューキャップには抵抗があったため、ガラストッ
プが選ばれた。品質のよいコルクで1個あたり
50セント、スクリューキャップは7～10セント、そ
してガラストップの場合は35セントかかる。
　ここでは、新オーナーになってから「エディシ
ョン2013」という名の、ヴィンテージをつけた
スペシャル・キュヴェをリリースしている。50名
のスタッフが全員ですべてのキュヴェをブライ
ンドで試飲して、投票でトップになったものを
採用する。ワインメーカーがスタッフにお題を
出すようなもので、このキュヴェのテーマは「料
理との相性がよい1本」。2013年は残糖が13～
15g/lのオフ・ドライなもので、およそ同じ系統に
収まるのだという。
　2012年から12～24時間のスキンコンタクトを
行い、そのまま発酵に移る昔ながらの「メッシュ
発酵」を復活させた。自社畑の酵母をガイゼン
ハイム大学で選抜し、培養したものを、冷凍保
存して使っている。
Schloss Vollrads Schlossberg Riesling GG VDP. 
Grosse Lage 2013
　若々しくフレッシュな香りで、白い花、白桃、ミ

ラベルなどが香り、丸みがあり、ストラクチャー
も。ほんのりとした収れん性も感じられる。
Schloss Vollrads Riesling GG VDP. Grosse Lage 
2012　
　熟したミラベルなどの厚みがある開いた香り
でストラクチャーのある味わい。やはりほんのり
とした収れん性が感じられる。
Schloss Vollrads Riesling Erstes Gevächs 2011　
華やかな香りで、ミネラリーなニュアンスも。な
めらかで果実の甘味も感じられる厚みのある味
わい。
Schloss Vollrads Riesling Erstes Gevächs 2010　
　蜂蜜や熟した白桃、黄桃に、トロピカルな要
素も感じられる。厚みのある味わい。酸が高い
年だったので、マロラクティック発酵を行った年。

ゲオルグ・ブロイヤー
Georg Breuer
　祖父ゲオルグ・ブロイヤーが3.5haから始めた
自社畑も、今ではリューデスハイムとラウエンタ
ールに合計33ha、134区画になった。父ベルン
ハルト・ブロイヤーが2004年に突然死去し、当
時20歳だったテレーザが、叔父ハインリッヒ・ブ
ロイヤーの助けを得て経営を続けた。2011年か
らは、テレーザが独自で継承している。
　ここはVDPには加盟していない。造るワイン
はすべてQbA表示で、プレディカーツに変わる
独自の等級法を、裏ラベルに表示している。
　畑で栽培しているのは85%がリースリングで、
残りがピノ・ノワールとピノ・グリだと、テレーザ
が説明してくれた。とても小さな醸造所で、設備
にお金を投じている様子はない。まずは畑で品
質の高いぶどうを収穫するのを第一義としてい
る、という方針が手に取るようにわかる。壁には
手製の畑地図が貼られ、所有する区画がマー
キングされていた。左側が急斜面で、右にいくほ
どより平坦になる。

　単一畑や急斜面の畑など、65%は樽発酵を行
う。はじめは培養酵母で発酵促進するが、終盤
はセラー酵母が働くという。また、ここではほと
んどがダイレクト・プレスによる。時折一晩だけ
スキンコンタクトをすることはある。
Grauer Burgunder 2009　
12か月樽熟成、50%小樽、50%大樽。リースリン
グに使う前にピノ・グリージョでクリーニングす
る、という意味もある。バニラとよく熟した白い
果実、黄色い果実が融合するたっぷりとした香
り。ふっくらしているが酸やミネラルもしっかり。
Spatburgunder 2012　
赤ワイン造りは20年間。ぶどうの出来によって
はロゼにする。急斜面のぶどうをブレンド。5年
ものの小樽で熟成。香りはまだ閉じているが、ス
パイスと赤い果実の香りが上品。なめらかな味
わいで、酸もきれい。タンニンは細やかで多くは
なく、バランスよい味わい。
Rudesheim Estate 2013
　リューデスハイムの急斜面の畑のブレンド。
クオーツとスレート土壌。南向き。風が強い。ミ
ラベルや洋梨など白い果実の、ピュアで立ちの
ぼる香りで、まろやかな口当たりだが酸とミネラ
ルもしっかり。

グローセ・ラーゲの畑に転がる石を見
せてくれた（左）。左から、クオーツ、
砂利、黒いスレート、赤いスレート。
右写真の左側の畑はライン河寄りにあ
りグローセ・ラーゲに格付けされてい
る。写っていない右後ろの区画は、格
付けされていない。
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ゲオルグ・ブロイヤーの飾り気がない醸造所内の壁に
は、手描きの長い長い畑地図が貼られている。
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Rauenthal Estate 2013　
ラウエンタールの急斜面の畑のブレンド。リュ
ーデスハイムと比べると、気温は2度高く、湿度
も高い。上層はロームで下層はもろいスレート
土壌。熟した黄色い果実の香りで、酸は少しソフ
トに感じられ、なめらかな食感。
Terra Montosa 2013　
急斜面の畑のセカンドワイン的存在。畑ごとに6
～8樽を仕込み、畑の特徴が秀でているものを
はずしていき、残りをこのブレンドにする。100%

大樽。香りはまだ閉じていて、ピュアでタイト。バ
ランスよくなめらかな食感で、木目が細やか。
Berg Roseneck 2012　
斜度45%の急斜面にある34haの銘醸畑のうち、
2.5haを所有。クオーツとスレート（赤いスレート
もある）で冷たい土壌。香りは閉じているが、タ
イトでミネラリーで、バランスよい味わい。食感
が心地よい、肌理細やか。
Nonnenberg 2011
　ラウエンタール北東部にあるモノポールの畑。

5.8ha。南東向き。樹齢は40～60年。スレートに
砂利混じりの土壌。白い果実、黄色い果実など
繊細な香り。味わいも繊細で、ミネラルと酸もし
っかりしている。とても上品。
Berg Schlossberg 2011
　リューデスハイムの急斜面の畑。黒いスレー
ト土壌で、南向き。毎年変わるアートラベル。よ
り熟した果実の香り。力強いストラクチャーが感
じられると共に、ミネラル感もしっかり。 ◆
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ベルリン ・ ワイン ・ トロフィー

　2月 5日から 8日までの 4日間にわたり、ドイ
ツのベルリンにて「ベルリン・ワイン・トロフィー」
が行われた。1994年に始まったワイン・コンテ
ストで、当時はベルリン・ワイン・プライズと呼
ばれていたが、現在の名称では 1997年が正式
な第一回。2002年からは OIV（葡萄ワイン国際
機構）の、2014年からは UIQE（国際醸造家連盟）
の後援を得ている。今年の 2月の審査会と 7月
の審査会で 19回目の開催となる。ジャッジは 28
か国から 151名が集合した。
　チェアマンを務めるペーター・アントニー氏は、
この審査会の経緯や意義について次のように語
っている。
　今回の 2月の審査会は、30か国から 5021ア
イテムが出品しているが、1994年は 180アイテ
ムのエントリーだけだった。2000年に 400アイ

テム。2007年にドイツ連邦政府が後援するように
なってから、1,000アイテムを越えるようになった。
さらに 2008年は 2000アイテムに。2011年から
は 2月と 7月の 2回に分けて開催することにした。
今年の 2回で 1万本を越えるはずだ。開催地を変
えた「アジア・ワイン・トロフィー」と「ポルトガル・
ワイン・トロフィー」を 2年前から始めているので、
合計すると 1万 8000本ほどになるだろう。
　エントリーするワインは今のところヨーロッパ産
が多い。2月の会の場合は、スペイン、イタリア、
ドイツ、そしてフランス、といった順番で、新世界
からは 11%、アジアからは数本だった。今後、ア
ジアからも増えるのではないかと期待している。
　価格帯は 3ユーロから 250ユーロまで幅広く、
平均すると 12.78ユーロとなる。ヨーロッパでの 1
本あたりの平均小売価格は 4ユーロ未満なので、
比較的品質の高いワインがエントリーしていると考

えてよい。
　ベルリン・ワイン・トロフィーが、ワイン造り
に直接影響を与えているかどうかはわからない。
ただ、消費者によい指標を与えられていると自負
している。受賞シールが貼られたワインは売れ
行きが伸びていることは事実であり、評判もよい。
また、OIVによる厳しいルールに則った審査で
あることも信頼を得ている一つの要因になってい
る。
　審査を通して、スタンダードなワインの品質が
上がってきているという実感はある。造り手の環
境が向上していることはもちろんだが、消費者も
より高い品質のワインを求めてきているからだろ
う。だから、このようなコンペティションがあるこ
とも、品質向上に重要な役割を果たしていると考
えている。

醸造所はこぢんまりとしてシンプルだが、毎年替わるアートラベル（左）や樽貯蔵庫（右）には、
個性の豊かさが如実に見られる。
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