
ochsle

ワインをアクティヴに楽しもう

アウトドア好きの
ための指南書

旅をしよう・
味わってみよう

ドイツ・
ワイン生産地の
すべて

ワインについて学ぼう

ドイツワインのABC

ドイツ・ワインインスティトゥート発行

エクスレ



  

ワインはボトルの中のポエジーである。
ロバート＝ルイス・スティーヴンソン

あらゆる飲み物のなかで、ワインは

小夜啼鳥のごとき存在だ。
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ドイツワインとその造り手だけが、驚くべき多様
なスタイルのワイン造りに長けるチャンスを手に
している。
ジャンシス・ロビンソン MW
オックスフォード・ワイン事典編纂者

ドイツワインにふさわしいのは、爽
快な酸味と清冽でストレートなスタ
イル。とりわけ他に類のないリース
リング、そして繊細なシュペートブ
ルグンダーは、いかなる料理にも見
事に調和する。
ジャニー・チョウ・リー 
MW（香港）

ドイツに奇跡が起こった。一世代前にも優れたドイツワインはあったが、
相当探さなければ見つからなかった。今では、あらゆる価格帯のものが
手軽に入手できる。
スチュアート・ピゴット　作家・ワイン評論家（英国）



Impressum
発行者
Deutsches Weininstitut GmbH
Gutenbergplatz 3-5
55116 mainz
www.deutscheweine.de

編集
www.genuesslich.com

デザイン
www.conceptfrankfurt.de

印刷
www.kunze-und-partner.de

翻訳
岩本順子

日本語版制作
japantext.de

初版　2013年4月

タイトルについて：エクスレ
については58ページをご覧く
ださい。



365目次

目次
ワインの国

ドイツにようこそ6
ドイツワイン史
ダイジェスト

ぶどう品種事典

ドイツワインの
生産地22

rebsorten

エティケット

ワインの
履歴書50

ドイツの
スパークリング
ワイン

楽しみながら
ワインを味わう

ドイツワインと
世界の料理70

ワインを
アクティヴに

楽しもう62

ワインを造る
という仕事

12

17

52

56

60

66



過去と現在、2つの時代精神が調和する
Weingut Lubentiushof in 

Niederfell, Mosel
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現代のダイナミズム

この30年、ドイツワイン界の動向は日増しに

ダイナミックになりつつあります。

1980年代までは、「メイド・イン・ジャーマニ

ー」といえば、サッカーとクルマが定番でし

た。そのクオリティは、批判精神あふれるド

イツ人でさえ、自信を持てるものでした。そ

して今、ワインも同様に、ハイクオリティを誇

る製品となっています。

ドイツ人はこれまで長い間、フランスやイタ

リアなどの外国のワインを好んでいました。

それが粋なことだと思われていたのです。

ラインガウ地方のリースリングが、ボルドー

ワインよりも高値で取引されていた時代の

ことは、すっかり忘れられていました。

今日、ドイツワインは、トップクラスのレスト

ランのワインカルテに、再びリストアップさ

れるようになっています。国内外のワインコ

ンテストでの快挙が注目を浴び、どの書店

にもドイツワインに関する書籍やガイドブッ

クがお目見えしています。

また、テレビの料理番組でも、ソムリエたち

は以前に増してドイツワインを勧めるよう

になっています。ドイツ人は、国内でバカン

ス（ウアラウプ）を過ごす人も多く、ワイナリ

ーで休暇を過ごすのがトレンドになってい

ます。ドイツのワイン生産地は、風光明媚で

名産品も多く、観光地として高いポテンシャ

ルを持っています。

新しい食の楽しみ、新しいワイン

ドイツでは、80年代にフランスやイタリアを

お手本としつつ、食への関心が高まりまし

た。グルメ雑誌は、食事に辛口のワインを合

わせることを提唱し、ドイツ国内のトップク

ラスのフランス料理、イタリア料理レストラ

ンでは、それぞれの国の、ありとあらゆる種

類のワインがワインカルテに並びました。

しかし、ドイツワインはかつて甘口が生産さ

れることが多かったため、グルメたちからは

甘すぎると敬遠されてきたのです。優れた

レストランでこれまでドイツワインが供され

なかったのもうなずけます。

また、伝統的なワインシュトゥーベ（ワイン

居酒屋）では食事よりもワインに重きがお

かれていました。ドイツでは、仲間が集まる

時には、共にワインを味わうことが大切であ

り、食事は二の次だったのです。確かに、ド

イツの様々なワインには、食事の組み合わ

せ例があまり見つからないのです。

しかし、そのような時代はすっかり終わりを

告げました。ドイツ人はバカンス先の国々の

文化を学び、とりわけ地中海文化圏におい

て、ワインが食生活において重要であること

を知りました。そして、フランス人やイタリア

人のように、自宅で食卓を囲む時にもワイ

ンを開けるようになったのです。造り手たち

も、主に食事に合う辛口ワインを生産する

ようになっています。辛口ワインのパイオニ

アたちは、もはやかつてのように造り手仲間

から笑われたりするようなことはありませ

ん。また、若手のシェフたちは伝統料理を見

事に現代風にアレンジしています。90年代

にはいると、テレビの料理番組が大人気と

なりました。そして「コクーン化」と言って、

自宅のキッチンをプロ仕様なみに改装し、

友だちと一緒に料理を楽しみ、ゆったり過

ごすのが、最近のトレンドとなっています。

ドイツワインはこの新しいライフスタイルの

一部となっています。

眠りから覚めたドイツワイン

世代交代が起これば、ワインも変化してい

きます。教養高い、若手の造り手たちはドイ

ツを飛び出し、フランス、カリフォルニア、オ

ーストラリアなど世界中のワイン造りの現場

を体験しています。彼らの多くが、再びドイ

ツに戻り、醸造の現場を改革しています。ケ

ラーには近代的なステンレススティールタ

ンクやバリック樽を導入し、畑では、最終的

に収穫する限られたぶどうの凝縮度を高め

るグリーンハーヴェストなどを実践していま

す。彼らの父親たち、祖父たちは、まだ青い

健全な葡萄の実が切りとられていくことに

驚いていますが、これは高品質のワインを

得るために必要な作業なのです。
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今から200年ほど前、ドイツワインの造り手たちは大変な
苦難の時代を過ごしていました。ジェームズ・クック船長と共に、
世界中をヨットで旅した旅行家、ゲオルグ・フォルスターは、
ライン川を航行中にドイツのワイン農民について以下のように
書き残しています。

「彼は6年間にわたり、いつかそのうち望み通りの収穫が得られ、
お金がはいるだろうと期待しながら、細 と々やり繰りして暮らして
いた。通常そのような良い年は、7年か8年に1度くらいしか訪れな
い。そして、ワインができあがって、充分な量が確保できてはじめ
て、しばらくの間利益を享受することができる。（...）しかし翌年は
また乞食に逆戻りだ」
（「ニーダーラインの風景」第1章より／1790年）

幸い、このような時代は過去のものとなりました。
今では、事情は全く異なっています。
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醸造家になるために

世界で一番素敵な職業、それはもちろん醸造家！　それゆえ、多く

の著名人が、夢を叶えるために、醸造所を購入しオーナーとなって

います。それほど醸造家という職業は魅力的なのです。しかし、醸

造所を手に入れるだけでは優れたワインを生産することはできま

せん。広範にわたる栽培・醸造技術は、地道に勉強することでしか

身につけることができないのです。ところで、近年女性醸造家の数

が増えており、この職業はもはや男性だけの領域に留まっていませ

ん。また、ドイツの醸造学校、大学、研究所は国際的にも知られる

ようになっています。世界各地の多くの醸造所では「ガイゼンハイ

マー」すなわちラインガウ地方のライン・マイン・ガイゼンハイム大

学の卒業生たちが働いています。このほか、ハイルブロン大学にも

著名な教育機関があります。ビンゲン、カイザースラウテルン、ルー

ドヴィヒスハウゼンの専門大学、ノイシュタット・アン・デア・ヴァ

インシュトラーセにあるラインファルツ・サービスセンターでもぶど

う栽培学と醸造学を勉強することができます。

良いワインは思想から生まれる

ドイツにおいても醸造家たちはマルチタレントの持ち主です。

農民であり、ぶどう栽培家です。地質学者、生物学者であり、機械

工でもあります。また気象学者、醸造学者、ケラーマイスター、マー

ケティングの専門家、品質管理マネジャー、法律家、エンターテイ

ナーでもあり、最近ではサステナビリティ（持続可能性）学の知識

も持ち合わせていなければなりません。醸造家たちは、これらすべ

てを、たった1人でこなすのです。彼らは、自分がどのようなワイン

を造りたいかという確固としたビジョンを持っています。自然に重

きをおいてはいますが、偶然に任せることはしません。彼らの多く

は、世界各地での実習を通じて視野を広げているほか、ドイツ各

地の醸造所にも入門し、他地域の異なるワイン造りに触れていま

す。このように、外の世界を知ることで、他の生産地のワインと競争

できるワイン造りが可能になるのです。

つながりが大事

学業を終えてからも、彼らは仲間とのつながりを大事にしていま

す。そのため、主に若手の醸造家たちで構成されるグループが多

数存在し、一緒に商品開発をしたり、マーケティングを行ったりして

います。このようなグループの草分けのひとつが「ライヴェナー・ユ

ングヴィンツァー（Leiwener Jungwinzer）」。また、南ファルツ地方

の「フュンフ・フロインデ（Fünf Freunde）」もメディアの注目を浴び

ており、彼らのワインは専門家の間で高く評価されています。 
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多くの若手の醸造家たちは、従来とはすっかり違ったワインを展開

しています。彼らは、これまでにない新しい品種を栽培しはじめた

り、モダンなエティケットデザインにしたり、スタイリッシュなヴィ

ノテークでワインをプレゼンテーションしたりしています。

ひとつになる

ドイツの醸造家協同組合も、ここ数年ダイナミックな変革を

遂げてきました。品質管理に多大な投資が行われ、その成果

はワインの味わいにはっきりと現れてきています。その変革

がとりわけ明確に感じられるのが、バーデン地方とヴュルテ

ンベルク地方です。両地方では、協同組合が経済的に大きな

意味を持ち、全生産量の8割を醸造しています。全国的には、

ぶどう畑のおよそ3分の1が協同組合員の所有です。

ドイツの新進醸造家たち

今日、ドイツの多くのワインには新しい刻印が記されています。た

とえばクラシックなヴァイスヘルプストの代わりに、赤品種から得

られる白ワイン、ブラン・デ・ノワールが登場し、またたく間に市場

で人気を博しています。バリックワインは、かつてクヴァリテーツワ

インの品質検査において、典型的ドイツワインの範疇にはいらない

という理由で合格しませんでしたが、今や多くの生産者がバリック

を使用してワインを生産するようになっています。このようなダイ

ナミズムは、近年増加傾向を辿っているビオワイン生産において

も見られます。20〜30年前、ビオワインのパイオニアたちはワイン

愛好家たちには取り合ってもらえませんでした。しかし、今日で

は、多くの一流醸造所がビオの認証を得たワインを生産して

います。

ご

存じ
でし
たか?

君主国に
おいては、国
王の地位は世襲です
が、ドイツワインの女王
は、毎年専門家で構成され
る審査委員会によって選考され
ます。女王候補は13生産地域の

ワインの女王たち。選出されるのは、ドイツワインに関する充
分な知識を持ち、スマートさとユーモアを持って、外国語を駆使
し、ワインをPRできる魅力ある女性です。ドイツワインの女王は
世界各地で行われる数多くの催し物におけるドイツワイン界の
代表であり、ドイツ・ワインインスティトゥートは、1949年以来
ワインの女王の選考会を開催してきました。ドイツワインの女
王は、公式の席では必ずティアラ（冠）をつけますが、以前
のように民族衣装であるディルンドルは着用しません。
彼女たちは現代的な、教養の高い、若手のスペ
シャリスト。ドイツワインの魅力を世界に
伝達する才能に長けた女性たち

なのです。
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1年で最も重要な季節、
収穫期

レフラクトメーターで
ぶどうの成熟度を計測

新しいヴィンテージの
テイスティング

11

このほ か「メッセ ージ・イン・ザ・ボト

ル」「ユンゲス・シュヴァーベン（ Junges 

Schwaben）」「ネクスト・ゲネラツィオー

ン（Next Generation）」「ズードファルツ・コ

ネクション（Südpfalz Connexion）」といったグ

ループが活動しています。多くのグループが

共同でワインをリリースしたり、「ラインガウ

アー・ライヒトジン（Rheingauer Leichtsinn）」

のように夏向けのパールワインを開発した

り、「フランク＆フライ（Frank & Frei）」が

フランケン地方でミュラー・トゥルガウの

イメージを刷新したように、特定の品種に

フォーカスをあてるなどの試みに挑戦してい

ます。また「ゲネラツィオーン・リースリング

（Generation Riesling）」をモットーに、ド

イツ各地の若手の醸造家たちが結束して

います。彼らは、共同で新しいヴィンテー

ジをプレゼンテーションしたり、見本市に

参加したりして、リースリングに限らず、ド

イツワインに新風を送ろうとしています。

www.generation-riesling.de

フェースブック、
ツイッター& Co.

ドイツの醸造家たちも、フェースブックやツ

イッターなどのソーシャル・ネットワーキン

グサービスを活用しています。このほか、ワ

イン関連のブログも多く、仲間同士でドイツ

ワインの情報交換が行われています。これ

らのコミュニケーションツールはドイツワイ

ンの情報提供のためにますます重要になっ

ています。

醗酵中のマイシェを
定期的に撹拌
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ローマ人が
やってくるまで

古代ゲルマン人はメット(Met)と
呼ばれるものを飲料としていま
した。クロスワードパズルによ
く出てくる「3文字の蜂蜜ワイン
の名称は？」という質問はおな
じみのはず。このワインには
ぶどうは使われていませんが、
アルコール醗酵飲料です。
はっきりとした原因は
解明されていなかった
ものの、メットが人々を
酩酊させる飲料である
ことは広く知られていました。

ローマ人たち 

ゲルマニアが征服されたために、

モーゼル地方、そしてライン地方に

ぶどうがもたらされました。モーゼル地

方はドイツ最古のぶどう栽培地域です。

トリーアはアウグスタ・トレヴェロールム

と呼ばれ、西ローマ帝国の首都でした。

多くの考古学調査によって発掘

された複数の圧搾場（ピース

ポート、ブラウネベルク、エルデン）は、

モーゼル地方のワイン文化の

繁栄を今日に伝えています。

叙事詩「モゼラ」 

ローマの執政官で詩人のデキムス・マグヌス・アウソニウス
は、モーゼル川とその急斜面のぶどう畑について483のヘクサメ
トロスで構成される叙事詩「モゼラ」を書き残しました。
ローマ人は当時、ワインを船で運搬していました。3世紀に作ら
れたというワイン商の墓、通称「ノイマーゲンのワイン船」が
トリーアのライン地方博物館に保存されています。
またノイマーゲン・ドローンでは当時のワイン船を再現した
全長18メートルの船に乗って観光することができます。

ドイツワイン史

紀
元

後
37

1年
ご

ろ

 紀
元

前
50

年
ご

ろ

紀
元

前
50

年
以

降

ダイジェスト

ご
存じ
でしたか?

ドイツ最古のワインケラー
は、330年に造られたトリーア
のホスピチエン連合醸造所の

ケラーです。

ドイツワイン史12



36

カール大帝

フランスを支配していたカール大帝は、主に修道
院で行われていたワイン造りにダイナミズムをも
たらしました。インゲルハイムで冬を過ごしてい
た彼は、ライン川の対岸の斜面の雪が、他の場所
よりも早く溶ける様子を見て、その地がぶどう

栽培に適していることに気づいたのです。カール
大帝はシュトラウスヴィルトシャフト（醸造所が
季節限定で経営する居酒屋）を提唱した人物とし
ても知られています。850年当時、ヘッシッシェ・
ベルクシュトラーセ地方にあるロルシュ王立修道
院だけで、約900ものぶどう畑を所有していたと
言われています。

80
0年

ご
ろ

修道士、修道女、聖界諸候

ラインガウ地方のシトー会派のエーベルバッハ修道
院（1136年）、聖女ヒルデガルド・フォン・ビンゲ
ンが活躍したリューデスハイムのベネディクト会修
道院ザンクト・ヒルデガルト、アール地方のアウグ
スチヌス修道院マリエンタール（1137年）といった
修道院の設立は、ワイン造りにおいて大きな意味を
もっています。修道士たちは多くのぶどう畑を
開墾しました。 プレラート（高位聖職者）、キル
ヒェンシュトゥック、ドームデヒャナイ、アプツベ
ルク、ドームプロープストなどの畑名は、それらが
教会の所有だったことを思い起こさせてくれます。

11
00

年
以

降

ご

存じ
でし
たか?

世界最古の
ワインは、シュパイアーのファルツ
歴史博物館に保管されています。
ガラス瓶の中の液体は黄色がかって
おり、1867年に4世紀初頭の墳墓か
ら発見されたものです。

13ドイツワイン史

17
世

紀
か

ら
18

世
紀

に
か

け
て

栄華を伝える大樽
 
30年戦争（1618-1648年）勃発前、ドイツのぶどう畑は
史上最大規模を誇っていましたが、この戦争で多くの畑
が荒廃し、失われてしまいました。しかし支配者たちは
いつの世も巨大なるものに囚われているもの。でなけれ
ばハイデルベルクの大樽の存在が説明できません。1751
年に作られたこの大樽の容量は22万リットル。しかし実
際にこの樽がワインで満たされたのは3回だけだったそ
うです。今日も多くの観光客がこの樽を見学にやって
きます。



協同組合の誕生

「マイショス醸造家協会」は
アール地方の18人の醸造家が結成
した、ドイツ初の醸造家協同組合
です。今日ではこうした協同組合
が全てのワイン生産地域に存在
し、ドイツのぶどう畑の約3分の1
が組合員の畑となっています。
協同組合は副業でぶどう栽培を
営む人口の多いヴュルテンベルク
地方とバーデン地方において重要
な存在です。

18
30

年

18
68

年

アイスワインの誕生

ドイツのアイスワイン発祥の地は、ライン川のほとりの街
ビンゲンに近いドロマースハイム。おそらくドイツ初であ
ろうと言われるアイスワインは、1830年2月11日にこの地
で収穫されました。ヴィンテージは1829年産となります。
高品質でなかったために造り手が放置し、冬になってから
家畜の餌にしようと収穫したぶどうが凍結しており、試し
に圧搾したところ、非常に糖度の高い凝縮した果汁が得ら
れ、アイスワインの誕生となりました。

選帝侯クレメンス・ヴェンツェス
ラウス・フォン・ザクセン 

トリーアの選帝侯で大司教でもあった彼は、ワインの知識
が豊富で、モーゼル地方に決定的な影響を及ぼした人物
です。彼はワインの品質向上のため、7年という期限を設け
「質の悪い」品種をリースリングに植え替えるよう命じた
のです。こうして世界最大規模のリースリング栽培地域が
誕生したのでした。

17
87

年

ドイツワイン史14

17
75

年

シュペートレーゼの伝令

シュペートレーゼは偶然の産物である
と言われています。その年、フルダの
領主司教の収穫許可をラインガウ地方ヨハ
ニスベルクの修道士たちに伝える騎馬伝令
の到着が14日遅れたため、修道士らは腐敗
（貴腐化）したぶどうを収穫することに
なってしまったのです。当時のケラーマ
イスターが「こんな（見事な）ワインは
味わったことがない」と言ったと伝えら
れています。
なぜ伝令が遅れたかは今日に至るまでわか
っていません。大事なことは、シュペート
レーゼというスタイルのワインがドイツワ
インにおける重要なカテゴリーとして今も
存在していること。ちなみにカビネットの
誕生も修道士がワイン造りをしていた時代
のことです。彼らは一番良く出来たワイン
の一部をケラーのカビネットと呼ばれる
コーナーに保管していたのです。



北米から運ばれた害虫、フィロキセラ（レープ
ラウス）がヨーロッパのワイン産業に危機をも
たらしました。フランスでは1865年以降、多く
のぶどう畑が破壊されました。 その後フィロキ
セラは、ボン近郊、ザクセン地方、バーデン地
方、そしてモーゼル地方にも被害をもたらしま
した。途方にくれた醸造家たちは石油を使った
り、あらゆる手段で害虫を退治しようとしまし
たが、徒労に終わりました。1872年、アメリカ
原産のぶどうがフィロキセラに耐性があること
がわかりました。以来ヨーロッパ品種のぶどう
はアメリカ品種の根に接ぎ木されています。ド
イツには自根のぶどうはほんの僅かしか残って
いません。フィロキセラは今だに完全に退治さ
れたわけではないのです。

ドイツワインの女王

ファルツ地方ダイデスフェルト出身の
エリザベス・ギース（旧姓クーン）が

ドイツ初のワインの女王に選出されたの
は1949年のこと。ドイツワインの女王の
誕生は、ドイツ連邦共和国の誕生と時を
同じくしています。ドイツワインの女王

は1年間の任期中、国内外におけるドイツ
ワインのスペシャリスト、そしてドイツ
ワインの大使として活躍しています。女

王が参加する催事は年間100を越えます。

19
49

年

18
72

年
以

降

フィロキセラの襲撃

19
03

年 大切なワイン検査 

ワインの偽装はすでに中世期から行われ
ており、厳しい罰則が課されていまし
た。1471年、ある醸造家がワインに水を混
ぜたため、生き埋めの刑に処されました。
ワイン偽装に関する初の王法が発令された
のは1498年のことでした。1903年になると
当時のファルツ行政区に初めて専任の
ワイン検査員が配置されました。
今日ではドイツ各地でワイン検査員が
活躍しています。検査員はボトル
ワインと樽ワインの製造条件、
基準の維持、官能検査を、
抜き打ちで醸造所に出向いて
実施するほか、エティケットの
表示が正しいかどうかについて
も検査を行っています。

ドイツワインの広報機関

同じく1949年にドイツ・ワイン

インスティトゥート（DWI）が

設立されました。当時は「ドイツワイン

広報有限会社」という

名称でした。DWI本部は

マインツにあり、ウェブサイト 

www.deutscheweine.de を運営

するほか、主に消費者を対象に、

ぶどう品種やワイン産地情報、

催し物や出版物情報などを提供して

います。海外マーケティングもDWIに

とって重要な仕事であり、世界各国に

広報オフィスを構えています。

15ドイツワイン史



19
71

年

19
95

年

19
90

年

ワイン法がもたらしたもの

1971年に制定されたワイン法は、今日のドイツの
ワイン産業の基礎を築きました。この時に制定さ
れた生産地域や畑の名称は、今日もなお有効で
す。同時にクヴァリテーツワイン、プレディカー
ツワインといった品質等級も決められました。
この法律の基本理念は、欧州連合内で連携し、
ワイン市場の組織化を行うことでした。

20
01

年

赤ワイン・ブーム

1981年以降、赤ワインの生

産割合がコンスタントに増加

し、2006年には36,9%に達しま

した。ドイツ人の赤ワイン消費は

増加しており、多くの造り手がぶ

どうの植え替えを行う際に、新

たにシュペートブルグンダーやド

ルンフェルダーなどを作付けし

ました。最近では、赤品種の栽

培面積はやや減少しています。

リースリング・
ルネサンス 

リースリングが再びドイツ
ワインの王者とみなされる

ようになりましたが、
これはごく最近の傾向です。
（全世界のリースリング栽培
面積の60％がドイツにありま

す。）世界各地でドイツ産
リースリングの需要が伸びて
おり、品質にも消費傾向にも

変化が見られます。また、
造り手も、ますますリース
リングに力を入れるように

なっています。

20
10

年

ビールよりワイン

2001年、ドイツ人のワインへ
の出費がビールへの出費をほ
んの少し上回りました。家計
に占めるアルコール飲料への

出費の割合が、ビール32,2
パーセントに対し、ワイン

32,3パーセントとなったので
す。ビールの消費量がワイン
よりもはるかに多いドイツ、

この逆転は歴史的な事件です。
現在では、この差はますます

開いています。

ワイン文化のハイライト 

ドイツ・ワインインスティトゥート
（DWI）は 2010年以降、ワイン文化

の歴史と伝統が息づく場所などを
「ワイン文化のハイライト」と称し

て表彰しています。伝統あるぶど
う畑やワイン博物館、古代の圧搾
場や伝統を守るワインづくりの村

などがその対象となっています。

20
06

年
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そして13生産地域に

ドイツ再統一後、ワインの生産地域が増え、

13地域となりました。新たに加わったのは、

ザクセン地方とザーレ・ウンストルート

地方です。
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ぶどう品種事典

リースリング - 完璧なる王者

リースリングはその香りを嗅ぐだけで

とても楽しい気持ちになれます。

りんご、柑橘類、桃、アプリコットな

どの香りがグラスから立ち上ります。

ピュアなフルーツの香りとフルーティ

な味わいと酸味の見事な調和ゆえに、

リースリングは世界的にも優れた品種

と言われ、ここ数年リースリング・ル

ネサンスとも言うべき現象が起きてい

ます。19世紀初頭には、ドイツのリー

スリングは世界で最も高価なワインの

ひとつとしてすでに広く知られていま

した。

ドイツはリースリングの故郷と言っ

ても良いでしょう。その栽培面積は

22.000ヘクタール、世界におけるリ

ースリングの栽培面積の60％を占めて

います。ファルツ地方とモーゼル地方

が、世界でも最もリースリングの栽培

面積が広い地域です。リースリングの

栽培について言及している最古の文献

は、リュッセルスハイムの醸造所が発

行したカッツェンエルンボーゲン伯爵宛の請

求書で、"seczreben rießlingen in die wingarten"

（ぶどう畑のリースリングの苗）という表記

が見られます。日付は1435年3月13日となっ

ています。修道院では、中世からリースリン

グを推奨してきました。今日に残る、最も古

いリースリングの畑がラインガウ地方のヨハ

ニスベルクです。米国では以前、リースリン

グのことを「ヨハニスベルク・リースリン

グ」と呼んでいました。リースリングはドイ

ツのワイン生産地域に広まり、特に温暖な河

川沿いで栽培されるようになりました。ま

た、ドイツからの移民がオーストラリア、ニ

ュージーランド、米国など世界各地にリース

リングを広めました。

リースリングは栽培される土壌の性格を強く

反映する品種です。重いローム土壌は柑橘系

の香りを引き出し、雑色砂岩はアプリコット

のアロマを、スレートは火打石を思わせるミ

ネラリッシュな香りを引き出します。リース

リングは長期にわたって保存することが可能

です。長い年月をかけて熟成したリースリン

グには、通好みの気品あるペトロール系の香

りが感じられることがあります。

リースリングからは、ヴィンツァーゼクト、

軽快なカビネット、気品あるシュペートレー

ゼ、希少なアイスワイン、辛口、中辛口、あ

るいは上品な甘口といったあらゆるタイプの

ワインが造られています。また、リースリン

グは爽快な味わいのワインなので、食中酒に

最適で、軽いソースを添えた魚料理や鶏肉料

理、野菜料理に向いています。

中辛口のものはアジアン・スタイルの料理に

ぴったりです。ベーレンアウスレーゼとトロ

ッケンベーレンアウスレーゼは宝物のような

甘口ワイン。比類のない味わいで、いずれも

貴腐菌（ボトリティス・シネレア）の働きに

より、リースリング本来のアロマに貴腐香が

加わり、重層的な風味です。リースリングは

晩熟で、しかもゆっくりと成熟するため、貴

腐菌がつきやすく、見事な貴腐ワインが生ま

れます。秋口の天候に恵まれ、気温と湿度が

理想的な状態であれば、貴腐ワイン誕生のチ

ャンスがあります。

ひとつひとつのぶどうの粒を手作業で集め、

醸された貴腐ワインは、凝縮したアロマと輝

きのある酸味にあふれており、ドライフルー

ツ、蜂蜜、熟したパイナップルや桃などの香

りが立ち上ります。貴腐ワインはアペリティ

フとして楽しめるほか、フルーティなデザー

トや力強い味わいのチーズにも調和します。

リースリングのもう1つの楽しみがアイスワイ

ン。果実味あふれるアロマ、豊かな酸味と優

雅な甘みが凝縮した、エレガントなワインで

す。収穫時の糖度は250エクスレに達すること

もあります。リースリングのアイスワイン、

これもまた宝物のようなワインなのです。
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シュペートブルグンダー（ピノ・ノワ

ール）はドイツにおいて最も優れた赤

ワイン品種であり、優れた畑を必要と

します。理想的な畑で栽培されること

で、品種特有のチェリーの香り、仄か

なスモーク香、アーモンド、赤い果実

の香りなど多彩な香りがあらわれてく

るのです。

ドイツにおけるシュペートブルグンダ

ーの栽培面積は11.000ヘクタール、シ

ュペートブルグンダーの栽培地域とし

てはフランス、米国に次いで第3位と

なっています。ドイツの最重要白品種

リースリングが世界各地で好評を得て

いる一方で、最重要赤品種であるシュ

ペートブルグンダーは外国においては知る人

ぞ知るワインでした。それもそのはず、ドイ

ツ国内における国産シュペートブルグンダー

の需要は高く、そのほとんどが輸出されてい

ないのです。世界各地のワインの専門家たち

も、ドイツにおけるシュペートブルグンダー

の栽培面積が、オーストラリア、ニュージー

ランド、オーストリア3カ国のシュペートブル

グンダーの栽培面積を合わせたものを上回る

と知って、驚きの声をあげています。

シュペートブルグンダーはドイツで非常に古

くから栽培されている品種です。言い伝えに

よると、884年にカロリング家のカール3世

（カール肥満王）がシュペートブルグンダー

の苗をブルゴーニュ地方からボーデン湖畔地

方にもたらしたそうです。以来、シュペート

ブルグンダーは徐々に北へと栽培地域を広げ

ていきました。

シュペートブルグンダーは気候と土壌を選ぶ

品種です。単に赤ワイン品種に最適の場所と

いうだけでは充分ではないのです。シュペー

トブルグンダーは、リースリング同様「クー

ル・クライメイト（冷涼気候）」の品種と言

われ、ドイツこそが栽培に適した場所なので

す。ドイツは緯度的に、南方のワイン産地と

比べて植物の成長期間が長く、シュペートブ

ルグンダーはこのような産地でのみ、それぞ

れのテロワール、すなわち土壌と気候的特色

をワインにおいて表現してくれるのです。そ

して、まさにこのことがワイン愛好家にとっ

ての楽しみでもあるのです。ドイツのシュペ

ートブルグンダーは、他の産地のものとは異

なる性格を持ち、ワイン通は風味からその違

いを探ることができます。

シュペートブルグンダーは通常フルボディで

辛口に仕立てられます。そのスタイルは大ま

かに2つにわけられます。1つは完熟ぶどうの

果実味を活かして造られるスタイル。ルビー

色で、繊細でまろやか、タンニンも柔らかな

ワインです。もう1つはモダンなスタイル。

濃いルビー色で、酸味は柔らかく、タンニン

が強調されたワインです。いずれのスタイル

も、それぞれにふさわしい期間の樽熟成を経

ています。また、圧搾し、ただちに果皮を取

り除く醸造法で「ブラン・デ・ノワール」が

造られています。接触時間の長短により、そ

の色合いは白ワインと変わらないものから淡

いピンク色のものまで様々です。

「ブラン・デ・ノワール」はスパイシーなア

クセントを持つ軽やかなワイン。あらゆる料

理に調和するほか、アペリティフにも最適な

ワインです。シュペートブルグンダーはスパ

ークリングワインにも使われ、鮮やかな赤の

ゼクトや「ブラン・デ・ノワール」が造られ

ています。

バーデン地方におけるシュペートブルグンダ

ーの栽培面積は約5.800ヘクタールでドイツ第

1位。シュペートブルグンダーはドイツのほと

んど全てのワイン生産地域で栽培されていま

す。 アール地方では、シュペートブルグンダ

ーが最も重要な品種であり、その品質は国際

的にも高く評価されています。
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シュペートブルグンダー - トレンディな赤ワイン品種
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ヴァイスブルグンダー シュペートブルグンダーを由来とする品種。
リースリングにとっては暑すぎる地域にも適応できる品種です。気軽
に味わえるワインで、フレッシュでほどよい酸味を持ち、食中酒とし
ても最適。柑橘類のほか、梨、メロン、ナッツなどの香りと味わいを
持っています。ゼクトにも、バリックでの醸造にも向き、優れた畑の
ぶどうからは高品質のワインができあがります。

グラウブルグンダー シュペートブルグンダー由来の品種。甘口のもの
はルーレンダーと呼ばれますが、今日ではほとんどが辛口に仕立てら
れています。グラウブルグンダーは食事にふさわしいワイン、そのア
ロマは洋梨、アーモンド、パイナップルなどを思い起こさせ、スタイ
ルも多岐にわたっています。夏のテラスで、あるいはピクニックで味
わうにふさわしい、辛口でフレッシュなものもあれば、甘口のルーレ
ンダー・タイプのものもあり、バリック仕立の重厚なものや、ハイク
ラスの甘口ワインも造られています。ヴァイスブルグンダー同様、ゼ
クトにもふさわしい品種です。

ミュラー・トゥルガウ（リヴァーナー）20世紀初頭、スイス、トゥル
ガウ出身のヘルマン・ミュラー教授がガイゼンハイムで交配した品種
で、長年リースリングとジルヴァーナーの交配だと言われていました
（そのためリヴァーナーとも言います）。ところが最近の遺伝子解析
により、この説は誤りであることがわかりました。本当の「親」はリ
ースリングとマドレーヌ・ロイヤルだったのです。ミュラー・トゥル
ガウは飲みやすく、親しみやすいワイン。柔らかな酸味とマスカット
を思わせる繊細なフルーツの香りを持っています。ドイツではリース
リングに次いで2番目に多く栽培されています。早熟で爽やかな夏向き
のワインとなり、どのようなシチュエーションでも楽しめます。香り
高いパールワインにもふさわしい品種です。

ジルヴァーナー トラミーナとエスターライヒッシュ・ヴァイス（オー
ストリアの白、の意）の自然交配で生まれたと言われる非常に古い品
種です。ドイツではフランケン地方カステルで作付けされたと伝える
1659年の文献が、ジルヴァーナーに関する最古の記録です。今日、フ
ランケン地方では、ジルヴァーナーの栽培面積の割合がドイツ最大と
なっていますが、実質栽培面積ではラインヘッセン地方のほうがそれ
を上回っています。ジルヴァーナーはリースリングと同様、テロワー
ルの個性を表現する品種です。そのアロマは花や草木、メロン、ミラ
ベル、りんごなどを連想させます。フルーティでアーシーな香りを持
ち、酸味もまろやかなため、食事にふさわしいワインです。伝統的に
はアスパラガスに合わせますが、魚料理とも見事に調和するので、ぜ
ひお試しください。

ドルンフェルダー 1950年代にヴァインスベルク研究所のアウグスト・
ヘロルドが交配した品種で、今日ドイツで最も愛されている赤品種の
ひとつとなっています。飲みやすく、チェリーやレッドカラントなど
果実のアロマが魅力的で、タンニンも柔らかく、濃い色合いをしてい
ます。また栽培もしやすく、熟成を待つ必要もありません。ドルンフ
ェルダーはブレンドのパートナーとしてもふさわしく、バリック仕立
にすることで、さらに深い味わいを獲得します。
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総栽培面積102.197ヘクタールに

対する割合を表示 （2010年）

    Scheurebe   1,6%

     Elbling 0,5%

    GUTEDEL   1,1%

    LEMberger   1,7%

     Gewürztraminer 0,8%

    BACCHUS   1,9%

Schwarzriesling   2,2%

 WEISSBURGUNDER 4,0%

       Kerner   3,4%

       REGENT   2,0%

        Trollinger 2,4%

      Portugieser   4,0%

  Riesling 22,1%

          Müller-        Thurgau 13,3% 

          Spät-    Burgunder 11,1% 

     Dornfelder 7,8% 
        Silvaner 5,1% 

 GrauBURGUNDER 4,6%



レンベルガー 別名ブラウフレンキッシュといい、オーストリアの品種
で19世紀にドイツにもたらされたと言われています。ヴュルテンベル
ク地方で多く栽培されています。同地方出身のかつての連邦首相テオ
ドア・ホイスはレンベルガーを好んで飲んでいました。濃厚な色を持
ち、まろやかで、果実の風味あふれるレンベルガーには、気軽に味わ
えるデイリーワインもあれば、特別な日のための格調あるバリック仕
立のものもあり、いずれにおいても着実にファンを増やしています。
レンベルガーのアロマはブラックベリーやプラム、チェリーを連想さ
せます。タンニンが強調されたタイプのものもあります。

トロリンガー ヴュルテンベルク地方の「必需品」と言われる飲みやす
くフルーティーな赤ワインです。ルーツはアルプスの南側と言われ、
彼の地ではヴェルナッチュと呼ばれています。ドイツに伝来したの
は、ローマ時代ではないかと言われています。香り高く、花やサワー
チェリーを連想させます。ヤウゼ、ブロートツァイトなどと呼ばれる
軽い食事（ベーコン、ハム、チーズなどをパンと一緒にいただく）に
も、ヴュルテンベルク地方の郷土料理にもふさわしいワインです。軽
く冷やして飲むことをおすすめします。

ポルトギーザー シンプルでフレッシュな味わいのワインとなり、ヴァ
イスヘルプスト（ロゼ）にも使われるタンニンが少ない品種。ドイツ
では3番目に多く栽培されている赤品種です。ポルトギーザーとは言う
ものの、ポルトガルでは全く知られておらず、そのルーツはオースト
リア、あるいはハンガリーではないかと言われています。典型的なポ
ルトギーザーのアロマと言えば、レッドカラント、ラズベリー、いち
ごなど。収穫量を落とした、驚くほど凝縮したバリック仕立のワイン
も造られています。

グートエーデル 約5000年前から栽培されていたと言われる最も古い
栽培品種。ドイツではバーデン地方南部マルクグレーフラーランド地
域で集中的に栽培されています。スイスではシャスラと呼ばれていま
す。柔らかでフルーティな酸味を持ち、軽快な食事にぴったりのワイ
ン。とりわけ夏にふさわしいワインです。ゼクトとしてもその魅力を
発揮してくれます。

エルプリング 約2000年前からヨーロッパで栽培されている品種。ロー
マ人は「ヴィティス・アルバ」つまり「白いぶどう」と名付けていた
と言われています。ドイツではモーゼル川流域だけで栽培されていま
す。爽快な酸味を持つ活き活きとしたワインで、気軽に味わうことが
できます。エルプリングからは優れたゼクトも生まれています。
暑い夏の日、辛口のエルプリングほどふさわしいワインは他にないで
しょう。

バッフス バッフスは1930年代にジルヴァーナーとリースリングの交配
種をさらにミュラー・トゥルガウとかけ合わせることで生まれた品種
です。2010年現在の栽培面積は約2.000ヘクタール、主にラインヘッ
セン地方とフランケン地方で栽培されています。バッフスはプレディ
カーツワインに仕立てる場合、主に甘口となっています。凝縮感に溢
れ、フルーティでショイレーベを思わせる味わいが特徴です。糖度が
高く、しかも酸味が豊かなうちに収穫すると、リースリングを思わせ
るワインが誕生します。花やマスカットの繊細な風味を持つバッフス
は、アジアン・スタイルの料理やフルーツサラダなどにふさわしいワ
インです。

シュヴァルツリースリング（ミュラーレーベ）古来から栽培されてい
るシュヴァルツリースリングは、リースリングとは全く関係がないブ
ルゴーニュ由来の品種です。ミュラーレーベ（粉挽きのぶどう）とい
う別名が示しているように、葉が白っぽく毛羽立っており、小麦粉を
はたいたように見えます。フルーティーで、日々の食卓にふさわしい
ワインですが、凝縮したぶどうからはシュペートブルグンダーのよう
なアロマや重層的な風味が得られます。フランスではピノ・ムニエと
呼ばれ、シャンパンの醸造に欠かせない品種です。ドイツでは主に単
独で醸造されています。ヴュルテンベルク地方で多く栽培されている
品種です。

ショイレーベ 1916年にゲオルク・ショイがラインヘッセン地方のア
ルツァイにて、ジルヴァーナーとリースリングをかけ合わせて生んだ
品種です。「ブケ品種」と呼ばれる香りが強調された品種のひとつで
す。カシスやエキゾティックなフルーツの香り溢れるワインに仕上り
ます。ハイクラスの甘口ワインとしてリリースされることが多いです
が、辛口タイプも増えています。アジアン・スタイルの料理やチーズ
に合わせるとその魅力が発揮されます。アペリティフとして、あるい
は夏のテラスで味わうのにふさわしいワインです。

ゲヴュルツトラミーナ 伝統的な「ブケ品種」のひとつで、バラの花の
香りが特徴的ですが、ほかにもアカシアの花、ビターオレンジ、エキ
ゾティックなフルーツ、蜂蜜の香りなどを見つけることができます。
ファルツ地方のロートには400年前から維持されているゲヴュルツトラ
ミーナの畑があり、今も引き続きゲヴュルツトラミーナが栽培されて
います。ドイツでは様々なスタイルのゲヴュルツトラミーナがリリー
スされています。中でも、とろりとした舌触りの甘口のプレディカー
ツワインは最高級のデザートワインとして、またチーズのお供に最適
です。

ケルナー 爽やかな酸味とフルーティさあふれるケルナーは、1929年に
アウグスト・ヘロルドがトロリンガーとリースリングをかけ合わせて
生んだ品種です。品種名はヴァインスベルクの詩人ユスティヌス・ケ
ルナーにちなんでつけられました。ジューシーなワインに仕上がり、
重厚に仕立てたものは食事にもぴったりです。甘口のシュペートレー
ゼは夏のテラスで飲みたいもの。ゼクトのベースワインとしてもふさ
わしく、ブレンドのパートナーとしても理想的です。ケルナーのアロ
マは青りんご、梨、ホワイトカラントなどを連想させてくれます。

レゲント ドイツでは古くから品種の交配が行われてきました。より美
味しいワインとなる品種を生み出す一方で、病気に強い品種も生み出
されています。もちろん、病気に対する抵抗力の強い品種も美味しく
なければお話になりません。レゲントはジルヴァーナーとミュラー・
トゥルガウの交配種を、さらにシャンボーソンとかけ合わせて生まれ
た赤品種で、病気に対する耐性と美味しさを兼ね備えており、1996年
に栽培が認可されました。濃い色合い、フルーティでシルキーな味わ
い、ブラックチェリーやレッドカラントの香りにあふれ、バランスの
よいタンニンに支えられたワインに仕上ります。レゲントはカビ菌に
対する抵抗力が強く、主にビオワインの生産者が好んで栽培していま
す。過去10年間に栽培面積は70ヘクタールから2.000ヘクタールまで
増加しました。
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     赤ワインの王国

3524 ワイン生産地域

Ahrアール地方Ahr



栽培面積: 
約560ヘクタール

赤ワインの比率　85％

主要品種: 
シュペートブルグンダー、

ポルトギーザー、リースリング

インフォメーション: 
www.ahrwein.de 

ワイン文化のハイライト

マイショス：
醸造家協同組合発祥の地

マリエンタール修道院：アーチ型
天井のケラーでのテイスティング

左ページ: 
アール地方のぶどう畑

写真上:
マリエンタール修道院（左）
マイショス醸造家協同組合

アール地方は約560ヘクタールのぶどう畑を擁す
るドイツで最も小さなワイン生産地域のひとつ
です。他のワイン生産地域とは大きく異なり、栽
培されているぶどうの85％が赤ワイン品種であ
るのが特色です。最も多く栽培されているのが
シュペートブルグンダー、ポルトギーザー、そし
てフリューブルグンダーです。白ワイン品種の中
ではリースリングが重要な位置を占めています。

地方名は同地を流れる川の名前にちなむもので
す。アール川はかつてのドイツの首都ボンの南約
40キロメートルのあたりでライン川に合流してい
ます。風光明媚なアール峡谷の斜面の多くは、ぶ
どう栽培に都合の良い南向きとなっています。同
地方は降水量も少なく、年間平均気温も低め。場
所を選ぶといわれるシュペートブルグンダーがう
まく育っているのは、アール地方の土壌が優れて
いることも関係しています。

アール峡谷はラインスレート山地の一部。スレー
ト土壌はぶどうにとって理想的な土壌のひとつ
で、日中に太陽の熱を蓄え、夜に放射熱を出すと
いう自然の暖房装置です。またアール川のおかげ
で気候は穏やかです。この川は2百万年にわたっ
て、同地のスレート山地を穿ってきました。特に
ミッテルアールのあたりの谷は、極端に狭い急斜

ご
存
じ
でし

たか
?

ドイツ最古であり、世
界最古の醸造家協同組合
のひとつでもあるマイシ

ョス醸造家協同組合が設立されたのは1868年のことでし
た。設立のいきさつはこうです。当時は不作が続き、税金
負担が増し、ぶどう栽培農家の生き残りは非常に難しくな
っていました。移住した農民もいましたが、居残った農家
が結束し、共同で醸造所を運営することにしたのです。
この時生まれた協同組合という発想は、その後ドイツ
各地で今日に至るまで機能しています。

面となっています。野趣あふれるロマンティック
な峡谷は、ラインスレート山地の中でも植生が多
様で、山猫やみみずくなどの珍しい動物が生息し
ています。

アール地方のスター、
シュペートブルグンダー

シュペートブルグンダーは30年戦争後アール地方
にもたらされたと言われますが、同地のワイン造
りは紀元後1世紀、ローマ人によって始められま
した。当時栽培されたのは現在とは全く異なる
品種でした。ワイン造りの伝統から推測すると、
新参のシュペートブルグンダーは当初白ワインの
醸造法で造られていたかもしれません。色が淡
いために「アールブライヒェルト（アールの脱色
ワイン）」などと言われていたからです。今日の
シュペートブルグンダーはそれとは全く違うもの
です。アール地方の赤ワインはエレガントで重層
的、長期熟成にも耐える高品質を誇ります。
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ドイツは寒くて、居心地が悪いと思われる方は、
せひバーデン地方まで足を伸ばしてみてくださ
い。ドイツの南西部にあたる同地方は、北のタウ
バーフランケンからハイデルベルクを経てライン
川沿いを南下し、ボーデン湖に至るまでの広範
な地域です。栽培面積は16.000ヘクタール、ドイ
ツで3番目に大きなワイン生産地域です。

バーデン 地 方の 気候はとても 穏 やかで す。
「ブルゴーニュの前足」と呼ばれる南ヴォー
ジュ山脈とジュラ山脈の先端に挟まれた特殊
な地形が気候に貢献しています。ブルゴーニュ
の前足を通り、ライン平地にまで地中海性の
暖かい空気が流れ込んでくるのです。そのた
めドイツではバーデン地方だけが、欧州連合
のワイン生産地域カテゴリーのB地域、すなわ
ち欧州における平均的に温暖な地域に分類さ
れています。ブルゴーニュの前足に組み込まれ
ているバーデン地方は、ブルゴーニュ地方の
延長とも言えるのです。そのため、同地方はシ
ュペートブルグンダー、グラウブルグンダー、
ヴァイスブルグンダーといったブルゴーニュ品種
を栽培するのにふさわしい場所です。

同地方の特産にはロゼ色をしたバーディッシュ・
ロートゴルトがあります。ロートゴルトは品種名
ではなく、グラウブルグンダーとシュペートブル
グンダーのブレンドワイン、つまりロートリングで
す。バーデン地方のぶどう畑は変化に富み、あら
ゆるタイプの土壌が見られます。例えばクライヒ
ガウやタウバー川沿いでは貝殻石灰岩とコイパー
が見られます。カイザーシュトゥール、トゥニベル
クからマルクグレーフラーラントに至る地域では
石灰、粘土、マールの混在土壌や豊かなレス（黄
土）と陶土の土壌に、火山岩の破砕岩が含まれ
ています。ボーデンゼー、マルクグレーフラーラン
ト、トゥニベルク、 カイザーシュトゥール、ブライ
スガウ、オルテナウ、クライヒガウ、バーディッシ
ェ・ベルクシュトラーセ、そしてタウバーフランケ
ンの9地域（ベライヒ）がバーデン地方を構成し
ています。

カイザーシュトゥールは
太陽の恵みあふれる場所

シュヴァルツヴァルト（黒い森）とヴォージュ山脈
の間にある火口丘であるこの一帯は、年間平均

栽培面積: 
約16.000ヘクタール

白ワインの比率　56％

主要品種: 
シュペートブルグンダー、

ミュラー・トゥルガウ、グラウブルグン
ダー、ヴァイスブルグンダー、

リースリング
 

インフォメーション: 
www.badischerwein.de 

ワイン文化のハイライト

メアースブルク・ワイン博物館：
圧搾機ハイリッヒ・ガイスト・トルケル

ライヒェナウ：ワインの島

ハイデルベルク城の大樽 

イーリンゲン：ヴィンクラーベルクの
火山岩庭園

気温が11度以上もあるドイツでも最も暖かい場
所のひとつです。

それゆえ、このあたりではドイツにおいては珍し
い植物や生物が見られます。36種類のらん、729
種類の蝶々、色鮮やかなヨーロッパハチクイ、体
長40センチにおよぶスマラクト・トカゲやカマキ
リなどがその例です。カイザーシュトゥールとい
う地名は、オットー3世大帝（980-1002年）にちな
むものです。同地のライゼルハイマーとよばれる
村に「ゲシュトゥール（座席）」つまり大帝の法廷
があったのです。この名称は今日もぶどう畑の名
称として残っています。

バーデン地方には食通好みのレストランが集中し
ており、国境を越え、フランスにまで知れわたっ
ています。ドイツでミシュランの星を獲得したシ
ェフがこれほど多く集まっているのはバーデン地
方だけ。それはお隣のアルザス地方でも話題に
なっています。フランスやスイス、そしてドイツ各
地から、美味しいものを求めてやってくる観光客
がますます増えています。

右ページ上
メアースブルクと
ボーデン湖の眺め 

右ページ下
バーデン地方ドゥアバッハ

近郊のぶどう畑 

写真下
ライヒェナウの港
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• Ihringen
• Freiburg

• Karlsruhe

• 
Stuttgart

Reichenau •
Meersburg

•

• Heidelberg

Rh
ein

ご

存じ
でし
たか?

バーデン地方の
優れたワインのひ
とつに「クリンゲルベ
ルガー」があります。オル
テナウではそう呼ばれてい

ますが、実はこのワインはリースリングなのです。名前の
由来はドゥアバッハ近郊の畑、シュロスベルク内のクリンゲ
ルベルクと呼ばれる一角です。1782年、バーデン辺境伯で
シュタウフェンベルク城の城主だったカール・フリードリッ
ヒが、 この畑にリースリングの苗を植えたと言われてい
ます。当時、この畑にはリースリングだけが植え付けら
れましたが、1つの畑に1品種だけを植えること自
体が全く新しい試みでした。



27ワイン生産地域

南の国の太陽を浴びて

バーデン地方



マインフランケン地方は「ワイン」フランケン地
方、などと言われますが、まさにその通り、マイン
川とその支流の流域ではフランケンワインが生産
されています。フランケンワインの目印は平たく
まるい形のボックスボイテルと呼ばれるボトルで
す。なぜフランケン地方でこのようなボトルが使
用されるようになったのか、はっきりしたことは
まだわかっていません。しかし、フランケン地方
ヴェニグムシュタットでの発掘調査で、最古の円
形のボトルのひとつが見つかっています。このボ
トルの推定年代は紀元前1400年、ケルト人の遺品
であろう言われています。この古代のボトルが現
在のボトルの原型なのかもしれません。何はとも
あれ、このボックスボイテルというのはとても便
利なボトルです。転がらないので、フランケン地

方の川沿いの丘でピクニックを楽しむ時にも、安
心して持って行くことができます。
フランケン地方はドイツのワイン生産地域の中
で唯一バイエルン州に属しています。ぶどう畑は
6.100ヘクタール、多くの畑がバロック都市ヴュル
ツブルクの周辺に広がっています。

絵のように美しい街、イプホーフェンや
カステルはバカンスのための楽園

フランケン地方で栽培されているぶどうの81％
が白ワイン品種です。なかでもジルヴァーナーは
伝統的なフランケン品種として知られており、栽
培比率がこれほど高いのはフランケン地方だけ
です。初めてジルヴァーナーが植えられたのは
1659年4月のこと、場所はカステルのシュロスベ
ルク辺りの畑でした。ジルヴァーナーのキャラク

ターはフランケン地方のメンタリティとよく比較
されます。もの静かで控えめですが、一本のしっ
かりとした筋が通っています。ジルヴァーナーは
リースリングよりも約2週間成熟が早く、収穫量も
安定しています。ただ、あまりにも厳しい冬の寒
さには耐えられないので、どこでも栽培できると
言うわけではありません。そのためジルヴァーナ
ーはフランケン地方でも最も多く栽培されてい
る品種ではないのです。同地方では一定の収穫
量を得るために厳しい気候に耐えるミュラー・ト

ボックスボイテルの国

28 ワイン生産地域

写真上
カステルの風景

右ページ上
エシェルンドルフのぶどう畑

右ページ下
有名なボックスボイテル（左）
ヴュルツブルクのホーフケラー

フランケン地方



栽培面積: 
約6.100ヘクタール

白ワインの比率　81％

主要品種: 
ミュラー・トゥルガウ、

ジルヴァーナー

インフォメーション: 
www. frankenwein-aktuell.de

ワイン文化のハイライト

ヴュルツブルクの州立ホーフケラー

ビュルガーシュピタール醸造所

ユリウスシュピタール醸造所

カステルの街とジルヴァーナー

ゥルガウが多く栽培されています。バッフスから
は、カジュアルなワインからアウスレーゼまで、
地元の人々に愛されている様々なワインが造られ
ています。また、ドミナからは、フランケン地方な
らではの赤ワインがつくられています。

フランケン地方の気候はどちらかと言えば大陸
性気候、とはいえマイン川のおかげでいくぶん
穏やかです。大陸性気候とは、夏は暑く、冬は寒
い、厳しい気候です。しかしマインフランケンの北
にはレーン山地、西にはシュペッサート山地があ
り、厳しい寒波や湿気から守られています。ヴュ
ルツブルクとその近郊は、夏場の雨量が少ないも
のの、空気は適度な湿気を保っており、土壌には
ミネラル分が豊かに蓄積しています。フランケン
ワインの主な特徴はミネラリッシュな風味です。

ご

存じ
でし
たか?

フランケン地方で
最も有名な畑「ヴュ
ルツブルガー・シュタイ
ン」は、古文書にその名が
登場するぶどう畑のうち、ド

イツ最古のものです。「シュタインワイン」は長年にわたりフラ
ンケンワインの代名詞でした。1540年のシュタインワインが、
今なお、ヴュルツブルクのビュルガーシュピタール醸造所のケラ
ーに保存されています。シュタインワインをこよなく愛したのが、
作家のヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテでした。ゲーテ
は1806年6月17日付けの妻のクリスチアーネ宛の手紙に「ヴ
ュルツブルガーを何本か送ってくれないか。他のワイン
は美味しくないんだ。お気に入りのワインがなくな
ると、どうも苛立ってしまってしようがない」

と書き綴っています。
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• Aschaffenburg

• Würzburg
• Kitzingen

Main



   ヘッシッシェ・ 
 ベルクシュトラーセ地方

     春の目覚め

30 ワイン生産地域



栽培面積:
約440ヘクタール

白ワインの比率　79％

主要品種: 
リースリング、シュペートブルグン

ダー、グラウブルグンダー

インフォメーション: 
www. bergstraesser-wein.de

ワイン文化のハイライト

ヘッペンハイム：ワイン文化体験
ルート「ワイン＆シュタイン」

ロルシュ修道院と
ワイン造りの歴史

31

ぶどう畑の総面積は436ヘクタール。このドイツ
最小のワイン生産地域は、大部分がライン川沿い
にあり、オーデンヴァルトのなだらかな丘陵に向
かって広がっています。1766年4月、神聖ローマ帝
国の王となったばかりのヨーゼフ2世が、フランク
フルトからベルクシュトラーセまで旅をした時に
「ドイツはここからイタリアになる」と言ったこと
は、よく知られています。

事実、この地方の春の訪れは、ドイツで最も早い
のです。ベルクシュトラーセには、無花果やアー
モンドが実り、レンギョウや木蓮が咲き、ぶどうも
すくすくと育ちます。お天気のよい日にはファル
ツの森を眺望することもできます。ベルクシュト
ラーセ沿いにお城が多いのは、この眺望の良さも
関係しています。

ベルクシュトラーセには美しい旧市街が
保存された街がいくつもあります

ヘッシッシェ・ベルクシュトラーセ地方には、果
樹園だけでなく、テラス状のぶどう畑も残ってい
ます。このあたりの土壌は乾燥していて栄養分が
少ないのですが、温め効果のある砂と、粒子が
細かく水分を良く蓄える厚みのあるレス（黄土）
層で構成されています。「ベルクシュトラーセの
王者」はリースリング。栽培面積の約半分を占め、
植物成長期が長い同地域にうまく適応していま
す。残る半分をミュラー・トゥルガウ、ゲヴュルツ
トラミーナ、珍しいゲルバー・オルレアンなど様々
な品種が占めています。近年栽培面積が増加し
つつあるのが、シュペートブルグンダー、フリュー

ブルグンダー、ザンクト・ラウレントなどの赤品種
です。

同地域の穏やかな気候を活用し、最初にぶどう
を栽培したのは、ローマ人ではないかと言われて
います。ベルクシュトラーセはかつて重要な通商
路で、ローマ人たちは「ヴィア・ストラータ・モン
ターナ（via strata montana）」と呼んでいました。
またベルクシュトラーセ・オーデンヴァルト・ジオ
自然公園は、ユネスコにより世界各地の77のジオ
パークのひとつに選ばれています。ライン川、マイ
ン川、そしてネッカー川に囲まれた2.230平方キロ
メートルのこの公園では、5億年の地球の歴史を
辿ることができます。上部ライン地溝帯とオーデ
ンヴァルトに挟まれたヘッシッシェ・ベルクシュ
トラーセ地方は、このジオパークの重要な一部分
となっています。

ご

存じ
でし
たか?

オーデンヴァルトに

は「島」があります。

その名もオーデンヴァル

ト・ワイン島。ただこれは本

    当の島ではなく、ダルムシュタ

ットの西のグロース・ウムシュタットの周囲に広がるヘッシッシ

ェ・ベルクシュトラーセ地方に属するぶとう畑で、そこだけが飛

び地のようにぽつんと離れているのです。広さは62ヘクタール、

ヘッセン州の州都フランクフルトの近くです。ところで、フラン

クフルトにはロアベルクという名のぶどう畑があります。こ

の畑はラインガウ地方に属しており、フランクフルトの人

々が大好きなもうひとつのワイン、アップルワイン

が生産されています。同地では「エッベル

ヴォイ」と呼ばれています。

ワイン生産地域

Rh
ei
n

Main

• Zwingenberg

• Heppenheim

• Mannheim

Kloster Lorsch 
•

• Darmstadt

• Heidelberg

左ページ
ヘッペンハイム近郊のぶどう畑

写真上
ロルシュのマルクトプラッツ（左）
ワイン文化体験ルート
「ワイン＆シュタイン」



栽培面積: 
約460ヘクタール

白ワインの比率　85％

主要品種: 
リースリング、シュペートブルグン

ダー、ミュラー・トゥルガウ

インフォメーション: 
www.mittelrhein-wein.com

ワイン文化のハイライト

ボッパルター・ハム：
ライン川の環状カーヴ　

バッハラハ：ロマンティック・
ラインの中心地

ご

存じ
でし
たか?

バッハラハの街には

急傾斜のぶどう畑があ

ります。昔から「ライン

川沿いのバッハラハでは最高

のワインができる」と言われ、

教皇ピウス2世は、毎年バッハラハ産のワインを樽でローマに運

ばせていました。しかしバッハラハには平地のぶどう畑もあるので

す。それは全長680メートル、幅150メートルのライン川に浮かぶ島

にあります。畑名は「ハイレーゼン・ヴェアト」といい、かつての

所有者ハンス・ハイレーゼンの名にちなみます。現在の所有者は

バッハラハの醸造所です。島のぶどう畑で作業をするためは、

急斜面同様に丈夫な足腰が必要ですが、島に辿り着く手段

はボートしかないため、オールを漕ぐための腕力の

強さも必要です。

ロマンティックなライン川のことを知らない
観光客はいません。日本や韓国からの観光客
には、一般のドイツ人とは対照的に「なじ
かは知らねど・・・（Ich weiß nicht, was soll es 
bedeuten ...）」で始まるハイネの詩によるローレ
ライの歌を最後まで歌うことができる人まで
いるのです。ワイン愛好家ならミッテルライ
ン地方と言えばすぐにリースリングが思い浮
かぶことでしょう。同地域は456ヘクタールを
擁し、ビンゲンとジーベンゲビルゲ（七つの
山地、の意）の間を、ライン川沿いに110キロ
メートルにわたって下流方向に広がり、かつ
ての首都ボンの手前まで続いています。この
ためノルトラント・ヴェストファーレン州に
も20ヘクタール分のぶどう畑があるのです。
列車や車でこの辺りを通過したことがある方
は、数多くの中世の古城や、美しい街を彩る
ぶどう畑をご覧になったことでしょう。

2002年にビンゲン・コブレンツ間の景観が
ユネスコ世界遺産に指定されました

ロマンティックな風景ではあるものの「ロマ
ンティックなワイン」という表現はあまり当
たっていません。この地域のぶどう畑は、ほ
とんどが急斜面で、造り手は重労働を強いら
れるからです。しかしミッテルライン地方の
ワイン造りにおいては、それだけ汗を流す価
値があります。スレートの土壌からはミネラ
リッシュで芯が通った活き活きとした酸味の
あるワインが生まれます。川の流れが暖かい

空気をもたらし、フンスリュック山地が冷た
い空気の流れを遮ってくれますが、最高品質
のワインを造るためには南向き斜面での栽培
が条件となります。理想的な畑は、ライン川
が急カーブするボッパルトからザンクト・ゴ
アーハウゼンまでは主に右岸に、ボッパルト
の北からランスまでは両岸に、そして南のト
レヒティングスハウゼンまでは主に左岸とそ
こに続く谷に広がっています。同地域では300
ヘクタール以上の畑でリースリングが栽培さ
れています。シュペートブルグンダー、ミュ
ラー・トゥルガウ、ポルトギーザー、ケルナ
ーは地酒として親しまれており、他地域では
流通していません。

偉容を誇る古城の数々は、防衛のための砦と
して、あるいは税関として建てられたもので
した。15世紀になって鉄砲が登場すると要塞
としての役割は失われてしまい、多くの古
城は無人となってしまいました。30年戦争
（1618-1648年）の時代とファルツ継承戦争
（1688-1692年）の時代に、これらの古城の
多くが無残にも破壊されてしまい、ミッテル
ライン地方の城塞文化に終止符が打たれまし
た。しかし頑丈な城の壁は何百年もの年月に
耐え、公共あるいは民間の投資によって再び
生まれかわり、ぶどう畑とともに今日のライ
ン・ロマンティックを体現しています。
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Rhein

Koblenz •

• Königswinter 

Bacharach •

Boppard •

• Neuwied

Bingen•

右ページ上
ライン川とバッハラハの眺め

右ページ下 
ボッパルトの傾斜畑

写真下
ミッテルラインのぶどう畑、

ザンクト・ゴアーハウゼン



リースリングとロマン

ミッテルライン地方
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躍動感と品格　テラスで生まれるワイン

ライン川と同様、モーゼル川もドイツのワイン生
産地域の河川として広く知られています。蛇行す
る川は、フランスでは「ラ・モセル」、ルクセンブ
ルクでは「ミュセル」と呼ばれ、ペルルに至って
モーゼルとなり、コブレンツでライン川と合流し
ます。モーゼル地方はドイツ最古のワイン生産地
域。ローマ時代に詩人のアウソニウスが題材とし
てとりあげています。流域にひろがるぶどう畑の
総面積は9.000ヘクタール、同地域には支流であ
るザール川流域、ルーヴァー川流域も含まれてい
ます。

モーゼル地方は主に南西の風の影響を受けま
す。河川と土壌は日中に熱を蓄積し、夜に放熱し
ます。モーゼルの急斜面の岩壁、例えばヨーロッ

なると、西ローマ帝国の政府機関がこの地に置か
れ、アルプス以北最大のローマ人の街として発展
しました。

上モーゼル地域のドイツ、フランス、ルクセンブ
ルクの3国が出合う三角地帯から、モーゼル川が
ザール川と出合うコンツまでは、貝殻石灰岩やコ
イパーなどが支配的です。これらはブルゴーニュ
品種と土着のエルプリンクにふさわしい土壌で
す。シュヴァイヒからコブレンツまでは主にスレ
ート岩土壌です。モーゼル川はこのあたりから徐
々にラインスレート山地を削っていったのです。
モーゼル川流域の畑名には「ライ（-lay）」という
語尾で終わるものが沢山ありますが、古代ケルト
の言葉で「ライ（ley）」はスレートを意味していま
す。このあたりでモーゼル川は右へ左へと無数の
カーブを描いています。そしてカーブに従って、右
岸と左岸に息を呑むような急斜面の畑やテラス

パで最も急な斜面であるブレマー・カルモントに
は太陽がほぼ垂直に照りつけます。またモーゼ
ル川流域では穏やかな気候に適した植物や動物
が見られます。たった数キロメートルしか離れて
いないアイフェルやフンスリュックでは決して見
られないような種類の動植物です。ぶどう畑や
石垣の周囲にはアポロウスバシロチョウ、カワセ
ミ、スマラクト・トカゲなどが生息し、オウシュウ
マンネングサや珍しいシダ類が見られます。

モーゼルにケルト民族の足跡

モーゼル地方のワイン造りにはローマ人の影響が
顕著です。紀元前50年頃にはユリウス・カエサル
が、ガリアとの戦争に向かうため、モーゼル地方
を通過しました。ローマ人は、紀元前15年にアウ
グスタ・トレヴェロルム（Augusta Treverorum）、つ
まり今日のトリーアの街を建設しました。4世紀に
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モーゼル地方



状の畑が広がっています。中部モーゼル、下モー
ゼル地域のスレート土壌は、とりわけリースリン
グにふさわしく、根は地中深くまで生え、痩せた
基盤土壌からも充分なミネラル分を吸収し、フィ
ネスのあるワインを生み出しています。ミネラリッ
シュなエレガンス、軽快なフィネスを持つモーゼ
ルのリースリングは、時にデリケートな甘みを残
して造られています。

ご

存じ
でし
たか?

ぶどう畑に史上最
高価格がついたのは
1900年のことでした。
それは、当時のベルンカ
ステル市長が4.300平方

メートルの畑「ドクター」をカール・ヴェーゲラーという人
物に売却した時の価格で、ぶどうの木1本につき100ゴールド
マルクでした。今日の通貨に換算すると、ぶどうの木1本がおよ
そ600-700ユーロとなります。この投資は無駄ではありません
でした。この畑は現在、世界で最も有名な、モーゼル地方最良
の畑のひとつです。独特の畑名には逸話があります。1630

年にトリーアの大司教ボーエムントが病床に臥していた
とき、この畑のワインで何度か喉を潤すと、病状が
回復したのです。大司教は感謝の意を込め

て、この畑に「ドクター」の称号
を与えました。

栽培面積: 
約8.900ヘクタール

白ワインの比率　91％

主要品種: 
リースリング、ミュラー・
トゥルガウ、エルプリング

インフォメーション: 
www.weinland-mosel.de 

ワイン文化のハイライト

ピースポートのローマ時代の圧搾場

トリーアのホスピチエン連合醸造所

モーゼル川流域のぶどう畑の日時計

トラーベン・トラーバッハ

ブレマー・カルモント
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Cochem  •

• Trier

• Traben-Trarbach

• Zell

Piesport  •

Bremm  •

左ページ下 
朝霧のかかるモーゼル川流域のブレム村

写真下
クレーフ村の急傾斜の畑

写真上
ブレマー・カルモントの登山道

• Bernkastel-Kues



いくつもの顔を持つダイアモンドの煌めき

ナーエ地方
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宝石は小さくとも輝きに溢れています。それ
は約4.200ヘクタールのナーエ地方を形容する
のにふさわしい表現と言えましょう。この地
域はかつて「小さな宝石箱」と呼ばれていま
したが、「小さな」という形容詞は取っても
良いでしょう。この地ではリースリング、ヴ
ァイスブルグンダー、グラウブルグンダー、
ケルナー、ミュラー・トゥルガウなどから、 
多くの優れたワインが造られています。それ
らは決して「小さなワイン」ではありませ
ん。ナーエ地方はドイツを代表する優れた造
り手も多く輩出しています。

ナーエ川はザールラントのノーフェルデン・
セルバッハ近郊に源流があり、ビンゲンでラ
イン川に合流しています。その手前の河川距
離60キロメートルにわたる一帯がぶどう栽培
地域で、アルゼンツ川、グラン川の流れる谷
も含まれています。

この牧歌的な地域を悪天候から守っているの
がフンスリュック山地です。一帯では年間日
照時間が1750時間もあり、急斜面の畑では真
夏になると岩場の温度が60度ちかくまで上昇
することもあります。ぶどうは成長期におい
て温暖な気候を享受することができます。

小さな地域の限りなく多様な土壌

ナーエ地方はラインスレート山地、マインツ
盆地、そしてザール丘陵地帯が出会う場所に
あります。そのため、この地域には火山岩、
スレート、赤底統、石英、粘土、レス、雑色
砂岩、玄武岩などをはじめとする、あらゆる
土壌が見られるのです。そのため、ナーエ地
方は、造り手にとってはあらゆるバリエーシ
ョンのワインを造ることができる実験場であ
り、飲み手にとっては、幅広い種類のワイン
と出会える場所なのです。ここではリースリ

ングの栽培面積は27％を占めています。赤ワ
イン品種はドルンフェルダーとポルトギーザ
ーが主体ですが、シュペートブルグンダーも
栽培されています。ナーエ地方はドイツワイ
ンの全容が掴めるテイスティングルームのよ
うな地域なのです。

ナーエ地方のディジボーデンベルク修道院に
は、かつてヒルデガルト・フォン・ビンゲン
（1098-1179年）が暮らしており、人々に貢献
していました。彼女が打ち出した独自の総体
的医学の効用は、今日でも有用で、中でもワ
インが重要性を持っています。ディジボーデ
ンベルク修道院は2010年、ドイツ・ワインイ
ンスティトゥートによって「ワイン文化のハ
イライト」に選ばれました。この地ではドイ
ツ最古のぶどうの木が発見されています。デ
ィジボーデンベルク修道院でのワインづくり
は11世紀に遡るといわれています。

ナーエ地方のワインは、かつて「ラインワイ
ン」として流通していました。しかし、この
地域のリースリングは、ライン地方やモーゼ
ル地方のリースリングを彷彿させるととも
に、他にはない「ナーエらしさ」も持ち合わ
せています。ナーエ地方は1971年に独立した
ワイン生産地域となりました。

栽培面積: 
約4.200ヘクタール

白ワインの比率　75％

主要品種: 
リースリング、ミュラー・トゥル

ガウ、ドルンフェルダー

インフォメーション: 
www. weinland-nahe.de

ワイン文化のハイライト

ディジボーデンベルク修道院跡

シュロス・ベッケルハイムの銅鉱

バード・ゾーベルンハイムの
野外博物館
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左ページ
ナーエ川の景観とローテンフェルス

写真下
バード・ゾーベルンハイム野外博物館（左）
ディジボーデンベルク修道院跡

ご存
じで
したか?

ナーエ地方にもワイン街道があり、ナーエの醸造家たちは

ドイツの宝石街道と共同で観光誘致をしています。ドイツの宝石用

原石採掘の中心地イーダー・オーダーシュタインが目と鼻の先だか

らです。毎年「エーデルシュリフ（高貴なカット）」と名付けられる

特別なワインが選ばれ、装飾ボトルでリリースされています。

宝石（2010年は緑簾石）で彩られたボトルの中身は

ナーエ産の宝石のようなワインです。



Controllatus）ワインとしてリリースすることがで
きます。ボトルの中身は高品質の典型的なファル
ツ地方らしいワインです。

ファルツ地方はおおまかに南北2つの地域に分け
られます。北部はノイシュタットからヴォルムス
近郊のツェラータールまでの一帯で、ミッテルハ
ートと呼ばれています。この地域の土壌は軽く、
水はけが良く、ぶどうは地中深くまで根を張るこ
とができます。北部はリースリングが多く栽培さ
れている地域です。南部はノイシュタットからシ
ュヴァイゲンまでの南ワイン街道一帯です。土壌
は重く、ローム層が広がっています。南部ではリ
ースリングの他に、ブルゴーニュ品種と赤ワイン
品種が多く栽培されています。統計によると南フ
ァルツ地方では人口1人当り600本のぶどうの木
が栽培されている計算になります。

世界最大のワイン祭り「デュルクハイマー・ヴル
ストマルクト」はファルツ地方の一大イヴェントで
す。このお祭りは15世紀に始まった伝統あるもの
で、もとは巡礼者のための市でした。ファルツ地
方の習わしで、この市では大量のソーセージが、
パンやワインとともにふるまわれました。1832
年、このお祭りは公式に「ヴルストマルクト（ソー
セージ市）」と命名されました。

ファルツ地方は、西はファルツの森、北はライン
ヘッセン地方、東はライン川の向こうに広がるバ
ーデン地方、南はアルザス地方に囲まれた、風光
明媚で温暖な地域です。ファルツの森はひとかた
まりの森林としてはドイツ最大規模を誇ります。
ぶどう畑はファルツの森の南東側の分脈に広が
っています。その広さは23.500ヘクタール、ドイ
ツで2番目に大きなワイン生産地域です。ファル
ツ地方には144のワイン村があり、その多くがド
イツワイン街道沿いにあります。このドイツ最古
の観光ルート（1935年開通）は全長85キロメート
ル。北はボッケンハイムから、南はフランスとの国
境の街でドイツワインの門が設置されているシュ
ヴァイゲンまで続いています。

お天気の良い日には高台から、広々としたライン
平地、シュパイヤーの大聖堂であるカイザードー

ム、さらにはライン川の向こうのハイデルベルク
に至る素晴しい眺望を楽しむことができます。地
中海性気候に似た温暖な気候ゆえに、ワイン街
道ではアーモンドや無花果、レモンやオリーブの
花が咲きます。特にアーモンドの花は春先のワイ
ン街道をピンク色に染め、年間を通じてワイン祭
りが盛んな地域の最初のお祭りを彩ります。

ファルツの醸造家が好むリースリングは
パワフルでジューシー

ファルツ地方は、世界で最も多くリースリングが
栽培されている地域で、その規模は5.500ヘクタ
ールに及びます。次に多いのが軽快な飲み心地
が人気のドルンフェルダーです。この地域では他
にも多くの品種が栽培されています。なかでも
ヴァイスブルグンダー、グラウブルグンダー、シ
ュペートブルグンダー、そしてリースリングが代
表的な品種。これらの品種から造られるワイン
が、一定基準を満たしている場合はDCファルツ、
すなわちファルツ地方の原産地呼称（Districtus 

ご

存じ
でし
たか?

ドイツワイン街道は、
ファッハヴェルクハウス
（木骨煉瓦造りの家）が残

るワイン村を繋ぎ、街道沿いにはぶどうが蔓を伸ばしてい
ます。この街道は通過移動する車や地元の住民にとっては不
便であり、現在では近隣に迂回路や短縮ルートを含め、多く
のルートができあがっています。年に1度、8月最後の日曜日
に、ドイツワイン街道は全面車両通行禁止となり、歩行者
道、自転車道として開放されます。この日は80キロメート
ルにわたってワイン祭りが行われ、自転車や徒歩、ロー
ラースケートで30万人が訪れます。

栽培面積: 
約23.500ヘクタール

白ワインの比率　62％

主要品種: 
リースリング、ドルンフェルダー、

ミュラー・トゥルガウ、ポルトギーザー、
シュペートブルグンダー

インフォメーション: 
www.pfalz.de/wein-und-genuss

ワイン文化のハイライト

ウングシュタインのローマ時代の醸造所

ロート・ウンター・リートブルク

ダイデスハイム

 シュパイヤーのワイン博物館

右ページ上 
ハンバッハ城とぶどう畑

右ページ下 
満開のアーモンドの花

写真下
ロート・ウンター・リートブルク
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アーモンドの花咲くところ

ファルツ地方
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ラインガウ地方
ラインガウ地方はフランクフルトの西からライン
川沿いに広がっています。ライン川は南から北へ
と流れていますが、マインツに近い北緯50度のと
ころで、エルトヴィル、エストリッヒ・ヴィンケル、
リューデスハイム、アスマンスハウゼンを通過し
ながら、東から西へと折れています。そのためラ
インガウ地方のぶどう畑はちょうど南向きの斜
面となっており、年間日照時間1600時間を享
受しています。またタウヌス山地が冷たい北
風や悪天候からぶどう畑を守っています。

あらゆるぶどうの中で、リースリングは
王者の地位を保つ

リースリングは場所を選び、しかも成熟の遅い品
種。ラインガウ地方はそんなリースリングが育ち
やすい環境です。この地のリースリングは特有の
ミネラリッシュな風味と、爽やかでフルーティな
酸味を持ち合わせています。リースリング同様シ
ュペートブルグンダーも、この地域においては高
貴なワインを生むことで知られ、主にアスマン
スハウゼンで栽培されています。

ラインガウ地方は観光地としても人気が高く、ぶ
どう畑の中に古い修道院やお城が点在していま
す。また120キロメートルにわたるリースリング街
道が風光明媚なワイン村を繋いでいます。街道
には醸造所が経営する居酒屋やシュトラウスヴ
ィルトシャフトが店を出しており、ラインガウ地方

ご

存じ
でし
たか?

ラインガウ地方にホッホハイ
ム・アム・マインという村があ

ります。今でも英国でラインワインの代名詞として使われている
「ホック」という名称の由来となった村です。
1845年にビクトリア女王がホッホハイムを訪れて以来、この名が
広まったと言われています。一時はホッホハイムのワインの美味し
さと健康増進効果ゆえに「美味しいホックはドクターいらず！
（a good Hock keeps off the doc!）」とまで言われていました。
ラインガウ地方のワインは100年前、特に英国において世界一
高価なワインとしてレストランなどで供されていました。
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王者のごときリースリング



のワインを供しています。また歴史や文化を感じ
させる名所が観光客を待ち受けています。1744
年に造られたエストリッヒ村のワイン用クレーン
もそのひとつ。この地方に唯一残ったワイン運搬
用のクレーンです。かつてラインガウ地方のワイ
ンは、このクレーンを利用して接岸した船に積み
込まれ、世界中に輸出されていました。ラインガ
ウ地方を一望するのに絶好の場所である、ニー
ダーヴァルト記念碑やヨハニスベルク城を訪れる
と、ワイン造りの歴史的中心地にいることが実感
できます。かつてのシトー会修道院であるエーバ
ーバッハ修道院もそのひとつで、ドイツで最も保
存状態の良い中世の修道院です。ヨハニスベル
クは修道院跡に建設された同名の城がよく知ら
れていますが、ワイン史における重要な出来事の
ひとつ、シュペートレーゼ誕生の地としても知ら
れています。ラインガウ地方の醸造所やレストラ
ンでは、年間を通じてワインと食をめぐるハイレ

ベルのイヴェントを開催しています。代表的な催
しに、3月に行われるグルメ・ワインフェスティバ
ル、4月末に開催される美食週間（シュレマーヴ
ォッヘ）、夏場に行われるラインガウ音楽祭、11
月開催の華麗なるラインガウの日 （々Glorreichen 
Rheingautage）などがあります。エーバーバッハ
修道院で開催される、伝統あるワインオークショ
ンへの参加は、かけがえのない体験となることで
しょう。

栽培面積: 
約3.100ヘクタール

白ワインの比率　85％

主要品種: 
リースリング、

シュペートブルグンダー 

インフォメーション: 
www. kulturland-rheingau.de

ワイン文化のハイライト

エーバーバッハ修道院

ヨハニスベルク城

エストリッヒ・ヴィンケル
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左ページ下 
エルトヴィルのシュタインベルク

写真下
ヨハニスベルク城の
下に広がるぶどう畑

写真上
エーバーバッハ修道院



ダイナミックな転換期の渦中で

ご

存じ
でし
たか?

ラインラント・ファルツ

州の州都マインツはライン

ヘッセン地方の中心都市で

もあります。マインツは 2008年以来、グレート・ワイン・

キャピタルズ・グローバル・ネットワークのメンバーとして、

世界の偉大なワイン・キャピタルのひとつとなっています。ワ

イン・キャピタルにはボルドー、フィレンツェ、サンフランシ

スコ、クライストチャーチ、ビルバオ、メンドーサ、ポルト、

ケープタウンなどが名を連ねています。このネットワーク

の目的は、ツーリズムの振興とワイン文化の普及です。

地球はワインの惑星であり、この惑星上にドイ

ツとラインヘッセン地方は確固とし

て存在しています。

ドイツのワイン界において過去 20 年の間、ラ
インヘッセン地方ほど、目まぐるしい発展を
遂げた地域は他にありません。その興隆は品
質とイメージの双方においてめざましいもの
でした。ラインヘッセン地方は 26.500 ヘクタ
ールを擁するドイツ最大のワイン生産地域、
そして今日最もダイナミックな動きが見られ
る地域です。造り手の多くが、ハイレベルの
教育を受けた若手で、自らのぶどう畑のポテ
ンシャルを充分熟知し、栽培においても、醸
造においても豊富な専門知識を持ち合わせて
います。

「千の丘の国」として知られるラインヘッセン
地方のなだらかな丘陵地帯

マインツ、ヴォルムス、アルツァイ、そして
ビンゲンの間に広がる緑色に波打つぶどう畑
の海。そのところどころには美しいワイン村

が点在しています。ラインヘッセン地方は農
業が盛ん。そのためドイツの中では森林面積
が最も小さな地域です。

フンスリュック山地、タウヌス山地、オーデ
ンヴァルト、そして北部ファルツ山地がライ
ンヘッセン地方を冷たい風や激しい雨から守
っています。そのため同地域はドイツの中で
もとりわけ乾燥した温暖な気候となっていま
す。それはぶどうをはじめ、果樹の栽培に最
適な気候です。

ラインヘッセン地方の土壌は珪岩、斑岩、ス
レート、火山岩などで構成され、第三紀の堆
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ラインヘッセン地方

写真上
 ニアシュタインのローター・ハング（赤い斜面）

右ページ上
フローンハイム近郊のトウルッロ

（ぶどう畑の小屋）

右ページ下
ラインヘッセン・スイスと

呼ばれる地域の醸造所



栽培面積: 
約26.500ヘクタール

白ワインの比率　69％

主要品種: 
ミュラー・トゥルガウ、

リースリング、ドルンフェルダー、
ジルヴァーナー、ポルトギーザー、

シュペートブルグンダー

インフォメーション: 
www.rheinhessen.de

ワイン文化のハイライト

ヴォルムスのリープフラウエンシュ
ティフト・キルヒェンシュトゥック

ニアシュタイナー・グレック

マインツの銅鉱ビジターセンター

ルグンダー、ポルトギーザーが中心です。「ヴ
ィンツァーゼクト」は、厳しい条件を満たし
つつ、伝統製法でつくられる原産地指定ゼク
ト（Sekt b.A.）でラインヘッセン地方では約
30 年前から生産されています。

ラインヘッセン地方のぶどう畑には、まるで
地中海沿岸地方にありそうな小屋がところど
ころで見られます。この小屋はトゥルッリ（単
数はトゥルッロ）と呼ばれています。たいて
い真っ白に塗られ、円形でドーム状の屋根が
ついています。ラインヘッセン地方には、こ
のトゥルッリが 30 〜 40 くらい存在します。
トゥルッリはぶどう畑で働く農夫たちが、風
雨や日照りをしのぐために利用していた小屋
ではないかと言われています。ラインヘッセ
ン地方には森林がなく木材が不足していたた
め、トゥルッリは石で造られたのですが、そ
のおかげで今日まで残っているのです。

積物も見られます。これらの多様な土壌に加
えて赤底統という特殊な土壌もあります。こ
れは第三紀の堆積土壌よりも古い時代のもの
です。赤底統は東部ニアシュタイン付近の「ロ
ーター・ハング」で顕著なほか、西部のライ
ンヘッセン・スイスとよばれる一帯でも見ら
れます。ラインヘッセン地方で栽培されてい
るぶどう品種は、土壌の多様性や局部気候の
多様性とあいまって非常に多彩です。そのた
め 1 人の造り手が毎年 30 種類以上の異なるワ
インを生産しているケースがあります。

ラインヘッセン地方では白品種の栽培比率が
69％を占め、残る 31％が赤品種です。この地
域の伝統品種はジルヴァーナー。ラインヘッ
セン地方での栽培面積は世界最大です。この
ほか、リースリング、ミュラー・トゥルガウ、
そしてブルゴーニュ品種も栽培されています。
赤品種ではドルンフェルダー、シュペートブ
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    天を切り取った場所ザーレ・
ウンストルート地方



栽培面積: 
740ヘクタール

白ワインの比率　73％

主要品種: 
ミュラー・トゥルガウ、
ヴァイスブルグンダー

インフォメーション: 
www. weinbauverband-saale-unstrut.de

ワイン文化のハイライト

フライブルク：ゼクトケラーライ・
ロートケプヒェン

ぶどう畑の小屋

ナウムブルクの「石の絵本」

45ワイン生産地域

ザクセン・アンハルト州南部のフライブルク
とナウムブルク近郊、チューリンゲン州北部
のバード・コーゼン一帯、そしてベルリンの
南西にあたるブランデンブルク州の一部がザ
ーレ・ウンストルート地方のぶどう畑を構成
しています。畑の総面積は 735 ヘクタールに
及びます。ポツダムの西 8 キロメートルに位
置する約 6 ヘクタールのヴェルデーラーナー・
ヴァハテルベルクという畑は、欧州連合（EU）
が高品質ワイン生産地域として認可している
最北端の畑です。ぶどう畑は北緯 51 度の位置
にあります。

ザーレ川とウンストルート川は、豊かな文化
と伝統あふれる地域の急斜面のぶどう畑や石
垣、果樹園、湿地帯の間を縫うように流れて
います。この地では 1000 年前からワイン造り
が行われてきました。

美しい風景がいつの時代も人々を惹きつける

豊かな文化を育んで来たこの地域がいかに古
い時代から発展を遂げていたかは、1999 年に
発掘された青銅器時代の「ネブラ・ディスク（ネ
ブラの天の切片）」によって伺い知ることがで
きます。これは天体を表現した出土品の中で
は世界最古のものだと言われています。

ご

存じ
でし
たか?

ザーレ・ウンスト
ルート・ワイン街道に  

沿って「ロマンティック街   

  道」と「天の道」と呼ばれる     

  街道が通っています。
  ナウエンブルクやルーデルスブ

ルクなどの古城、ナウムブルクの大聖堂のように威厳のある建築物
や、「ネブラ・ディスク」が発掘された神秘的な街を訪れると、この地
域の文化と歴史の豊かさを実感することができます。フライブルクは
同地域の隠れたワインの首都、毎年9月の第2週末に、地方最大の
ワイン祭りが開催されます。サイクリングロード、遊歩道、水路が
完備し、現地のワインについて情報を得られるほか、醸造所、
シュトラウスヴィルトシャフトやグーツシャンケなどを訪れる
楽しみもあります。ザーレ・ウンストルート地方は、その
ほとんどがザーレ・ウンストルート・トリアスラン
ト自然公園内にあります。

ザーレ・ウンストルート地方におけるワイン
造りの始まりは 998 年であるという記録が残
っています。現存するオットー 3 世皇帝の贈
与記録の中にワイン造りについて言及されて
いる箇所があるのです。この地方の平均気温
は比較的低いため、ぶどう畑は天候などに守
られた場所に開墾しなければなりませんでし
た。川の流れる谷間には局地的に暖かい場所
があり、そのようなミクロクリマ（局部気候）
に恵まれた場所でぶどうが育てられてきまし
た。厳しい気候ゆえ収穫量は非常に少なく、
平均収穫量は 1 ヘクタールあたり 50 ヘクトリ
ットル程度に留まっています。

ミュラー・トゥルガウはザーレ・ウンストル
ート地方で最も重要な品種です。他の地域と
異なり自然の収穫量が低いため、この地域の
ワインにはフィネスが生まれます。ミュラー・
トゥルガウに次いで多く栽培されているヴァ
イスブルグンダーやリースリングにも、この
低収穫量が幸いしています。繊細で、活き活
きとした爽快感のあるワイン、それがザーレ・
ウンストルート地方とヴァハテルベルクのワ
インの特徴です。希少なワインはぜひ現地で
味わうべき。どこにも流通していない赤ワイ
ンを発見する楽しみもあります。

Freyburg
•

Sa
al
e

Saale

Unstr
ut • Naumburg

• Halle

• Weimar

左ページ
ウンストルート川流域の
ぶどう畑

写真上
フライブルクのワインシュ
トゥーベ（左）、ゼクトケラー
ライ・ロートケプヒェン



ザクセン地方では大陸性気候が支配的です。
それは夏は暑さ厳しく、冬は寒さ厳しい気候
です。また、日中の穏やかな気候と、夜間の
冷涼な気候の繰り返しという、ぶどうの成長
に最適の条件が整っています。ザクセン地方
の栽培品種は、主にミュラー・トゥルガウ、
リースリング、そしてヴァイスブルグンダー
です。いずれも繊細さが印象的なワインに仕
上ります。言い伝えによると11世紀にベンノ
ーという名の司教が、マイセンに最初のぶど
うを植えたのではないかということです。ザ
クセン地方におけるワイン造りの記録が古文
書に登場するのは1161年、そのため2011年に
はワイン造り850周年記念祭が行われました。
ザクセンワインはお祝いするに値する伝統を
持っているのです。

エルベ川の流れに彩りを添える
歴史豊かな街並みとぶどう畑のテラス

ドレスデンはザクセン地方のメトロポール、
優雅な街並みはワイン産地の華やかなアクセ
ントとなっています。この地方に特有なのが
トロッケンマウアーと呼ばれる石垣。この石
垣は急斜面に設けられたテラス式のぶどう畑
に美しい輪郭を与えるだけでなく、珍しい植
物や生物の住処となっています。ザクセン地
方では主に白ワイン品種が栽培されていま
す。白ワインの比率は81％、赤は19％にすぎ
ません。ザクセン地方で生産されるワインは

ドレスデンの北と南、マイセンとピルナの間
にワイン生産地域であるザクセン地方が広が
っています。その広さは500ヘクタール。ドイ
ツには同規模の小さな生産地域が、ザクセン
地方を含め3つあります。ザクセン地方はドイ
ツ最北東端のワイン生産地域、お隣のポーラ
ンドはすぐそこです。

  東の果てのワイン
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ザクセン地方



栽培面積: 
480ヘクタール

白ワインの比率　81%

主要品種: 
ミュラー・トゥルガウ、リースリング、

ヴァイスブルグンダー

インフォメーション: 
www.weinbauverband-sachsen.de

ワイン文化のハイライト

ヴァッカーバート城

ホーフレスニッツとザクセンコイレ
（特有の丸みのあるボトル）

ドイツ全土で生産されるワインの1％にも満
たないため、地元以外では専門店でもなかな
か見つかりません。一番良いのは現地でワイ
ンを味わうこと。お勧めは土着品種であるゴ
ールドリースリングから造られたワイン。こ
の品種の栽培面積はたったの21ヘクタールで
す。ゴールドリースリングは若いうちに味わ
うべきワイン。軽快で爽やか、ほんのりスパ
イシーな香りがします。自然療法に取り組ん
だクナイプ牧師も健康増進のためにゴールド
リースリング勧めていました。ぜひ味わって
いただきたいワインです。
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Dresden •

Elbe

• Pirna

• Radebeul

• Meißen

ご

存じ
でし
たか?

フランケン地方におけるボックスボイテルに相当するのが、
ザクセン地方のコイレです。ボウリングのピンのような形を
した独特のボトルは、1931年にドレスデン近郊ホーフレス
ニッツのぶどう栽培研究所で開発されたものです。
ホーフレスニッツには美術館、ワインシュトゥーベ、
醸造所があり、今なおザクセン地方のワイン文化の
中心地、見どころもたっぷりです。

左ページ上
ドレスデンの旧市街 

写真上
ラーデボイルのテラス式ぶどう畑

写真下
ヴァッカーバート城



バーデン・ヴュルテンベルク州は地元の人た
ちから親しみをこめて「レンドレ（Ländle）」
と呼ばれています。同州には２つのワイン生
産地域、バーデン地方とヴュルテンベルク地
方が含まれています。いずれも独自の個性を
もったワイン生産地域です。

ヴュルテンベルク地方のぶどう栽培面積はお
よそ11.500ヘクタール、ドイツで4番目に大き
な生産地域です。この地域では赤ワイン品種
が支配的で比率は71％、白ワイン品種は29％
にすぎません。赤品種は日常的に飲まれるト
ロリンガーだけに留まりません。シュヴァル
ツリースリング、レンベルガー、シュペート
ブルグンダーなども地元の醸造家たちが好ん
で栽培している品種です。忘れてはならない
のがリースリング。同地方では2.000ヘクター
ルもの広域で栽培されており、白品種の中で
は最も重要な品種です。

ヴュルテンベルク地方は、ロイトリンゲンと
バード・メルゲントハイムの間の、ネッカー
川とその支流であるレムス川、エンツ川、タ
ウバー川、コッハー川、ヤーグスト川沿いに
広がっています。また、バイエルン州のボー
デン湖畔、リンダウの近くにも飛び地のよう
に栽培地域が存在します。

川沿いの丘陵地帯にヴュルテンベルク地方の
土壌の歴史を訪ねる

ヴュルテンベルク地方には円錐形の丘陵が多
く見られ、ここがかつて火山地帯であったこ
とが伺えます。ハイルブロンの東5キロメー
トルのところにあるヴァインスベルクという
街には有名な国営ワイン・果樹栽培研究所の
本部があります。ケルナー、ドルンフェルダ
ー、アコロンといった重要な品種はこの研究

ご存
じで
した
か?

どのワインにも
それにふさわしい
グラスが存在するこ
とは、ソムリエ、ワイン愛
好家、造り手にとって自明

のこととして知られています。ところでヴュルテンベルク
地方には、変わったワイングラスが存在します。ヘンケル
グラスと呼ばれ、ワイングラスの中で唯一、便利な持ち手が
あり、庶民的なベーゼンヴィルトシャフトで使用されていま
す。このグラスで味わうのはトロリンガーをはじめと
する庶民的なワイン。地元ではこのグラスで存分に
飲む時には「ずるずる飲む（ゲシュロッツト）」と
表現します。最もポピュラーなのが「フィア
テレ」すなわち0,25リットルサイズ

のグラスです。

所で誕生しました。他地方ではかつてビール
が基礎食品でしたが、ヴュルテンベルク地方
ではワインが基礎食品のひとつに挙げられて
いました。第一次世界大戦までは商店で入手
可能なワインの最小単位が1ショッペン、つま
り半リットルでした。この地で生産されるワ
インの多くは、地元で消費されています。そ
の多くが夏場に醸造所が開業する風情のある
居酒屋、ベーゼンヴィルトシャフトで楽しま
れています。

ヴュルテンベルク地方では醸造家協同組合
がしっかりと根付いています。多くの造り
手（地元の言葉でヴェンゲルターと言いま
す。ヴァインゲルトナーつまりぶどう栽培者
のことです）は副業でぶどうを栽培し、収穫
したぶどうを協同組合に提供しています。
もちろん自らの醸造所を運営している造り手
もいます。

この地方の名産がシラーワインです。ヴァイ
スヘルプストや他のロゼとは違って、シラー
ワインは赤ワインと白ワインをブレンドして
造ります。ともに同じ畑のぶどうを使用し、
一緒に醗酵させます。シラーワインの名は、
文学者のシラーにあやかるものではなく、中
世からの名称です。

栽培面積: 
11.500ヘクタール

赤ワインの比率　71％

主要品種: 
トロリンガー、リースリング、
シュヴァルツリースリング、

レンベルガー

インフォメーション: 
www.wwg.de

ワイン文化のハイライト

エスリンゲンの
ゼクトマニファクトゥア・ケスラー

ネッカーツィメルンの
ホルンベルク城

フェーデルバッハと王侯の樽
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• Esslingen

• 
Stuttgart

Meersburg
•

• Neckarzimmern

Heilbronn • • Pfedelbach
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右ページ
 ホルンベルク城からネッカー川を臨む

写真上
ゼクトハウス・ケスラーのボトル（左）

ニーデルンハルのファッハヴェルクハウス



Württembergお国自慢は赤ワイン

ヴュルテンベルク地方

49ワイン生産地域

Württemberg



ワインの履歴書
ワインと人は似ています。それぞれの経歴が個性をつくりあげるからです。品種や生産地域、栽培されている場所の

土壌や気候から、ケラーにおける仕事までのすべてが、個々のワインの特徴を形成する決定的要因となります。経歴

の話を続けましょう。（そういえば、ワイン通はワインが「生き物」であると言います。）ぶどう畑での少年時代を

終えたワインはケラーで青春期を過ごします。そして大人になったワインはボトルに詰められ、飲み手のもとへ辿り

着きます。中には飲み手のセラーで年齢を重ねるワインもあります。では今からワインの履歴書をゆっくりと追って

いきましょう。

はじめにぶどう畑ありき

庭仕事が好きな人ならご存知だと思いますが、

ほとんどの植物は太陽を必要とします。また日陰

を好む植物もあります。ぶどうも栽培される場所

によって、その要求は異なります。ドイツはぶどう

栽培の北限地であり、ぶどうは川の流れる谷間

で栽培されます。それはなぜでしょう？　ほとん

どのぶどうが南向きか南東向きの川岸の斜面に

植えられ、理想的な角度で太陽の光を浴びます。

川面は太陽の光を反射し、一定の気温を確保して

くれます。例えばモーゼル地方で主に見られるス

レートは、日中に熱をしっかりと蓄積するため、

夜に気温がどんどん低下してもぶどうは平気で

す。秋の夜長の冷え込みは、ぶどうのフルーティ

なアロマの形成に大きく関与しています。

ぶどうの成長期

ぶどうの原型は樹木に寄りそって蔓を伸ばしてい

く野生植物です。そのため、ぶどうは成長する際

に支えとなるものが必要です。それは針金を張

ったフェンスであったり、1本1本の支柱であったり

します。ぶどうの木からは毎年新梢が生えてきま

す。造り手はそのうちの1、2本だけを翌年に残し、

ぶどうが鈴なりにならないようにします。1本の

ぶどうの木に、最終的にぶどうの房をいくつ残し

て育てるかが、できあがるワインの品質を決めま

す。基本的には少なければ少ないほど良いので

す。1本のぶどうの木が持つ力が、限られた数の

ぶどうの房に向けられるからです。1本のぶどうの

木からは、栽培形態により1キロないし2キログラ

ムのぶどうが収穫できます。造り手は通常、収穫

量を1ヘクタールあたり、何ヘクトリットル収穫でき

るかで表現します。この数字はぶどうの履歴書に

おいて重要な意味を持っています。なぜなら収穫

量がワインの品質に大きな影響を及ぼすからで

す。品質を重視する造り手は、収穫量を減らすた

めに、成熟前のぶどうを大量に切り落とします。

ぶどう畑は手入れが大切

ぶどうを健康に育てるためには、多くの労力が必

要です。造り手の多くは、ぶどう畑の畝と畝の間

を緑化し、様々な草を植えています。これは土壌

の浸食を防ぎ、自然の肥料を得るための対策で

す。ぶどう畑はモノカルチャーであるため、害虫

や病原菌がつきやすくなるので、効果的な対策

が必要です。害虫の場合は、フェロモンを使用し

て繁殖を防ぐ方法が実施されるようになってい

ます。また、ぶどうの葉を減らし、風通しを良くす

ることで、雨後のぶどうが早く乾燥し、太陽を充

分に浴びることができるようにします。ぶどう畑

では年間を通じて多くの作業があります。収穫後

の冬のぶどう畑も例外ではありません。冬場に

は、来る春に新しい枝が伸びることができるよう

に剪定が行われます。

収穫シーズンの到来

開花期である5、6月から収穫期である9、10月ま

で、ぶどうは約100日間かけて成熟します。この間

の気候は、暑すぎず、寒すぎず、適度な雨に恵ま

れ、乾燥しすぎないのが理想的です。成熟するぶ

どうの粒には糖分や酸をはじめ多くの成分が蓄

積されます。重要なのは、糖分と酸の量のバラン

スが理想的な状態になる時期を見極めることで

す。経験豊かな造り手も、毎日のようにぶどうを

試食し、理想的な収穫日を判断するために、レフ

ラクトメーターで果汁の糖度を測ります。天候に

左右されるため、収穫日の決定は非常に緊張感

のともなう仕事になります。造り手はリスクが高

まることを承知で、天候をみながら、1日、2日と収

穫日を遅らせつつ、理想的な収穫日を決定しま

す。ぶどうが含む糖分の量も、後にできあがるワ

インの品質を決定します。

ぶどうの収穫はワイン愛好家の誰もが、ロマンテ

ィックな作業風景として捉えています。急斜面の

畑では、収穫スタッフが熟したぶどうの房を鋏で
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切り取り、ビュッテ、あるいはローゲルと呼ばれる

「しょいこ」に入れ、力持ちの男性がそれを背負

って運びます。平らな畑での収穫では収穫機が

活躍します。収穫機はぶどうの木をできる限り傷

つけないように揺らし、熟したぶどうの粒をふる

って集めます。収穫したぶどうはただちにケラー

に運び、軸を取り除いて圧搾します。軸を取り除

くことによって、そこに含まれる苦み成分がワイ

ンに混入しないようにするのです。

ワインの色はどこから？

なぜ「白い」ぶどうから白ワインができ、「赤い」

ぶどうから（主に）赤ワインができるのでしょ

う？　とはいうものの、白いぶどうは黄緑色で赤

いぶどうは深い青色、その果汁はどちらも無色で

す。赤ワインの色を得るため、造り手は、果汁を

しばらくのあいだ果皮と果肉、すなわちマイシェ

と接触させておきます。やがてマイシェは醗酵を

引き起こし、生成されたアルコールが色素を果皮

から抽出してくれます。醗酵は数週間にわたって

続くこともあります。その後圧搾を行い、得られ

た赤ワインを樽に詰めて熟成を待ちます。マイシ

ェとごく短時間接触させたのちに圧搾すると、ロ

ゼワインが得られます。白ワインの場合は、ぶど

うをただちに圧搾し、果汁とマイシェを分けてし

まいます。赤ワイン用ぶどうをこの方法で醸造す

るとブラン・デ・ノワールができあがります。

醗酵

そして醗酵がはじまります。自然が育んだ果汁の

中の糖分は、酵母の働きによってアルコールに変

化し、同時に熱と炭酸ガスが生じます。醗酵中の

果汁から「ポコポコッ」と出てくる気体はこの炭

酸ガスなのです。果汁の環境を低温に保つと醗
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せん。しかしワインは生き物、ボトルの中でも風

味は変化し、その生命活動は続けられます。ボト

ル内のワインの成長（酸化）に影響を及ぼすのは

酸素です。そのため、ボトルはできる限り外気と

接触しないよう密閉しなければなりません。

一方、重厚な赤ワインにとっては少量の酸素との

接触は望ましいものでもあります。ナチュラルコ

ルクは、気密性を保ちつつ微量の酸素を通過さ

せるため、長い間理想的な栓として使われてきま

した。今日では、その他にも様々な栓が開発され

ています。スクリューキャップやガラス栓などの

密閉栓もあります。ワインの熟成はエキサイティ

ングなプロセスです。何十年も寝かされたワイン

には典雅な熟成香が加わり、そのようなワイン

を味わうことは忘れ難い体験となります。とはい

え、若さあふれるワインはみずみずしいフルーテ

ィさに満ちており、味わう人に別の喜びをもたら

します。

世界には醗酵終了直後の若々しいワ
インを収穫年のうちに売り出してい
る国がありますが（プリムール）、ド
イツの多くのワイン生産地域では、
未完成のワイン、つまり醗酵中のワ
インを売り出しています。ドイツの
各地域にはフェーダーヴァイサー、

ローター・ロイシャー、ザウザー、ブ
ラウザー、あるいはビッツラーなど
と呼ばれる珍しいワインがあるので
す。ワインはシュワシュワと泡立って
おり、濁っています。アルコール度数
は5％くらいで、自然の甘みが充分に
残っています。

このワインは炭酸ガスを逃がす必要
があるため、ボトルを密閉して出荷
することができません。弾けるよう
な舌触りのほんのり甘いフェーダー
ヴァイサーは、温かいツヴィーベル
クーヘン（玉ねぎのタルト）にぴっ
たり。このワインは秋口に醸造所や

生産地域のワイン祭りのスタンドで
味わえますし、スーパーマーケットで
も季節限定で購入できます。ワイン
造りが最も盛んなラインラント・ファ
ルツ州では、毎年200万リットルのフ
ェーダーヴァイサーが消費されてい

ます。

酵がゆっくりと進行するので、フルーティなアロ

マをより良い状態で保つことができます。そのた

め今日では多くの醗酵タンクに、温度管理がで

きる冷却装置が備わっています。自然酵母（野生

酵母）の中には、望ましくない味覚成分を生み出

してしまう酵母もあり、醗酵自体が停滞すること

も起こりえるため、通常ケラーマイスターは純粋

培養酵母を加えます。一方で、多くの造り手が昔

のように、ぶどう畑に存在する自然酵母に醗酵

を委ねています。自然醗酵には、醗酵プロセスを

うまくコントロールすることができないというリ

スクがつきまといますが、できあがるワインには

個性が溢れています。

ケラーで過ごす少年時代

ワインは醗酵によって青春期を迎えます。多くの

造り手が、醗酵後の白ワインを長期間にわたっ

て酵母と接触させ、繊細な味わいが得られるよ

う配慮しています。続いて酵母の澱を取り除く作

業があります。これを「アプシュティッヒ」といい

ます。その後はワインの成熟を待つばかりです。

特に赤ワインは、オークの小樽であるバリックに

満たし、何ヶ月間も寝かせ、さらにストラクチャ

ーや風味が加わるのを待ちます。収穫の数週間

後に市場に出回るワインもありますし、ケラーで

何ヶ月も過ごしてから出荷されるワインもありま

す。前者は若々しくフレッシュでフルーティな味

わい、後者は重厚かつ重層的な味わいを持って

います。

ボトリング

ボトリングは、造り手が成人したばかりのワイン

を世界に向けて旅立たせる作業です。ボトリング

を終えると、造り手はもう何もすることができま

ご存じでしたか？

バリックとはどんな樽？
伝統的なバリックと呼ばれる樽は、フ
ランスで使われている容量225リットル
の木樽です。この小型の樽は通常オーク
で作られており、特に赤ワインに豊かなア
ロマとストラクチャーを与えてくれます。バリ
ックで熟成させたワインには、炒ったような香
ばしい風味が加わります。ドイツの造り手たち
は、数十年前から、特定の赤ワインと白ワイ
ンの醸造にバリックを導入するようになり、
成果をあげています。それ以外のワインは
ステンレススティールのタンク、あるいは
伝統的な大型の木樽で醸されます。こ
の場合は木樽であっても、いわゆる
樽香はほどんどつきません。



ワインを
造るという
仕事

ワイン造りにおける1年はその年1年限り。自然は造り手に2度目のチャンスを与えてくれません。ワインを造るた

めには年間を通じて多くの作業を行わなければなりません。造り手たちは「品質はぶどう畑でできあがる」と口々

に言います。簡単そうに聞こえますが、実際には年間を通じて気の遠くなるほど多くの仕事をこなしていかなけれ

ばなりません。またケラーにおいては、良質のぶどうが悪質なワインとなる可能性はあっても、悪質なぶどうが良

質のワインになることは決してありません。
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収穫されたぶどうの果汁がケラーで醗酵を終え、熟成しつつある頃、ぶど

う畑は静寂に包まれています。収穫後の畑では、まだ摘み取られていない

ぶどうが寒波の訪れを待ち構えていることもあります。アイスワインの収穫

チャンスを待っているのです。ぶどうの木はすでに1年の成長サイクルを終

え、寒波や霜に耐えています。1月になると、造り手はお天気次第で剪定を

はじめ、古い枝を切り落とします。剪定の方法は、ぶどうが後にどう枝を伸

ばすか、どれくらいの収穫を得たいかによって決まります。剪定の仕事は何

週間もかかります。

新梢が生えてくる枝（前年枝）は、手で曲げて針金を張ったフェンスに

固定します。そして気温の上昇を待ちます。4月になるとたいていのぶど

うが芽吹き、最初の葉が姿を現します。造り手は土壌を整え、例えば畝

の間に緑化のための種を蒔いたりします。5月になると新梢が伸びてき

ます。この時期は夜間に遅霜がおりて、せっかく芽吹いた新梢が凍結す

る恐れもあります。やがて花房があらわれます。この花房は植物学的に

は円錐花序と言われ、沢山の小さな花が咲きます。

この時期は最初の植物保護剤が必要になります。このほか余分な新梢

を取り除きます。

通常ぶどうの開花は6月ですが、温暖な場合はより早くなることもあり

ます。天候が思わしくなく、開花の頃に雨がよく降ると、結実がうまくい

かず「花ぶるい」が生じることもあり、すべてのぶどうの粒が成長できな

くなります。ぶどうの花自体はあまり目立つものではありません。

開花から収穫までの日数は、年により100日から120日間くらいです。

11-2

3-6
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やがて除葉作業が必要になります。フェンスに這わせる葉の量を調整

し、ぶどうへの養分の供給量を理想的な状態にコントロールする作業

です。また、除葉すると成熟をはじめたぶどうが充分に太陽を浴びる

ことができます。気温とともに湿度が上がって来ると、かび病のリス

クが高くなりますが、除葉によってフェンスの通気も改善されます。

ぶどうは生育力の強い植物で年間に3メートル成長します。この時期は

新たに生えて来る余分な新梢も取り除きます。

赤品種のぶどうの成熟は色の変化で知ることができます。余分なぶど

うの房は品質向上のために切り落とします。（グリーンハーヴェスト

といいます）残されたぶどうは、ぶどうの木のエネルギーを存分に享

受することができます。早熟品種は8月末から収穫が可能です。このぶ

どうはフェーダーヴァイサーにも使用されます。

9月になるとぶどうが熟してきます。重要なのが糖分と酸の量が理想的

なバランスに達したかどうか、いわゆる「生理的成熟」を見極めるこ

とです。造り手は毎日のようにぶどうの成熟状態をチェックします。

9月中旬から下旬にかけては、ミュラー・トゥルガウの収穫が始まりま

す。鳥たちがみずみずしいぶどうの粒を狙ってくるので、鳥よけ対策

も必要です。

10月はリースリングとシュペートブルグンダーの収穫期です。ぶどうの葉

は黄色や赤に色づいています。この時期はぶどう畑もケラーもフル回転

状態です。「ゴールデンオクトーバー（黄金の秋）」と言われる、天気の

良い乾燥した秋に恵まれると、最高品質のぶどうが収穫できます。そうで

ない場合は、お天気の状態を見ながら迅速に収穫する必要があります。

収穫時に重要なことは、完璧に熟した健康で乾いたぶどうを収穫するこ

とです。病気のぶどうや腐敗したぶどうは収穫時に切り落としてしまいま

す。そのため、同じ畑で数回にわけて収穫する必要性がでてきます。

平坦な畑では収穫機が導入されています。斜面や急斜面では、手作業で

収穫を行います。

7-9
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エコロジカル
なワイン造り

ビオワイン（エコワイン）とは、エコロジカルな基準で栽培されたぶどう

から造られたワインのことです。ビオワインの醸造家は、ぶどう畑の作

業における厳しい要求をのまなければなりません。例えば鉱物質肥料、

病気や害虫に対する特定の植物保護剤（農薬）の使用が禁じられていま

す。使用が認められているのは、ビオワイン生産用として認可されている

もののみです。畝の間の緑化はかつてはビオのぶどう畑だけに見られる

手法でしたが、今日では通常の造り手も、部分的にビオを取り入れている

造り手も実践しています。通常のぶどう栽培からビオ栽培への移行には

3年かかります。現在ドイツでは約5.000ヘクタールの畑、つまりドイツ全

土のぶどう畑の約5％でビオワイン基準のぶどうが栽培されており、ビオ

の醸造所は増加傾向にあります。

ドイツ最大のビオワイン醸造家団体エコヴィン（ecovin）は1985年に設

立され、会員数は200醸造所、畑面積は約1.200ヘクタールです。この他

ナトゥアラント（Naturland）、ビオラント（Bioland）といった団体が活動

しています。 ビオディナミはビオワイン栽培法の中でも特別な手法で、

デメター（Demeter）という団体が活動しています。人智学の理論、ヴァル

ドルフ教育（シュタイナー教育）の創始者ルドルフ・シュタイナーの理念

に従うもので、土壌に特定の活性化プレパラート（調合剤）を与えたり、

月をはじめとする天体の運行による影響を考慮しつつ作業を行います。

今日では、ビオの団体に所属していない造り手も、化学合成剤を完全に

廃止したり、できる限り使用しないようになっています。土壌が健康であ

れば、ぶどうの木も病気に強くなり、できあがるワインも畑の個性をより

強く表現してくれるようになると言われます。ぶどう畑における脅威であ

る葉捲蛾に対し、多くの造り手が、殺虫剤ではなく、環境を損なわないフ

ェロモンによる交信撹乱法を導入しています。ぶどう畑に、葉捲蛾のメス

のフェロモンが集中的に存在すると、オスはメスを探し当てることができ

なくなります。この方法で、葉捲蛾の繁殖を抑えることができるのです。

近年の新傾向がピー・ヴィー種（PiWis）、かび菌に耐性のあるぶどう品

種のことです。いずれも人工交配により生まれた、ある一定の病気に罹り

にくい性質をもったぶどうで、植物保護剤が必要ありません。ビオワイン

の生産者の多くが、この新交配品種に関心を持っています。ピー・ヴィー

種のうち成功をおさめているのが赤品種のレゲントで、現在2.000ヘクタ

ール以上栽培されています。ところで、ワイン愛好家にとっての重要な関

心事は、ビオワインが通常のワインよりも美味しいかどうかです。これに

対し、エコヴィンは「ビオワインは、味覚に関しては通常の同等のワイン

と変わりはありません」とコメントしています。とはいえビオワインは、で

きる限り自然と協調しながら造られているワインなのです。

気候の変動はワイン造りにも影響を及ぼしていま
す。例えばラインガウ地方では、過去20年の間に植
物成長期の平均気温が約1度上昇しています。
ドイツの醸造家たちは、今日に至るまでは気候変動
の恩恵を受けていることになります。
ただし白ワインのアルコール度数が上ったり、その
典型的なフルーティさが失われる恐れがあれば、

栽培形態を変える必要が出てくるかもしれません。
また気候変動にはネガティブな影響もあります。
ドイツには従来存在しなかったウンカ類などの害虫
などが、暖かい地方からやって来ています。
また、激しい雨や雹、極端な乾燥や湿気に襲われる
ことが多くなっています。

ご存じでしたか？
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エティケット
ワインのビジネスカード

エティケットはボトルの中身に関する表示です。後ろ側にもう1枚のエティケットが

貼られていることもあります。いずれにせよエティケットの表示はそのワインについ

ての情報であり、混乱のもととなってはいけません。そのため、エティケット上に何

をどう表示するかはワイン表記法によって厳密に定められています。

表示義務の

あるもの

どのエティケットにも必ず表

記しなければならないのは、

品質等級（ドイチャーワイン、

ラントワイン、クヴァリテーツ

ワイン、プレディカーツワイ

ン）、プレディカーツワインの場合はそのランク

（カビネット、シュペートレーゼなど）、アルコール

度数（単位は% vol.）、そして内容量です。 

加えてクヴァリテーツワインとプレディカーツワイ

ンの場合は公認検査番号（AP番号）の表示が必

要です。クヴァリテーツワイン、プレディカーツワ

イン、ゼクトb.A.（原産地呼称ゼクト）は産地名の

表記が必要です。ラントワインの場合もラントワ

イン原産地名の表示が必要です。このほか、ボト

リング業者名の表記も必須です。2005年からはサ

ルファイト（酸化防止剤）の表示が義務付けられ

ています。

クヴァリテーツ

ワイン

ドイツでも最も多く生産さ

れている品質等級。QbAと

も表記します。クヴァリテー

ツワインはいずれも分析検査、

官能検査に合格しなければ

ならず、合格時にもらえる公認検査番号をエティ

ケットに印刷します。クヴァリテーツワインのぶど

うは表示された地域のものが100％使用されてい

なければなりません。このほかクヴァリテーツワ

インとして認可されるためには規定の最低糖度

（58ページを参照）あるいは規定の自然アルコール

度数をクリアしなければなりません。

プレディカーツ

ワイン

クヴァリテーツワインより厳

密な規定をクリアしたワイン

は、プレディカーツワインとし

てリリースすることができま

す。プレディカーツワインのランクはエティケット

に表記され、それによってワインのタイプを明確

に知ることができます。

通常そのランクはぶどう品種名に併記され、例

えば「リースリング シュペートレーゼ」とか「ミュ

ラー・トゥルガウ カビネット」などと書かれます。

ランクアップするごとに、要求される最低糖度が

高くなります。 ランクは以下の通りです。

カビネット：軽やかで、エレガントな低アルコール

のワイン。

シュペートレーゼ：エレガントで、力強いタイプの

ワイン。フルーティなアロマ溢れる遅摘みぶどう

から造られます。

アウスレーゼ：通常甘口で、とりわけ繊細で

フルーティなワイン。完熟ぶどうから造られます。

ベーレンアウスレーゼ：さらに熟したぶどうから

得られるワイン。貴腐菌（ボトリティス）がつき、

ご

存じ
でし
たか?

クヴァリテー

ツワインの審査

は、個々の生産地域

において管轄機関が依頼

した独立した審査委員会

が実施します。個々のワインは専門家がブラインドで評

価します。ワインは何ら欠陥がなく、品種や産地を代表す

るものでなければなりません。充分な得点を獲得し、化学

分析検査に合格したワインには公認検査番号（AP番号）

が与えられます。この審査方法は「グラスに注がれた

ワイン」の品質を審査するものであり、特定のぶ

どう畑や造り手の名前で判断するものではあ

りません。

糖度が非常に高い果汁から造られます。

甘口タイプで長期にわたる保存が可能。

ベーレンアウスレーゼは毎年確実に生産可能な

ワインではありません。

トロッケンベーレンアウスレーゼ：貴腐菌の働き

で干しぶどうのように萎んだぶどうの果汁から造

られる、エレガントさあふれる長期保存が可能な

甘口ワイン。自然の甘みと蜂蜜やエキゾティック

なフルーツの風味が魅力的な、蜜のように凝縮し

たワインです。

アイスワイン：健康な状態のぶどうを、氷点下

7度以下の日に氷結した状態で収穫・圧搾して造

られるワイン。自然の甘みを充分にたたえていま

す。アイスワインは条件が整った年にしか収穫で

きません。長期保存に向くワインで何十年も熟成

させることができます。
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ヴェックスとして認められるぶどう畑の範囲も厳

密に規定されています。ぶどう品種はリースリング

とシュペートブルグンダーに限定されています。

残糖値は最高で1リットル当り13グラムとなってお

り、辛口の範疇に入ります。またこのワインは専門

の官能検査に合格する必要があります。ラインガ

ウ地方以外の辛口のトップクラスのワインは、ドイ

ツ優良ワイン生産者連盟（VDP）の格付けモデル

に従ってグローセス・ゲヴェックスの名で生産さ

れています。（使用が認められているぶどうは、

各地方における典型的な品種となっています。）

エティケットにはGGと表示してあります。

ラントワイン

ドイチャー・ラントワインは

原産地表示のあるワインの

ひとつ。各々の地方の特徴

が出ているシンプルなワイン

です。ラントワインの味わいは辛口か中辛口に限

定されています。2009年8月1日付けで26のラント

ワイン生産地域が法的に定められました。その中

にはドイツ最北のシュレースヴィヒ・ホルシュタイ

ン州も含まれています。北海に浮かぶズュルト島

にはすでに10ヘクタールのぶどう畑があります。

ドイチャーワイン

ドイチャーワインとは生産

地域の表示がないワイン。ド

イツ国内産のぶどうを使用し、

そのぶどうは認可された畑

で栽培される、認可された品種に限られていま

す。ドイツでは他国と異なり、このランクのワイ

ンはほとんど生産されていません。ドイチャーワ

インとラントワインを合わせた生産量はドイツワ

インの総生産量の5％に相当します。

果汁糖度とは？

クラシック

2 0 0 0 年ヴィンテ ージから

導入された表記で、各地方

の典型的・伝統的なぶどう

品種から造られたバランス

のよい辛口のクヴァリテーツワインのことをいい

ます。エティケットには味覚についての表記があり

ません。

エアステス・

ゲヴェックス

ラインガウ地方には、トップ

クラスのワインとしてエアス

テス・ゲヴェックスと表記さ

れたワインがあります。この

ワインは厳格な品質基準をクリアして造られたワ

インで、収穫量に制限があり、手作業による収穫

などが義務付けられているほか、エアステス・ゲ

ぶどうが熟すほどに果汁の糖分は
高くなります。果汁の糖度を測る
ことにより、ぶどうの成熟度を知
ることができます。ドイツでは糖
度の計測単位にエクスレを導入し
ています。1エクスレは、1リット
ルの果汁が、1リットルの水より
も1グラム重い状態のことをいい

ます。トロッケンベーレンアウス
レーゼになると、200エクスレの
果汁が得られることもあります。
自然の糖分のほとんどは醗酵によ
りアルコールとなります。ぶどう
が熟していればいるほど、アルコ
ール度数の高いワインができあが
ります。アルコール醗酵後にワイ

ンに残った糖分は残糖と言われま
す。エクスレという名称は、フォ
ルツハイム出身の彫金師で発明家
のクリスチャン・フェルディナン
ド・エクスレ（1774-1852年）の
名字です。彼は果汁の糖度を計測
するための比重計を開発しまし
た。

ドイツのワイン生産地域には2600
もの単一畑が存在します。個々の
単一畑は管轄する役所の土地台帳
「ヴァインベルクスロレ（ぶどう
畑台帳）」に記録されています。
単一畑の大きさには大きな差があ
ります。

最小の単一畑はアール地方のヴァ
ルポルツハイマー・ゲアカマー
で1ヘクタールに満たないもので
す。名高いヴュルツブルガー・シ
ュタインは85ヘクタールを擁する
ドイツ最大の単一畑です。ワイン
通は畑名から、そのワインがどの

ようなスタイルであるかをある程
度予測することができます。
畑名には、火山岩、砂地、石灰岩と
いった土壌の種類を知ることがで
きる情報が込められているからで
す。ちなみに「ライ（lay）」という
語尾を伴う畑名はモーゼル地方に

ご存じでしたか？
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ご

存じ
でし
たか?

角砂糖1個は約3グラム

です。私たちの舌は1リ

ットルの水に約5グラムの

砂糖を溶かしてはじめてその甘みを感じることができます

（お試しください！）。コーラは1リットルあたり約106グ

ラムの砂糖を含有しています。アイスワインやトロッケン

ベーレンアウスレーゼなどのハイクラスの甘口ワインは

自然の糖分が1リットルあたり200グラム以上含まれる

こともあります。

ボトリング業者と

生産者

ワインボトルにはボトリング

業者の表示が必要です。ボト

リング業者はぶどうの生産

者と同一でない場合がある

からです。ケラーライ（大規模醸造所）は購入し

たぶどうやワインを使用し、例えばブランドワイン

として販売します。この場合はケラーライがボトリ

ング業者となります。醸造家協同組合や個人醸造

所は、通常自家栽培のぶどうを使用しているため

生産者となります。しかし醸造所が他の造り手か

らぶどうを買い取ることもあります。

その他の表示

消費者はまずエティケットの

どの部分に注目するのでしょ

う？　おそらくヴィンテージ、

あるいはぶどうの品種名でし

ょう。この2つは大抵エティケットに表示されてい

ます。とはいえヴィンテージとぶどう品種の表記

は義務付けられてはいないのです。ただし表記す

る場合は、ヴィンテージなら少なくとも85％が表

記年のワインでなければならず、ぶどう品種であ

れば少なくとも85％が表示されている品種でなけ

ればなりません。ところでアイスワインの場合は、

収穫が翌年1月になることもあります。しかしその

場合でもヴィンテージはぶどうが熟した年になり

ます。

畑名の表記

畑名の表記は義務付けられ

ていませんが、表記自体は認

められています。その畑で実

際にぶどうが栽培されてい

る場合に限って畑名を記します。

造り手たちは畑の個性がしっかりと反映している

ワインにだけ、畑名を印刷するようになっていま

す。通常は村名と畑名を併記します。単一畑は自

治体に属しているので、例えばフォルスター・ウン

ゲホイアー、ベルンカステラー・ドクターといった

風に併記します。

味覚の表記

辛口、中辛口のワインは、ほ

とんどの場合エティケットに

表記されています。味覚が

表記されていない場 合は、

通常甘口、あるいはハイクラスの甘口ワインです。

造り手は醗酵をコントロールすることで様々な味

わいのワインを生み出すことができます。例えば

アルコール醗酵を冷却によって中断すると、ワイ

ンは自然の残糖を保つことになります。法的に規

定されている味覚のランクは以下の通りです。

辛口（トロッケン）：残糖値は1リットルあた

り4グラムまで。または酸の量が残糖値を最大

2グラム下回っていれば、残糖値1リットルあ

たり9グラムまで可。
中辛口（ハルプトロッケン）： 残糖値は1リットル

あたり12グラムまで。または、酸の量が残糖値を

10グラム以上下回っていなければ、残糖値1リット

ルあたり18グラムまで可。

甘口（リープリッヒ）： 残糖値が中辛口以上、

最高で1リットルあたり45グラムまで。

甘口（ズース）： 残糖値が1リットルあたり45グラ

ム以上。

ワインの味覚はワインの持つ果実酸によって異な

って感じられます。味わいがその酸味と甘みに左

右されるのです。そのため残糖値では甘口のワイ

ンが、半辛口のような味わいに感じられたりしま

す。このようなワインにはファインヘルプという表

現を使うようになっています。ファインヘルプとい

う表現には法的残糖値の規定はありませんが、ほ

ぼ半辛口の意味で使用されています。

スパークリングワインは炭酸を含んでいます。そ

のため甘さの印象がワインにおける果実酸同様、 

炭酸によって左右されます。そのため味覚のラン

クは、ワインとは異なる規定となっています。

多く（ローゼンライ、ゾンネンライ、
ラウレンティウスライなど）、その
語源はケルト時代に遡り、スレー
ト岩を意味しています。
畑名がかつての所有者を暗示して
いることもあります。（クロスタ
ーガルテン、グラーフェンベル

ク、キルヒェンシュトゥックな
ど）ドイツの全ぶどう畑の航空写
真を満載した「ドイツ・ワインア
トラス」（ドイツ・ワインインス
ティトゥート発行）の購入先はこ
ちらです。
www.deutscheweine.de
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ヴィンツァーゼクトからセッコまで、ドイツの醸造家たちはスパークリ
ングワイン（シャウムワイン）のスペシャリストです。しかもドイツ人
はスパークリングワインの消費量においても世界チャンピオン。1杯の
ゼクトを味わう瞬間、私たちは幸福感をも味わいます。特にお祝い事が
ない普段の日にも、ゼクトは喜びをもたらしてくれます。ドイツ人は世
界で一番スパークリングワイン好きの民族。2009年の1人当たりのスパ
ークリングワイン消費量は約3,9リットル。これはボトルで5,2本に相当
します。ドイツで多様なスパークリングワインが生産されているのもう
なづける話です。　

ゼクトの泡はどのようにして生まれるのでしょう？

ゼクトを醸造するためにはベースワインを二次醗酵させます。その際発
生する炭酸ガスはワインの液体中に留まり、スパークリングワインがで
きあがります。ほとんどのブランドゼクトは、複数のベースワインをブ
レンドし、大型の圧力タンク内で二次発酵させ、均質なゼクトとなりま
す。この醗酵プロセスが終了した後、ボトリングされます。

ゼクトの品質はベースワインの質で決まります。また醸造方法によって
も品質に差がつきます。醸造家たちは少量生産を重視し、主に伝統的
瓶内醗酵方式で生産しています。この方法は二次発酵を瓶内で行うも
のです。醗酵終了後、個々のボトルは「ルミアージュ」と呼ばれる、角
度をつけながら瓶を回転させる作業を行い、酵母の澱を瓶の口まで誘導
します。できあがったゼクトはそのまま瓶に残し、酵母だけを取り除き
ます。

ヴィンツアーゼクトは、造り手が自ら栽培したぶどうで自ら醸造した
ベースワインを、伝統製法でゼクトに仕上げたものです。ぶどうが一
生産地域のものであれば、ゼクトb.A.と表記できます。この表記は30年
前にラインヘッセン地方ではじまりました。ドイツでは条件を満たせば
スパークリングワインをクレマン（crémant）と表記することも可能で
す。クレマンは除梗せずに圧搾し、やはり瓶内醗酵方式で生産します。
また、一生産地域で栽培された、認可されたぶどう品種のみを使用しま
す。醸造所や醸造家共同組合の生産するヴィンツァーゼクトは専門店や
品揃えの良い食料品店などで販売されています。もちろん醸造所で直接
購入することもできます。ゼクトのスペシャリストとしてゼクトだけを
生産している醸造所もあります。

泡立つセッコはカジュアルに

セッコとパールワイン（ペルルワイン）は炭酸ガスを注入したワイン、
あるいは二次発酵で生じた炭酸ガスが含まれているワインで、内圧が低
いものです。セッコという名称はイタリアのプロセッコからインスピレ
ーションを得てつけられたもので、スパークリングワインの1つのジャ
ンルを代表するようになりました。ただし公式名称はドイチャー・パー
ルワインです。パールワインまたはセッコは夏向きのフルーティで爽快
なワイン、飲むのが楽しくなるワインです。製造方法がシンプルで、
ゼクト税が課税されないため、ゼクトよりも安価。ドイツでは人気上昇
中の製品です。
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ご

存じ
でした

か?
ゼクトという名称は
シェークスピアに由来し
ます。ルードヴィヒ・デヴリエ
ンという有名な俳優が、1825年
頃ベルリンのワインシュトゥーベ「ル
ッター＆ヴェーグナー」（現在も営業

中）で大好きなシャンパンを注文する際に「ヘンリー4世」の台詞を引用してこ
う言いました。「サック（Sack、ドイツ語訳はSect）を1杯よこさんか、この野郎、
この世には、もはや徳というものはないのかね？」。シェークスピアは、劇中で
フォルスタッフにサック、すなわち辛口のシェリーを注文させたのですが、
フォルスタッフ役を演じたデヴリエンは店ではもちろん大好きなシャンパン
を飲もうとしたわけで、以来サックがゼクトになまり、スパークリングワ
インを表すようになりました。1925年にはゼクトという名称が公式に認可さ
れました。それはシャンパンという言葉をドイツのスパークリングワインに対
して使用できなくなったからです。ちなみに1779年、ヨハン・ゴットフリー
ド・ヘルダーは、フランス語で泡を意味するムスーという言葉を、
シャウムというドイツ語に翻訳しました。そうしてシャウムワ
インという言葉が生まれました。

ピッコロ

「ピッコロ」は実にドイツらしい製

品。0,2リットル容量の小さなボトル

入りゼクトです。ピッコロは、1930年

代にブランドゼクト「ヘンケル・トロッ

ケン」を生産していたヘンケル社の登

録商標でした。当時は若手のホテルマ

ンやウエイター実習生がピッコロと呼

ばれていました。ブランドの宣伝用に

「ピッコロ」というキャラクターも考案

されました。今日、ピッコロは小さなゼ

クトボトルを意味し、他社も生産してい

ます。「ピッコロ」はいつでもどこでも

楽しめるゼクトです。
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ドイツの13のワイン生産地域は、美味しいワインの他にも、発見すべきものであふれています。
醸造所が経営する宿泊施設やレストランなどを利用すれば、 ワイン造りの現場に近いところで
思い出深い休暇を過ごすことができるでしょう。ドイツでは多くの醸造所が、宿泊施設を経営
しています。

ワインをアクティヴに

軌道自転車＆インラインスケート
ワインの産地を珍しい軌道自転車で走ってみませんか？　ナーエ地方と

ファルツ地方では、軌道自転車を借りてレール上を走りながら観光する

ことができます。インラインスケーターにはラインガウ地方とミッテ

ルライン地方が最適。両地方では8月に「Rhine-on-skates（ライン・オ

ン・スケーツ）」というイヴェントが行われます。ユネスコ世界遺産の

美しい風景に囲まれた135キロメートルにわたる道路がインラインスケ

ーターのために開放され、まる1日スケートを楽しむことができます。

ルートはリューデスハイム・コブレンツ間の往復です。

サイクリング
ワイン産地を縫うように流れる川のほとりはサイクリングにぴったりの

ルートです。マイン川沿いには600キロメートルにわたってサイクリン

グ道が整備されており、源流から下流まで、ロマンティックなぶどう畑

の風景を堪能しながら走ることができます。モーゼル川沿いにも1000

キロにおよぶサイクリング道が整っています。周遊ルートやハイライト

だけを巡るルートなど様々なルートがあり、荷物の運搬サービスを利用

することもできます。ヴュルテンベルク地方にはタウバー川、ヤーグス

ト川、コッハー川、レムス川の流れる谷間にワイン街道があり、フラン

ケン地方にはボックスボイテル街道があります。いずれも年間を通じて

サイクリングが楽しめるルートです。

ウォーキング＆クライミング
ぶどう畑のある場所はウォーキングに最適です。ラインガウ地方、ミッ

テルライン地方には320キロメートルにおよぶ、ハイキングに最適なラ

インの坂道があります。特にザンクト・ゴアからバッハラハまでの区間

では、ぶどう畑とラインの谷の雄大な眺めを楽しむことができます。ぶ

どう畑の間を縫って整備されたハイキング道として良く知られているの

が、アール地方の赤ワインハイキング道。アルテンアールからバード・

ボーデンドルフまで続いています。バーデン地方のカイザーシュトゥー

ル、トゥニベルクにも何キロにもわたってハイキング道が整っていま

す。冒険心たっぷりの方にはクライミングはいかがでしょう。ヨーロッ

パで最も険しい急斜面のぶどう畑、モーゼル地方の標高378メートルの

ブレマー・カルモントや、ナーエ地方のローテンフェルスは挑戦に値し

ます。ただしローテンフェルスは経験豊かな上級者向けです。

ウォータースポーツ
自転車よりボートがお好きな方には、217キロメートルに及ぶ「モーゼ

ル川・水上ルート」をお勧めします。レンタルボートがあちこちに準備

されており、60以上の船着き場にボートを止め、散策することもでき

ます。ブライではウエットスーツを借りてウォータースキーに挑戦する

こともできます。ザーレ・ウンストルート地方にも、美しい水上ルート

があります。ナーエ川の支流、グラン川は、ラーン川同様、カヌーやカ

ヤック好きにとって最高のロケーションです。

 空中散歩
空からの眺めを楽しむならミッテルライン地方が最適です。ラーン川沿

いのバード・エムスではパラグライダーのレッスンを受けることができ

ます。お天気の良い日にラインヘッセン地方の波うつぶどう畑を眺める

なら熱気球に乗るのが一番。目下大人気の熱気球飛行は南ファルツ地

方、バーデン地方、ヘッシッシェ・ベルクシュトラーセ地方など各地で

楽しむことができます。

乗馬＆バイク
空中は不安というあなたに、乗馬はいかがでしょう？　南ファルツ地方

では乗馬を楽しみながら森やぶどう畑を散策することができます。

あるいはバイクを借りてのぶどう畑巡りはいかがでしょう。モーゼル地

方ではガイドつきのバイクツアーも行われています。バーデン地方では

バイクツアーの合間に地元の美味しい食事を楽しむコースも準備されて

います。

ゴルフ
ゴルフを楽しむにはファルツ地方が一番。ダッケンハイム近郊のぶどう

畑の真ん中にドイツワイン街道ゴルフ場があり、コースにはぶどう品種

の名前が付けられています。

楽しもう

ワインをアクティヴに楽しもう
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ヴィンツァーホーフに招かれて

醸造所の中庭では夏から秋にかけてテーブルやベンチが並べられ、シュトラウスヴィルトシャフ

ト、ヘッケンヴィルトシャフト、あるいはベーゼンヴィルトシャフトと呼ばれる醸造所直営の居酒屋が

オープンします。ドイツとオーストリア（現地ではブーシェンシャンクといいます）ならではの光景で

す。これはカール大帝の時代に始まった伝統で、大帝がワインの造り手に、年に数ヶ月間、自ら

醸造したワインと軽い食事を醸造所内で提供してもよいとの許可を与えたのです。営業中である

ことを示すため、ドアには花束や箒がかけられました。夏の夕暮れにシュトラウスヴィルトシャ

フトを訪れる楽しみは格別、造り手のワインをいろいろと試すこともできます。ワインにあわせ

て地元の新鮮な食材を使った軽食を楽しむひととき。これ以上の幸せがあるでしょうか。

醸造所でワインを
購入する楽しみ

醸造所で直接ワインを買い求めるのはとて

も楽しいことです。醸造所も協同組合もケ

ラーライも、それぞれにショップを設け、

顧客を受け入れる態勢を整えています。モ

ダンなヴィノテーク、前衛的な建築、ラウ

ンジスタイルのサロンで試飲しながら、建

築やインテリアのディティールを楽しむこ

ともできます。かつての農家風の内装は姿

を消し、中にはコンテストで表彰されたス

タイリッシュな醸造所建築もあります。

ショップにはワイン以外の商品も見られま

す。ワインジャム、デリカテッセン、チョ

コレート、グレープシードオイル、ビネガ

ー、果実蒸留酒、リキュールなどが揃い、

ワイングラスやアクセサリー類を扱ってい

るところもあります。

多くの醸造所が、訪問客向けにケラーの見学ツアーを提供しています。ワ

イン好きにとっては心はずむ体験です。近代的な醸造所にもロマンティ

ックな古いケラーが残されていることが多く、ハイテク設備の傍に木彫

りのレリーフが美しい大きな木樽が陣取っていたりします。ケラーにはぶ

どうを優しくプレスする空気圧式圧搾機、コンピューター制御で温度調

節が可能なピカピカのステンレススティールタンク、空調の完備したバリ

ックケラー、全自動のボトリングラインなどが整っています。また、ポン

プの使用頻度を減らし、ぶどうや果汁への負担を最小限にするため、重

力をうまく利用できる構造のケラーが多くなっています。多額の投資が

行われていますが、その目的は高品質のワインを生産し、顧客を満足させ

ることなのです。
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 ご存じでしたか？

貴重な休暇は1日たりとも無駄にすることは
できません。ガイドと一緒なら盛りだくさん
の1日を過ごすことができます。ドイツのワイ
ン生産地域には500人以上のワイン通のガイ
ドが、ぶどう畑ウォーキングから料理とワイ
ンを楽しむテイスティングにいたるまで、ワ
インをめぐっての様々な体験ツアーに同行し
ています。ほとんどのガイドがボランティア
として働いており、いずれも地元を紹介する
ことに喜びを感じている、教養豊かなスタッ
フばかりです。

インフォメーション
www.tourismus.deutscheweine.de

リースリング・ラウンジ

リースリング・ラウンジ、それはバージョンアップしたテイスティングルームと言っても

いいてしょう。 リースリング・ラウンジではドイツの全生産地域のトップワイン（リース

リング以外のワインもあります）をゆったりとした雰囲気の中でテイスティングする

ことができます。ドイツの大都市には、このリースリング・ラウンジが、ドイツ・ワイン

インスティトゥートの支援を受けていくつも誕生しています。

現在は、ベルリン（mesa Restaurant Grand Hyatt）、マインツ（Hofgut Laubenheimer 
Höhe）、ミュンヘン （RETTERs Feinschmecker）、フランクフルト（Restaurant Zarges）、

そしてケルン（Excelsior Hotel Ernst）に展開しています。 リースリング・ラウンジは独立

したバーとして機能し、専門知識をもったスタッフがいます。

ワインをアクティヴに楽しもう

醸造所で休暇を

醸造所を訪れてワインをテイスティングし、造り手と話が弾むと、その夜は

醸造所に宿泊したい気分になることがありませんか。多くの醸造所にはゲス

トルームや貸しアパートが整っています。醸造所で休暇を過ごしたいという

需要が増えているからです。醸造所では、宿泊客のために馬車ツアー、ガイ

ドつきのぶどう畑ウォーキング、サイクリング、荷物の配送サービス、ワイ

ンテイスティング、ワインと季節の食事を供するイヴェント、料理教室、演

劇やコンサートなど様々な催しを企画しています。醸造所で休暇を過ごせば

退屈することは決してないでしょう。



楽しみながら
   ワインを味わう

66

  

ドイツワインの
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優れたワインを楽しむ時には、基礎知識が役に立ちます。
いくつかのルールを知って、最初からワインを100％楽しみましょう。

必要なのは...

力強く、ふくよかな赤ワイン
16～18度

若々しく、フルーティな赤ワイン
14～16度

熟成した、力強い白ワイン
11～13度

甘口ワイン
9～11度

若々しく、軽やかな白ワインとロゼ
9～11度

スパークリングワインと
パールワイン

8～10度

ワインを味わうときには誰も温度
を計ったりしません。そこで、
事前にどの程度冷やしておけば良
いかを覚えておきましょう。ゼク
ト、白ワイン、ロゼワインは、開
栓するまで少なくとも2時間は冷
蔵庫に入れておきましょう。ワイ
ンはグラスの中や室温ですぐに温
まるため、やや冷やし気味にして
おくことをおすすめします。暑い
日にはテーブルにワインクーラー
を用意しましょう。冷凍庫で凍ら
せることのできる、冷却剤入りボ
トルクーラーが便利です。このボ
トルクーラーを利用すれば、室温
のワインも迅速に冷やすことがで
きます。赤ワインを味わう場合の
「室温」は、暖かい室温ではな
く、ひんやりした室温をさして
います。

... 正しいグラス 

グラスはステムの長いチューリップ型のものを
選びます。赤ワインには大ぶりのグラスを使い
ます。グラスの厚みは薄ければ薄いほど、ワイ
ンの繊細な味わいを強烈に体験することがで
きます。ワインはグラスの円周が一番大きなと
ころまで注ぐと理想的な状態で香りを放ちま
す。この状態だと、ワインのアロマを引き出す
ためにグラスを無理なく回転させることもでき
ます。ワインの色を楽しむためにも、無色透明

のグラスを選ぶことをおすすめします。

... 正しいコルク抜き

ピクニックにワインを持って行ったものの、コルク抜きを忘れた
ことはありませんか？　正しいコルク抜きなしで、コルク栓を
抜くのは結構大変な仕事です。ポケットナイフもあまり役に
立つとは言えません。一番良いのがシンプルなソムリエナイフで、
梃子（てこ）の原理で開栓します。このほかコルクの上に
セッティングし、回転させながら栓を抜くタイプのものも
お勧めです。最近では、道具のいらないスクリューキャップや
ガラス栓も増えています。

... 最適のパートナー
ワインを一緒に味わうパートナーも重要なファクターで
す。ただしここでご紹介するパートナーとは水のこと。
ワインにはゼルタース（selters　炭酸水入りミネラルウ
オーター）のような品質の良い水を選びましょう。この
ほかパンも重要なパートナー。もちろんワインに合わせ
る料理も大切です。ワインと料理のハーモニーについて
は後で詳しくお話ししましょう。

... 正しい温度管理

... 場合によっては、こんなものも
時にはデカンタージュ用のカラフェが必要なことがあります。デカンタージュとはワインをカラフェに移す作業のこと
です。長期熟成した赤ワインには、デポーと呼ばれる沈殿物が見られることがあります。その沈殿物が立ち上ってカラ
フェに入らないよう、注意深く注がなければなりません。ワインのアロマを引き出すために、空気との接触を必要とす
る場合は、迅速にデカンタージュしてもかまいません。どのワインもデカンタージュが必要というわけではありません
が、デカンタージュをしてはいけないことはまずありません。白ワインには、たまにボトル内に小さなクリスタル状の
粒が見られることがあり、それがグラスに入ってしまうこともあります。これがヴァインシュタイン（酒石酸水素カリウ
ム）の結晶です。この結晶はワインの品質や味覚には影響を及ぼしません。ヴァインシュタインは酒石酸とその他のワ
インに含まれるミネラル分の結合物で、ワインの品質が良いことのしるしなのです。

67楽しみながらワインを味わう



ボトル栓のいろいろ

ナチュラルコルクは伝統的なワイン用の

栓です（ゼクト用でもあります）。しか

し最近ではコルク臭のトラブルを避ける

ために、それ以外の栓を利用する生産者

が増えています。合成樹脂の栓はコルク

を抜くときの「ポン」という心地よい音

を聞くことができます。今やドイツワイ

ンの3分の1がスクリューキャップ式で、

非常に実用的です。ガラス栓はドイツの

発明で見た目も美しく、ボトルに再び栓

をすることが可能です。

ワインは一口一口が体験であり、一口ごとに知識
が深まると言われます。ワインテイスティングの
際には、そのワインが美味しいかどうか、複数の
ワインを味わう場合は、どのような味の違いがあ
るかを確認します。プロがテイスティングする場
合は、複数のワインの味の違いを知ることは重
要で、できる限り客観的に、誰にでも解るように
表現しなければなりません。そのためプロのテイ
スターが使用する専門用語があります（ノーズ、
ボディなど）。このような言葉を知らなくても、ワ
インの味を、何かそれに似たものと比較して表
現することはできます。例えば「このワインには
新鮮なりんごの風味がある」といった表現です。
経験を重ねて行くと、ワインの味わいを語ること
が楽しくなってきます。ワインは唯一「味わいを
表現する言葉」がかくも豊かで洗練されている
嗜好品なのです。もちろん「このワイン、美味し
い！」とストレートに表現してもかまいません。
でもワイン好きは、ワインにどんな味がひそんで
いるのか、それがなぜなのかといったことに興味
津々なのです。

提案：仲間と一緒に、少人数でワインテイスティ
ングを催してはいかがでしょう？　ワインは4、5
種類で充分です。どのワインを選ぶかはテーマ次
第。仮にリースリングをテーマにするなら、生産
地域の異なるリースリングを比較すると面白いで
しょう。異なる品種のワインを比較試飲するので
あれば、同一地域のシュペートブルグンダー、ポ
ルトギーザー、ドルンフェルダーなどを揃えて比
較すると面白そうです。比較テイスティングをす
る場合、グラスに注がれたワインが何であるかを
知らないほうが楽しめます。例えばワインボトル
をアルミホイルですっぽり包んで隠すか、あらか
じめグラスに注いで配ります。この方法はブライ
ンドテイスティングと言い、産地や品種、生産者
など、味わいに影響を及ぼす情報がないため、ワ
インそのものに集中することができます。このほ
かヴィンテージ違いのワインの比較も面白いでし
ょう。同じ生産者の同じワインを収穫年違いで、
2、3種類揃えて比較試飲すると、熟成がいかに
すすむのかを理解することができます。熟成を
経たワインのほうが若いワインよりも香りや味わ
いに深みや複雑味が感じられることが多いです。
いくらワインに詳しい人であっても、ブラインドテ
イスティングでワインを正当に評価するのは簡単
なことではありません。

理論よりテイスティング
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1. 視覚

グラスに注がれたワインの色を見ます。でき

れば日中の自然光で背景は明るい色が理想的

です。ワインの色に輝きと透明さがあれば、

それは好ましい状態です。濁ったワインは品

質に問題があるケースもあります。グラスを

傾けてワインの縁の色で熟成状態を確認しま

す。熟成した赤ワインは、縁の色が茶色がか

っています。若いワインはどちらかというと

バイオレット系の色をしています。

2. 嗅覚（ノーズ）

グラスに鼻を近づけ、ワインの香りをそっと嗅

いでみてください。香りを嗅ぐ前に軽くグラス

を回すとワインのアロマが空気と触れ合って

香りが明瞭になります。ワインの香りは心地良

く、フレッシュで、クリアで、濁りがないでしょ

うか？　果実のアロマや花の香りが感じられる

でしょうか？　若い白ワインは、柑橘系の香り

や、りんごや桃の香りが感じられることが多く、

熟した白ワインには、黄色い果実や蜂蜜の香り

が感じられます。赤ワインには、チェリーやいち

ご、ブラックベリーやプラムなど赤い果実の香

りが現れます。

3. 味覚

口に含んだワインを、口のなかであちこちに

動かしてみてください。その時に空気も一緒

に吸い込んでみてください。これがワイン通

の言う「音をたてる」味わい方です。このよ

うにして味わうと、アロマがより強烈に感じ

られます。ワインは口に含んだ時、活き活き

としていて、フレッシュでジューシー、そし

て味わい深くあるべきです。ワインを吐き出

した後、あるいは飲んだ後に余韻として残る

味わいはどうでしょうか？　余韻は長ければ

長いほど、優れたワインです。

熟成とは？

熟成したワインはバランスが良く、複雑味を備え

ています。アロマの多くは時間の経過とともに生

まれてくるからです。熟成の段階では、ボトルの

中での少量の空気との接触だけであっても、特

定の分子の結合が起こります。ワインが化学的な

変化を遂げていることはワインの色からもわかり

ます。白ワインの場合は色が濃くなり、赤ワイン

の場合は逆に色が淡くなってきます。つまり、濃

いレッドから、茶色がかった色、あるいは煉瓦色

に変化してゆきます。

正しい保存法

ワインを長期保存する場合に注意すべきことは、

光、衝動、そして強烈な匂いを避けることです。

また保存する温度はなるべく一定で、12度くらい

で維持されているのが理想的です。セラーをお

持ちでない場合は寝室に保存するという手があ

ります。寝室は暖房をいれることが滅多にないか

らです。ナチュラルコルク以外の栓が使用されて

いるワインはボトルを立てておいてもかまいませ

ん。ボトルを寝かせるのはコルクが乾燥し、空気

が入り込むのを防ぐための方法です。

ドイツワインはどのくらい保存が可能？

食品店などで販売している普段用のワインは、

収穫の1年後くらいに美味しく飲むことができる

もので、長期熟成向きではありません。ワインは

上等であればあるほど、保存向きです。優れた畑

のリースリングやブルゴーニュ品種のシュペート

レーゼやアウスレーゼで良いヴィンテージのもの

は、5年ないし8年くらいは問題なく保存すること

ができます。高品質の赤ワインも同様です。ハイ

クラスの甘口ワインは熟成のポテンシャルが非常

に高く、何十年にもわたって保存がきくものがあ

ります。基本的にはアルコールの量、酸の量、残

糖量、タンニンの量が多いワインほど熟成ポテン

シャルは高くなります。これらの要素が保存料と

して機能するからです。

提案：誕生日などにワインをプレゼントする場合

は、生まれ年のトロッケンベーレンアウスレーゼ

やアイスワインが最適です。スパークリングワイ

ンは保存によって品質が向上することはありませ

ん。ゼクトやパールワインは購入したら早めに飲

むことをお勧めします。

ワインケラーへ！

ワインテイスティング実用講座

テイスティングとはワインを試飲すること。必ずしも飲むことではありません。
プロのテイスターは、テイスティング用に口に含んだワインを充分に吟味した
後、再び吐き出します。テイスティングには、舌だけではなく、あらゆる感覚を
総動員します。

ドイツワインには、ヴィンテージ、品種、あるいは醸造方法により、長期保存できるワインが

多数あります。赤ワインの場合はタンニンが、白ワインの場合は酸と残糖の量が保存の際の鍵と

なり、それによって「熟成のポテンシャル」を知ることができます。 熟成のポテンシャルとは

長期にわたって、ワインがポジティブに開花していく可能性を意味します。

ご

存じ
でした

か?
ワインのアロ

マは 1 つ 1 つ確認

し、名付けることができ

ます。ある程度の訓練が必

要ですが、ワイン愛好家にと

っては楽しいチャレンジです。その手助けとなるのがアロ

マラッド（アロマホイール）です。アロマラッドには白ワイ

ン用と赤ワイン用があり、それぞれの典型的な香りがグルー

プ別にわかりやすく表記してあります。いちご、ラスベリー、

ライチー、なめし革、コーヒー、甘草（ラクリッツ）と

いった表現が学べます。テイスティングの際にアロマ

ラッドがあるととても便利です。アロマラッド

の購入先はこちらです。

www.deutscheweine.de
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ドイツワインとアジアン・スタイルの料理の
相性は格別で、今や自明のこととして広く知
られています。アジアン・スタイルとはい
え、ココナッツミルクを多用するタイ料理か
ら唐辛子の利いた中国の四川料理、繊細なア
ロマを持つ和食、様々なレベルの辛さのカレ
ーで知られるインド料理まで、様々な傾向が
あります。そして、どのような料理にも、い
ずれかの地域から、必ずぴったりのワインが
見つかります。

さまざまなアロマとスパイシーさの関係

辛口のムスカテラを生姜と、アロマティック
なショイレーベをココナッツミルクベースの
カレーと合わせてみてください。ココナッツ
ミルクベースのカレーには熟成したワインも
調和します。気をつけなければならないの
は、辛さなどの刺激の強い料理に、強い味わ
いのワインを合わせないこと。辛さにアルコ
ールが加わると、その辛さが強調されてしま
います。辛い料理には低アルコールでほんの
り残糖が感じられるワインが最適です 。糖分
は辛さを鎮静させてくれるからです。醤油を
使う料理は塩味が利いているため、活き活き
とした酸味と甘みのバランスが良いリースリ
ングなどが向いています。

辛口のカビネット、中辛口のシュペートレー
ゼ、トロッケンベーレンアウスレーゼ、アイ
スワイン、そしてヴィンツァーゼクト。1つの
醸造所が、時には同一品種からこれほどまで
に多様なワインを造っているのはドイツだけ
でしょう。フルコースの食事には、一品種の
ワインの様々なバリエーションを合わせ、そ
のポテンシャルを楽しむことができます。同
じ品種から造られるワインの、かくも異なる
表情を知る楽しみは格別です。
 

手間をかけずに楽しむ

料理をする時間がなくてもおもてなしは可
能。3種類ほどのチーズと2、3種類のワイン
があれば、食卓は充分華やかになります。た
ったこれだけで、6通りから9通りのワインと
チーズのコンビネーションを楽しめてしまう
のです。ソフトでマイルドなチーズ、スパイ
シーなハードチーズ、そしてブルーチーズの3
つがあれば充分。ワインは辛口のリースリン
グとシュペートブルグンダー、そしてトロッ
ケンベーレンアウスレーゼを用意します。こ
れにパンを添えればお腹も満足です。

締めくくりに甘いものを

デザート代わりにチョコレートでテイスティ
ングを 行ってみてはいかが でしょう。基 本
ルールはこうです。酸味の強いワインには、カ
カオ含有量の少ないチョコレート、あるいはカ
カオを含まないチョコレートを合わせます。
（例／リースリングとホワイトチョコレート）カ
カオ含有量が多ければ多いほど、タンニンの量
の多いワインがマッチします。 果実や花のアロ
マつきのチョコレートに、アロマティックなワイ
ン（ゲヴュルツトラミーナ、ムスカテラ、ショイ
レーベなど）を合わせる実験は面白く、調和す
る場合としない場合があります。思いがけない
マッチングを発見したら覚えておきましょう。
デザートタイムには、こんなお遊びも楽しいも
のです。

ドイツワインはそれだけで味わっても、

とても美味しくいただけるワインです。夏に

戸外で味わう「ショッペン（コップで飲むワ

イン）」も、冬に自宅で寛ぐときの赤ワイン

も、それぞれに味わい深いものです。

でもワインの楽しみ方はそれだけではあり

ません。リースリングもシュペートブルグン

ダーも、そしてその他のワインも、世界中の

食卓に並ぶ様々な料理に見事に

調和するのです。
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Pochierter Fisch

Hausgeflügel  

Blattsalate mit Sauce  
Vinaigrette 

Kalbsschnitzel

Fettreicher Süßwasserfisch

Muscheln, Hummer

Spargel mit  
Sauce Hollandaise

Sahnegeschnetzeltes

Asiatische Gerichte 

Wildgeflügel 

Schmorgemüse 

Nudelgerichte mit
aromatischen Saucen

Gans, Ente

Haarwild 

Gebratenes vom 
Rind oder Lamm 

Gehaltvoller Käse 

ドイツワインと料理

軽快

重厚さ／アロマ

基本ルール：軽く脂肪分の少ない料理に
は、低アルコールの軽いワインを合わせま
す。繊細なアロマの料理（特に和食）に
は、繊細でエレガントなアロマのワイン
がぴったりです。香辛料をたっぷり使用し
た脂肪分の多い重厚な料理には、果実味が

あり、重厚で力強いワインを選びます。
バリックで熟成したワインもふさわしく、
多少残糖のあるワインが合うこともありま
す。ハイクラスの甘口ワイン（ベーレンア
ウスレーゼ、トロッケンベーレンアウス
レーゼ、アイスワイン）は、デザートや

強い風味のチーズ（ブルーチーズなど）と
ぜひ合わせてみてください。理論はここま
で。あとはあなたのアイディア次第。色々
チャレンジして素敵な組み合わせを見つけ
てください。
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家禽類

野菜サラダ＆
ヴィネガー・ドレッシング

子牛のシュニッツェル

脂ののった淡水魚

貝類、ロブスター

アスパラガス＆
ソース・オランデーズ

牛肉などの薄切りの
クリームソース煮

アジアン・スタイルポーチド・フィッシュ

野禽類

温野菜

パスタ＆
アロマ豊かなソース

がちょう、鴨肉

野生肉（ジビエ）

牛肉、ラム肉のグリル

力強い味わいのチーズ
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