ワインアドヴァイザー2次試験

試飲対策用ワイン

今年も日本ソムリエ協会のよるワインアドヴァイザー・エキスパート試験の期日が近づいてきた。ますます難しくなる一次試験もさることながら、受験
生の頭を悩ますのは2次試験の試飲問題。「決して葡萄品種を当てることが目的ではない」と言われるものの、どう勉強をしたら良いのかが難しいと
ころ。一番の早道は出題が予想される葡萄品種の典型的なワインを効率よく試飲していくことではないだろうか。今回は多様な弊社ワインの品揃え
の中から、比較的手頃な価格で葡萄品種の典型的な特徴を持ったワインをご紹介します。

◆ ピノ・ノワール ◆

＜赤ワイン用葡萄品種 ＞
◆ カベルネ・ソーヴィニヨン ◆
若いうちは紫色をおびた深いルビー色をしており、カシスなどのベリー系果実の風
味を持ち、強いタンニンとしっかりした酸味を特徴としている。樽との相性もよく、長
い熟成によって華やかなブーケ、重厚感のある味わいを備えてくる。収斂性を感じ
させるタンニンを持ち、口に含むとピーマンやハーブ、メントールの香りがするとカ
ベルネ・ソーヴィニヨンの可能性が高い。

●カテナ カベルネ・ソーヴィニヨン2003

●ボーヌ デュ シャトー プルミエ・クリュ2005
ドメーヌ ブシャールP&F
ボーヌに本拠を置くブシャールＰ＆Ｆ社
が、自社が所有するボーヌの数種の1
級畑産ワインから作るワイン。紫色を帯
びた程よいルビー色をしており、フラン
ボワーズやチェリーを思わせる典型的
なピノ・ノワールのアロマを持っている。

YLCTC03

アンデスの山麓で、標高（温度）の違いによって植え付
け品種を決定しているカテナ社からのワイン。ブラック
チェリーやカシスなどの果実香とハーブのニュアンス、
きめが細かく心地よいタンニンからの渋みを持った凝縮
感の高いワイン。

他の品種に比べると透明感の高い明るい赤色をしており、ラズベ
リーなどの赤いベリー系果実の風味と、美しい酸味を特徴として
おり、タンニン分はそれほど高くない。ワインの粘度もボルドー系
品種に比べると低い。

BLBR05

＊ピノ・ノワール種

＊カベルネ・ソーヴィニヨン種

◆ シラー ◆
◆ メルロ ◆
若いうちから早く飲むことができるキメの細かでなめらかな口当りをもち、柔
らかなタンニンと、プラムのフルーツ・ケーキのような甘さのバランスのとれた
ソフトな味わいを持っている。粘度、alc度数ともカベルネ・ソーヴィニヨンより
も高い傾向があり、口に含むと土やキノコなどの湿った風味を持っている。

黒味をおびた濃く深い色合い、酸味がしっかりしておりタンニン
分も充分にある。獣を思わせる野性的な風味、黒胡椒のような
スパイシーさを持ち、ゴムを焼いたあるいはタールのような香り
を特徴としている。

●カトヌック シラーズ2003
●シャトー セント・ジーン メルロ ソノマ カウンティ2003
カリフォルニア州ソノマ地区のシャトー セント・
ジーンの作るワイン。フレンチ・オークとアメリカ
ン・オークの樽で熟成させたもので、紫色を帯び
た深いガーネット色を持ち、ブラックチェリーや
プラムの果実香とオークやヴァニラなどの樽由
来の複雑な風味を持つ。充分なタンニンもワイ
ンに見事に溶け込んでおり、滑らかな口当たり
となっている。

ULSJC03

＊メルロ種

VLKNC03

数々の国際ワインコンペティションでの受
賞に輝く南オーストラリア州の名門、リドッ
ク社からのシラーズ（シラー）種から作られ
たワイン。紫色を帯びた非常に濃いルビー
色、香りはカシスやブルーベリーのジャム、
干したスモモなどの凝縮感に富み、甘草
や各種のスパイスを思わせる複雑な風味
を特徴としている。

＊シラー種
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＜白ワイン用葡萄品種 ＞
◆ シャルドネ

◆ リースリング ◆

◆

シャルドネはニュートラルな品種で、栽培・醸造方法、気候、土壌などにより、多
様な味わいを持っている。またha当りの収穫量によっても味わいに差が出てく
る。そうしたシャルドネだが、一般的に涼しい気候で育ったものはしっかりした酸
味とミネラル感に富んだ味わいを特徴とし、暖かい気候で育ったものはパイナッ
プルなどのトロピカルフルーツのような香りを持つものが多い。特に樽で熟成さ
れたワインはオークやヴァニラ、ナッツなどの複雑な風味を持つので、その両方
のワインを押さえておくことが必要とされる。

＊シャルドネ種

『フルーティ』という言葉がぴったりの繊細な果実の花開くよう
なアロマが高く、爽快感のあるしっかりした酸味を特徴として
いる。気候の涼しいモーゼルではライトでクリスピーな傾向が
あり、ラインガウでは同じ傾向を持つが、よりしっかりした味わ
いとなる。太陽の光を充分浴びる地方ほどボディ・味の密度
が充実してくるが、酸味の美しさが失われる傾向がある。「ペ
トロール」と呼ばれる石油やオイル・ライターのような香りも品
種の特徴のひとつ。

樽を使ったワイン
●カテナ シャルドネ2005
樽を使わないワイン

YLCTH05

●シャブリ2006
ウイリアム フェーブル
WFLC06
フェーブル社の作るシャブ
リは樽を用いず、ステンレ
スタンクで熟成させたもの。
レモンなどのシトラス系果
実や青りんごなどのフレッ
シュなアロマとミネラル感
を持った典型的なワイン。

アルゼンチンNO1のカテナ社の作るシャ
ルドネ100％のワイン。フレンチ・オーク
100％（内新樽34％）で9ヶ月間熟成され
たもので、品種に特有の切れの良い酸味
とミネラル感が、樽からの風味と見事なバ
ランスを見せている。

●ロバート ヴァイル リースリング ハルプトロッケン2006
ロバート ヴァイル醸造所
QLRWH06
現在ラインガウ最高の評価
を得ているロバート ヴァイ
ル醸造所の作るハルプトロッ
ケン（中辛口）のQbAワイン。
レモン、青りんごのフレッシュ
で爽やかな果実香と切れ味
の良い酸味、ミネラルのニュ
アンスを感じさせる上品な
ワイン。

＊リースリング種

＊ロバート ヴァイル ブドウ畑
＊カテナ ブドウ畑

◆ ソーヴィニヨン・ブラン ◆
涼しい産地で作られるものには、いわゆる『ピーマン香』といわれる『青草、グリーン・
ペッパー、ハーブ』のような香りがあり、これが最大の特徴。この香りはボルドー大学
のドゥブルデュー教授らの研究によると、『メトキシピラジン』という物質で、カベルネ・
ソーヴィニヨンやフランにも確認されている。暖かい気候ではトロピカルフルーツのよ
うな香りとなるが、シャルドネと比べると繊細な風味となる。

◆ ゲヴュルツトラミナー ◆
バラやジャスミンの花を思わせる甘く濃密な香り、エキゾチックな、
ひとことで言うと強い「ライチー」の香りを持つ。似たような香りを
持つ葡萄品種にミュスカがあるが、ゲヴュルツのほうがより濃厚
でスパイシーである。

●ドップ オ ムーラン ゲヴュルツトラミネール2005
DLDMA05

●トゥーレーヌ ソーヴィニヨン2006
ドメーヌ ミショー

アルザスの名門、ドップ オ
ムーランが作るゲヴュルツトラ
ミネール種からのワイン。ライ
チや濃密なバラの花の香りを
思わせる、典型的な品種の特
徴を持っている。

GLMCB06

ロワール河中流域、トゥーレーヌ地区産の
白ワイン。ソーヴィニヨン・ブラン100％から
作られ、レモンや青りんご、青いピーマンを
思わせる特有のハーブ香を持つ。

＊ソーヴィニヨン・ブラン種

＊ゲヴュルツトラミナー種

■Tasting Report Date 20 Jun. 2007

企07
7月

2007年7月

製品コード

ワインアドヴァイザー2次試験 試飲対策用ワイン 特集

ワイン名

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ

色

アペラシオン

容量

梱包

参考価格

YLCTC03

ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝｶﾃﾅ

2003

赤

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

750ML

12

3,540

ULSJC03

ﾒﾙﾛ ｿﾉﾏ ｶｳﾝﾃｨ- ｼｬﾄ- ｾﾝﾄ ｼﾞ-ﾝ

2003

赤

ｿﾉﾏ

750ML

12

4,740

BLBR05

ﾎﾞ-ﾇ ﾃﾞｭ ｼｬﾄ- ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ(ﾄﾞﾒ-ﾇ)

2005

赤

ﾎﾞｰﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ

750ML

12

5,300

VLKNC03

ｼﾗ-ｽﾞ ｶﾄﾇｯｸ

2003

赤

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

750ML

12

3,560

WFLC06

ｼｬﾌﾞﾘｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ（ﾒｿﾞﾝ）

2006

白

ｼﾔﾌﾞﾘ

750ML

12

2,440

YLCTH05

ｼｬﾙﾄﾞﾈｶﾃﾅ

2005

白

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

750ML

12

3,540

GLMCB06

ﾄｩﾚ-ﾇ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝﾄﾞﾒ-ﾇ ﾐｼｮ-

2006

白

ﾛﾜｰﾙ

750ML

6

2,150

QLRWH06

ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾊﾙﾌﾟﾄﾛｯｹﾝﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ

2006

白

ﾗｲﾝｶﾞｳ

750ML

12

3,200

DLDMA05

ｹﾞｳﾞｭﾙﾂﾄﾗﾐﾈ-ﾙﾄﾞｯﾌﾟ ｵ ﾑ-ﾗﾝ

2005

白

ｱﾙｻﾞｽ

750ML

12

2,840

＊参考価格はすべて税抜きです

