高貴な葡萄品種リースリングの世界
“リースリング”この名前を聞いて、多くの日本の消費者は、甘酸っぱくてボディの弱い白ワインを思い浮かべるだろう。しかし、世界的には“リースリング”は、シャルドネと並ぶ最高級の白
ワインを産みだす葡萄とされている。しかも、オーク樽の力を借りることなく。今回は、そうした“リースリング”の世界を探ってみよう。

DRY

【ドップ オ ムーラン】
リースリング2006

DLDMB06

DRY

RLNKH04

リクヴィール村で、17世紀からの
ワイン作りで知られるドップ オ
ムーラン社からのリースリング。
輝きのある淡い麦わら色、いきい
きとしたシトラス系果実の風味と
ほどよいバランスの良さを特長と
した、いかにもリースリングらしい
チャーミングなワインに仕上がっ
ている。
＊当主のドップ家

【ドメーヌ ヴァインバック】
リースリング グラン・クリュ シュロスベルク2006
DRY

DLWBK06

1998年からビオディナミを取り入れ、2005年には所有す
る全ての畑で、ビオディナミを採用している。
シュロスベルクは1975年のアルザス地区格付け制度発
足の時に最初にグラン・クリュに認定された畑で、ドメーヌ
とその所有するクロ デ キャプサン（890年の歴史書にも
記載されている由緒ある区画）も、このシュロスベルクの
丘の麓に位置している。
シュロスベルクはリースリングに適したやせた砂質の土壌
をしており、ヴァインバックは8haを所有。このワインは標
高の高い急な斜面上部で栽培されたリースリング種から
のもの。これまで何度もヴァインバックのワインを試飲し
てきたが、それらのワインは華やかでエレガントな気品を
感じさせるものであったが、このワインはそうした期待を
裏切り、非常にスパイシーな香りとしっかりミネラル感に
あふれた、力強く男性的なスタイルを持ったもので、新し
いヴァインバックの境地を切り開くものとなっていた。

＊コレット夫人。左カトリーヌ（ドメーヌ運営全
般担当）、右ローランス（栽培・醸造担当）

【ニコライホーフ】 シュタイナー
フント リースリング レゼルブ2004

＊シュロスベルク畑

当主のニコラウス サース氏が息子と共に栽
培・醸造を手がけ、サース夫人が輸出・啓蒙
活動を行う家族経営の醸造所である。同家の
ビオディナミ農法への取り組みは1971年から
と早く、1992年には所有する22haの全てが
demeterの認証を受けるなど、ビオディナミ農
法の先駆者でもある。
シュタイナー フントは、ヴァッハウではなく隣
のクレムスタール地区の畑だが、マウテルン
に近いためニコライホーフ家が所有しているも
の。風化した原生岩の土壌と寒暖の差が激し
い気候のおかげで、オーストリア最上のリース
リングを生み出している。シトラス系の穏やか
な酸味と、強靭なほどに高いミネラル感を持ち、
ピュアな印象を持ったワインである。喉越しも
良く長い余韻を持っている。

【ケッセルシュタット伯爵家】
ピースポーター ゴールドトレップフェン
リースリング シュペートレーゼ2004
QLKSS04

600年以上の歴史を持つ醸造所で、1983年にアネグ
レット レー・ガートナー女史が父親から相続。1999
年にルーヴァー渓谷のマリーエンライ城に本社と醸
造所を移し、リースリング種から各地区の特性がい
かされたワイン作りを行っている。
このワインは中部モーゼル地区ピースポート村の「黄
金の雫」＝ゴールドトレップヒェンという名前の畑から
のワイン。非常に急な斜面に広がる表土が灰色の風
化したスレート質土壌の、水はけがよい土地で、リー
スリングにとって理想的ともいえる自然環境を持って
いる。溌剌とした鮮やかなシトラス系果実の風味と、
しっかりした酸味とたっぷりしたミネラル感を持ち、ス
レート土壌で生育した葡萄に共通する強いペトロー
ルの風味を備えている。

【クロスター・エーバーバッハ 】
リースリング クラシック2005

DRY
【ペンフォールド】
B51イーデン・ヴァレー リースリング2006
VLPFM06

1990年代初頭からペンフォールド社でス
タートした、白ワイン開発プログラムの一環
で作られたワインのひとつで、初ヴィンテー
ジは1999年。南オーストラリア州の標高が
高く冷涼な気候のイーデン・ヴァレーから収
穫されたリースリング100％から作られ、発
酵を終えた直後に瓶詰されたもの。ライムな
どの柑橘系果実の風味をもち、口に含むとト
ロピカル・フルーツやゴールデン・デリシャス
のリンゴを思わせるヴォリューム感の高い味
わいを持っている。2年に亘る瓶熟の影響で、
いかにもリースリングらしい、ペトロールの
香り（石油のような香り）も出始めており、
オーストラリア・リースリングの実力を示す逸
品となっている。

SWEET

DRY
QLKEC05

エーバーバッハ修道院が、所有するいくつかの畑の葡
萄から作られた醸造所名ワインで、“クラシック”に認定
されたもの。“クラシック”とは、2000年から作るのが認
可された、ドイツの13の栽培地域の伝統的な葡萄品
種から作られた辛口タイプのワインで、食事との相性
を重視して作られたもの。品質的にはQ.m.P.に相当
する。
2005年産のこのワインは、中くらいの濃さを持った麦
わら色をしており、最初に青いリンゴ、続いてレモンな
どの柑橘系果実の香りが立ってくる。白い花のニュア
ンスもあり、レモンバームなどの乾燥させたハーブなど
の風味も心地よい。ほど良いミネラル感と酸味を備え
た食事とあわせやすい辛口白ワインである。
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高貴な葡萄品種リースリングの世界
【ロバート ヴァイル醸造所】
【ヨハン ヨゼフ プリュム家】
グラーハー ヒンメルライヒ リースリング
アウスレーゼ ゴールドキャップ2005

SWEET

QLJGG05

12世紀には名前が登場する名門プリュム家
の中でも、最も評判が高いのが、本家筋に当
たるヨハン ヨゼフ プリュム家。中部モーゼル
地区のヴェーレン村に位置しており、同家の
ワインは熟成に長い時間を要することで知ら
れている。
このワインはヴェーレン村の対岸の急斜面に
位置するグラーハー ヒンメルライヒ＝「天の
王国」畑で収穫された糖度の高い葡萄から作
られたワインで、未だ若々しく溌剌としたレモ
ンやライムなどの果実の風味にあふれ、ス
レート質土壌に強く表れるペトロールの風味を
持ち、アカシアの蜂蜜を思わせる豊かな甘味
を持った、これからの熟成が楽しみなワインに
仕上がっている。

【エゴン ミュラー家】
シャルツホーフベルガー リースリング
アウスレーゼ1997
DMMB09

1988年に第4代当主ヴィルヘルム ヴァイル氏がこの醸造所を継いで以来、「ゴーミヨ ドイツワインガイド」、などの
各種評価誌での高評価の獲得、ロバート パーカーが「The World Greatest Wine Estates」で世界の偉大なワイ
ナリーのひとつに選出する、など賞賛の声が尽きない。今回は2006ヴィンテージを主体に試飲し、その魅力を探る
こととした。
近年の温暖化現象は、ドイツのワイン作りにも大きな影響を与えている。1885年からのガイゼンハイム大学の観測
によると、2006年は過去最高の気温を記録し、葡萄は早く理想的な成熟をしているが、反面、葡萄の生育期間を通
じて気候は激しい変化をみせ、葡萄栽培家達に葡萄の生育に絶えず注意を払うことを強いた。結果として、2006年
のロバート ヴァイルでは10月中旬に収穫を開始し、素晴らしい品質のワインを産みだすことに成功した。
ロバート ヴァイルのワインは、透明感のある美しい酸味と大地からのミネラル感とのバランスの良さ、そしてリース
リング種のピュアでみずみずしい果実味が素直に表現されていることに特徴がある。今回試飲した、醸造所名ワイ
ンとグレーフェンベルクのワインの中から、特に印象に残ったものを紹介しておこう。
＊グレーフェンベルク畑

ハルプトロッケン2006

DRY

カルタワイン2006

ほんの僅かに緑をおびた麦わら色、ライムやグレープフ
ルーツなどのシトラス系の香りを主とした繊細な果実の風味
に可憐な白い花を思わせるニュアンスがあり、バランスのよ
いエレガントなワインに仕上がっている。甘さが控えられて
いる分、通常のQ.b.A.よりも、ヴァイルの良さが素直に表現
されている。
SWEET

モーゼル地方ザール地区で世界最高峰のリー
スリングを産みだす生産者がエゴン ミュラー家
で、1797年からシャルツホーフベルクの最良部
分を8ha所有している。同家がシャルツホーフ
ベルガーの名前で瓶詰するのはカビネット以上
のクラスだけとなっている。10年以上の長い熟
成に由来する濃く深い黄金色をしており、口に
含むとたっぷりしたミネラルを感じる。このワイ
ンが持つ香りの広がりとニュアンスの複雑さは
例えようのないほどに深い。

カビネット ハルプトロッケン2001

＊当主のエゴン・ミュラー氏

DRY

QLRGG06

SWEET

よく熟したヴァイルのリースリングを試したくて抜栓したワイ
ン。色は2006年とそれほどの差は無いが、驚かされたのは
見事に熟成された複雑な香り。穏やかに熟成した果実香を
ベースに、ペトロールや、ハーブ、紅茶、ドライフルーツ、更
にはトウモロコシやアズキを茹でたような、瓶熟に由来する
複雑な香りが大きく広がり、その魅力的な風味にうっとりさ
せられる。全体の印象は力強くしっかりした味わいで、熟成
したリースリングの美味しさをたっぷり味わうことができる。
QLRGS06

QLRWC06

同じく若くフレッシュな色をしているが、ハルプトロッケンより
も凝縮度が高く、しっかりしたミネラル感にあふれている。力
強く構成力の高いボディを持ち、男性的なワインとなってお
り、今でも充分に美味しいが、出来ればあと1〜2年の熟成
を待ちたい。
＊カルタワインのマーク

DLGC82

シュペートレーゼ2006

＊シャルツホーフベルク畑

QLRWH06

SWEET

他の醸造所ではアウスレーゼ・クラスの高い糖度の葡萄から
作られたシュペートレーゼ。シトラス系だけでなく、白桃などを
思わせる甘い果実香を持っている。口に含むとねっとりとまと
わりつくような感じがあり「吐き出さずに飲み込んでしまいた
い」というほどの魔性に富んだ味わい。しかし、アフターに透
明感のある爽やかな酸味とミネラルを感じるため、いやな後
味を残さない。素晴らしい！美味しい！！

DRY
“エアステス・ゲヴェックス”は、VDPラインガウ（VDPは、
優良ワインの生産者団体）が、30年に亘る畑の気候
データなどをもとに認定した伝統的な最高の畑から作
られ、最低収穫量、栽培・収穫方法、シュペートレー
ゼ・クラス以上の糖度、などの規定とVDPの試飲検査
に合格した辛口ワインで、通常よりも背の高い瓶に詰
められ、ラベルには“erstes gewächs”の表示とともに
“カルタワイン”と同じロマネスク様式の二重アーチをシ
ンボル化したマークが記載されているもの。
ロバート ヴァイルのエアステス・ゲヴェックスは、シュ
ペートレーゼ〜アウスレーゼクラスの熟度に熟した葡
萄を発酵させ、ラインガウ独特の1,200ℓの楕円形大樽
で約3ヶ月間熟成させたもの。非常に引き締まったボ
ディの中にミネラルをたっぷり持ち、カリンのようなピュ
アな酸味とたくましくヴォリューム感を持ったもので、ま
さに長熟タイプのワインとなっている。
＊アーチのマーク
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高貴な葡萄品種リースリングの世界 特集

ワイン名

Vintage

ＡＯＣ

色

容量

参考価格

DLDMB06

ﾄﾞｯﾌﾟ ｵ ﾑ-ﾗﾝ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞﾄﾞｯﾌﾟ ｵ ﾑ-ﾗﾝ

2006

ｱﾙｻﾞｽ

白

750ML

2,470

DLWBK06

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ｼｭﾛｽﾍﾞﾙｸﾄﾞﾒ-ﾇ ｳﾞｧｲﾝﾊﾞｯｸ

2006

ｱﾙｻﾞｽ

白

750ML

6,600

DMWBK06

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ｼｭﾛｽﾍﾞﾙｸﾄﾞﾒ-ﾇ ｳﾞｧｲﾝﾊﾞｯｸ

2006

ｱﾙｻﾞｽ

白

375ML

4,200

RLNKH04

ｼｭﾀｲﾅ- ﾌﾝﾄ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾚｾﾞﾙﾌﾞﾆｺﾗｲﾎ-ﾌ

2004

ｵｰｽﾄﾘｱ

白

750ML

8,900

VLPFM06

ﾍﾟﾝﾌｫ-ﾙﾄﾞﾘ-ｽﾘﾝｸﾞBIN51ｲ-ﾃﾞﾝｳﾞｧﾚ-

2006

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

白

750ML

4,200

QLKSS04

ﾋﾟ-ｽﾎﾟ-ﾀ- ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾄﾚｯﾌﾟﾌｪﾝ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｼｭﾍﾟﾄﾚ-ｾﾞｹｯｾﾙｼｭﾀｯﾄ

2004

ﾓｰｾﾞﾙ

白

750ML

4,180

DMMB70

ﾋﾟ-ｽﾎﾟ-ﾀ- ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾄﾚｯﾌﾟﾌｪﾝ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｼｭﾍﾟﾄﾚ-ｾﾞｹｯｾﾙｼｭﾀｯﾄ

2003

ﾓｰｾﾞﾙ

白

375ML

2,440

QLKEC05

ｸﾛｽﾀ- ｴ-ﾊﾞ-ﾊﾞｯﾊ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｸﾗｼｯｸ ｸﾛｽﾀ- ｴ-ﾊﾞ-ﾊﾞｯﾊ

2005

ﾗｲﾝｶﾞｳ

白

750ML

2,550

QLJGG05

ｸﾞﾗ-ﾊ- ﾋﾝﾒﾙﾗｲﾋ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｱｳｽﾚ-ｾﾞ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ｷｬｯﾌﾟﾖﾊﾝ ﾖｾﾞﾌ ﾌﾟﾘｭﾑ

2005

ﾓｰｾﾞﾙ

白

750ML

11,600

DMMB09

ｼｬﾙﾂﾎ-ﾌﾍﾞﾙｶﾞ- ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｱｳｽﾚ-ｾﾞｴｺﾞﾝ ﾐｭﾗ-

1997

ﾓｰｾﾞﾙ

白

375ML

12,800

QMEMA05

ｼｬﾙﾂﾎ-ﾌﾍﾞﾙｶﾞ- ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｱｳｽﾚ-ｾﾞｴｺﾞﾝ ﾐｭﾗ-

2005

ﾓｰｾﾞﾙ

白

375ML

15,000

DLMB91

ｼｬﾙﾂﾎ-ﾌﾍﾞﾙｶﾞ- ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｱｳｽﾚ-ｾﾞｴｺﾞﾝ ﾐｭﾗ-

2004

ﾓｰｾﾞﾙ

白

750ML

27,500

QLEMA06

ｼｬﾙﾂﾎ-ﾌﾍﾞﾙｶﾞ- ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｱｳｽﾚ-ｾﾞｴｺﾞﾝ ﾐｭﾗ-

2006

ﾓｰｾﾞﾙ

白

750ML

32,000

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

ﾗｲﾝｶﾞｳ

白

750ML

3,450

QLRWC06

ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｶﾙﾀﾜｲﾝ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ

2006

ﾗｲﾝｶﾞｳ

白

750ML

4,250

ｷ-ﾄﾘｯﾋｬ- ｸﾞﾚ-ﾌｪﾝﾍﾞﾙｸ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｶﾋﾞﾈｯﾄ ﾊﾙﾌﾟﾄﾛｯｹﾝﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ

2001

ﾗｲﾝｶﾞｳ

白

750ML

4,850

QLRGS06

ｷ-ﾄﾘｯﾋｬ- ｸﾞﾚ-ﾌｪﾝﾍﾞﾙｸ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｼｭﾍﾟﾄﾚ-ｾﾞ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ

2006

ﾗｲﾝｶﾞｳ

白

750ML

9,600

QLRGG06

ｷ-ﾄﾘｯﾋｬ- ｸﾞﾚ-ﾌｪﾝﾍﾞﾙｸ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｴｱｽﾃｽｹﾞｳﾞｪｯｸｽ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ

2006

ﾗｲﾝｶﾞｳ

白

750ML

9,900

DLGC82

＊参考価格はすべて税抜き価格です。

