
“ビオ”といっても、いわゆるビオロジックとビオディナミの2つの手法がある。ビオロジック（オーガニッ
ク）は、基本的に化学肥料や農薬などを使わず、本来あるべき姿での農法を目指すタイプである。
ビオディナミは1924年に人智学者のオーストリア人、ルドルフ シュタイナーが提唱した理論を発展
させてきた農法で、圃場をひとつの世界と捕らえて宇宙のエネルギーを農法に活かそうというもの。
“自然派”として、この2つをひとまとめにする人達も居るようだが、こうした人達は多くの場合、単に
農業形態だけでなく、醸造に関してもSO2の使用を問題にする人達が多いようだ。

ドメーヌ ヴァインバックは、1612年にア
ルザス地方カイゼルベルグ地区にキャ
プサン派の修道僧たちによって創立さ
れたもの。その名は現存する「ワインの
小川（Back）」に由来している。1898年
にはファーレル家の所有となり、二代目
に当たるアルザスＡＯＣの認可に力を尽
くした名手テオ ファーレル氏に引き継
がれた。彼の亡き後、1979年からはコ
レット未亡人と2人の娘達が運営してい
る。現在は長女カトリーヌが運営全般を、
次女ローランスが栽培・醸造を担当して
いる。

1998年から一部ビオディナミ農法を導
入し、2005年度からは全面的に実施、
除草剤や化学肥料は一切使用せず、
自然酵母を用いて1500～6000ℓの使い
古された大樽で発酵させ、瓶詰めもビ
オディナミの暦に従って行われている。

オーストリア・ドナウ河流域の
ヴァッハウ地区の醸造所、ワイナ
リーのシンボルとなっている聖ニ
コライ修道院は、985年に建造さ
れたもので、1894年にサース家
の所有となり、現在に至っている。
オーストリアは、ビオディナミ農法
の創始者ルドルフ シュタイナー
の生まれた国。その為かビオ
ディナミへの取り組みは早く、
1971年にはこの農法を始め、
1989年にはオーストリア ビオ
ディナミ協会に承認され、1992
年には「デメテール」からの承認
を受けている。

ブルゴーニュ地方マコネー地区、
ヴェルジッソンの断崖の麓に位
置するドメーヌで、1978年に現
当主のロジェ ソメーズが設立し、
1982年にクリスティーヌ ソメーズ
と結婚して、名前をドメーヌ ソ
メーズ・ミシュランとしたもの。
2005年に、お気に入りのクロ
シュール ラ ロシュの畑（写真）
でビオディナミを導入し、2006年
にはロンシュヴァやサン・ヴェラ
ンに拡大、2007年には全ての畑
をビオディナミとした。

クレ ド セランは、ロワール河右岸
のサヴァニエール地区にシトー派教
団の修道僧達によって12世紀に開
拓された由緒ある畑。以来800年以
上に渡って葡萄栽培が行われ、そ
の歴史の中で、ルイ11世やルイ14
世が訪れたという話が残っているほ
ど。1962年には現在のジョリー家が
所有。現当主のニコラ ジョリー氏は、
1945年生まれ、長くニューヨークな
どで銀行業に携わっていたが、
1976年に母が運営していたワイナ
リーに戻る。当初は一般的な農薬な
どを用いた葡萄栽培を行っていた
が、「ビオディナミ」農法に目覚め、
1980年から部分的に、1984年から
は全面的に導入することとなる。「美
味しいワインである前に、その土地
固有の繊細さを表現した本物のワイ
ンでなくてはならない」というAOC法
の原点への回帰を提唱し、「ビオ
ディナミの伝道師」とも呼ばれている。

シルヴァネールシルヴァネール レゼルヴレゼルヴ20072007
ドメーヌドメーヌ ヴァインバックヴァインバック
ドメーヌのある「クロ デ キャプサン」の畑で
栽培されたもので、淡く輝きのある美しい色合
いを持ち、フレッシュで透明感のあるアロマと、
まったくの辛口ながらも柑橘系の果実や青リ
ンゴを思わせる美しい酸味をもち、花のような
フレーバーを特長としている。非常に滑らかな
口当たりをしているが、男性的な力強さをも
持っている。

シュタイナーシュタイナー フントフント
リースリングリースリング レゼルブレゼルブ20052005
ニコライホーフ醸造所ニコライホーフ醸造所
シュタイナー フント畑は、醸造所のあるヴァッハ
ウ地区ではなく、隣のクレムスタール地区にある
畑、痩せた原生岩土壌の50度近い急斜面の畑

で、同醸造所を代表する畑となっている。淡い輝
きのある美しい色を持ち、リースリング種の気高
く透明感のあるミネラルと、桃や白い花を思わせ
るアロマを特長とした高貴なワインと
なっている。

プーイィプーイィ フュイッセフュイッセ
クロクロ シュールシュール ララ ロシュロシュ20072007
ドメーヌドメーヌ ソメーズ・ミシュランソメーズ・ミシュラン
中位の濃さを持った若々しい色をしており、どこか
トロピカルフルーツのニュアンスを感じさせる柑橘
系果実のアロマを持つが、そうしたアロマの奥から
ミネラルの塊が顔をのぞかせる。エレガントな中に
も、深みと奥行きを感じさせる魅力的なワインと
なっている。

クロクロ ドド ララ クレクレ ドド セランセラン20052005
ニコラニコラ ジョリージョリー
2005年のクロ ド ラ クレ ド セランは、シュナ
ン・ブラン100%から作られ、幾分熟成を感じさせ

る中位の麦藁色をしており、完熟した洋梨や桃を
思わせる風味や蜂蜜のような濃密さを持ち、口当
たりはリッチで滑らか。シャトー ド ラ ロッシュ・
オ・モワンヌ（ニコラ ジョリー氏の醸造所）で作ら
れる格下のサヴァニエール レ ヴュー クロ
が既に花梨を思わせる熟成した風味を持って
いるのと比べると、まだまだ若々しい風味
を特長としている。当然まだ飲むには
早いが、飲む場合は数時間以上前に
抜栓するか、デカンテングすることが
望ましい。

しかし、SO2の使用の有無は現実に葡萄栽培に携わる生産者達の間では問題にされないことが多
い。いかに持続的、継続的に土地本来の持つワインの姿を追求していくことに、彼らの関心がある
ように思われる。今回、ファインズで取り扱っているいくつかの生産者を取り上げて試飲をしてみた
が、彼らの多くは最低限にSO2を使用していることが多い。こうした観点からも、SO2使用の有無が
本質的でないことは明らかである。

健全な貴腐ブドウと
テントウムシ→

シュタイナーフント
の原生岩←

当主夫妻
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製品コード：DLWBC07
参考上代：3,990円

製品コード：RLNKH05
参考上代：7,500円

製品コード：BLSMG07
参考上代：4,930円

製品コード：GLNJC05
参考上代：11,000円



ボルドー地方、サンテミリオン
地区に近いコート ド カス
ティヨン産のワイン。ラ モン
ドットやシャトー カノン ラ
ガフリエールなどの所有者で
あるステファン フォン ネッ
ペール伯爵が、1990年に取
得したシャトーで、このシャ
トーでワインを作るのは、ビオ
ディナミ農法で知られたステ
ファン ドゥルノンクール氏。

アヴィニョンから南へ25km、人里離れたアルピール山

脈の冷涼な北側斜面に位置するドメーヌ。この辺りは
AOCボー ド プロヴァンスとなる地域であるが、このド
メーヌでは20%以上のカベルネ・ソーヴィニヨンを使って

ワインを作っているため、「ヴァン ド ペイ」へと格下げ
されたワインとなっている。所領は約17haで、赤と白の

ワインを、ビオロジック農法で生産している。赤ワイン用
品種はカベルネ・ソーヴィニヨンとシラーが50％づつが

植えられている。

カステッロ ディ ランポッラは、ト
スカーナ州、キャンティ クラシコ
の生産地域であるパンザーノ渓谷
南部に位置し、1739年以来ディ
ナポリ家の所有となっている。
1975年から、現当主ルカの父に当
たるアルチェオ ディ ナポリ ラン
ポッラが近代的な手法を取り入れ
た葡萄栽培、高蜜植で収量を厳
しく制限した凝縮度の高い葡萄作
りに着手した。彼の死後、1991年
にはルカが後を継ぎ1994年から
はビオディナミを導入している。小
山の頂にある約35haの葡萄畑の
周囲は樹木に囲まれ、葡萄畑に
は自然の草花が咲き乱れ、まさに
地上の楽園ともいうべき自然環境
のなかでランポッラのワイン作りが
行われている。

アメリカでオーガニック（ビオロ
ジック）農法をリードするボン
テッラ・ヴィンヤードが所有する
最高の畑がマクナブ ランチ。
この畑では1996年からビオディ
ナミを導入し、1996年にはビオ
ディナミ農法の認証団体である
「デメテール」の認証を受けて
いる。
この畑で栽培の責任者を努め
ているのは、ＵＣディヴィス校
やコーネル大学で植物学を修
めたディヴィット コバール氏。
「敬意を払って土地に接してい
れば、素晴らしい葡萄を私に
与えてくれる。また、ビオの栽
培をすることで土地の状態が
手に取るようにわかる。その時、
私は初めて農民になることがで
きる」とはコバール氏。

ブルゴーニュ、コート ドール地区のヴォーヌ・
ロマネ村で1858年に設立されたドメーヌだが、
現在このドメーヌでワイン作りの責任者となる
パスカル ラショー氏は先代ロベール アル
ヌー氏（1995年没）の娘婿に当たる。もともと
リュット レゾネ（可能な限り農薬などを用いな
い農法）だったが、次第にビオロジックに移行
しつつある。
彼の作る「ブルゴーニュ ルージュ」には、ド
メーヌ物以外にネゴス物もあるが、こちらはド
メーヌ自身が所有する畑から収穫されたドメー
ヌ物となる。ピノ・ファンはピノ・ノワールの一種
だが、原種に近い小粒で収量の少ない凝縮し
たワインを産み出すもので、DRCのオベール
ド ヴィレーヌ氏をリーダーとしたグループを主
導に植替えが進められているもの。ドメーヌ
ロベール アルヌーではロマネ・サン・ヴィヴァ
ンや、レ スショなどのほか、ブルゴーニュ
ルージュの畑にも植えられている。

ブルゴーニュブルゴーニュ ルージュルージュ
ピノピノ ファンファン20062006
ドメーヌドメーヌ ロベールロベール アルヌーアルヌー
幾分濃い目のルビーからガーネット色を
しており、フランボワーズのジャムを思
わせるアロマとともに、スミレの花の
ニュアンスを持ち、黒胡椒やスパ
イスなどの風味とスモーキーな
ニュアンスを持っている。コク
も豊かで、タンニンも見事に
ワインに溶け込んでおり、
余韻も長く通常のブルゴー
ニュ ルージュとは思え
ない見事なできばえの
ワインとなっている。

シャトーシャトー デギーユデギーユ20052005

メルロ80%、カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・
フラン各10％から作られたこのワインは、紫色を

帯びた非常に濃くて深いルビー色をしており、濃
厚な黒いベリー系果実の風味が強く、強烈に濃
密で確かに見事なワインであることは認められる
が、飲み頃までにはあと数年を要する。

キャンティキャンティ クラシコクラシコ20052005
カステッロカステッロ ディディ ランポッラランポッラ
キャンティ クラシコはランポッラのスタンダード・クラス
となるもので、サンジョヴェーゼ90%、カベルネ・ソー
ヴィニヨン10%を3,000ℓのスロヴェニアオークで12ヶ月

間熟成させたもの。ワインは若干黒味をおびてはいる
が、ほどほどの濃さをもった透明感の高いガーネット
色をしており、ラズベリーのジャムを思わせる果実味
にあふれ、サンジョヴェーゼの特長である鋭い
酸味は影を潜め、凝縮感に富み、優雅さを
感じるほどに旨みを持っている。

ボンテッラボンテッラ マクナブマクナブ ランチランチ20022002
このワインはマクナブ ランチからのシングル・ヴィンヤー
ドワインで、葡萄品種構成はメルロ70%とカベルネ・ソー
ヴィニヨンとフランが各15%。熟成により僅かにレンガ色を

おびた濃いガーネット色をしており・・・このワインは本当に
美味しい。こうしたコメントを書くのすら煩わしく思う
ほどの美味しさにあふれている。黒いベリー系果実
のアロマにあふれ、ブラック・チョコレートのような
凝縮感とコクの豊かさを持ち、見事な熟成の
世界を構築している。このワインが試飲でき
たことはワインの仕事冥利に尽きる。

ドメーヌドメーヌ トレヴァロントレヴァロン
ヴァンヴァン ドド ペイペイ デデ ブーシュブーシュ デュデュ ローヌローヌ20052005
ドメーヌドメーヌ トレヴァロントレヴァロン
2005年産のこのワインは、紫色を帯びた、非常に濃いルビー/ガーネット色

をしており、まだ、若々しい、黒いベリー系果実のアロマを持っており、ヴァニ
ラやスパイスなどの複雑な風味を持っている。しかし、まだ固く引き締まった
風味を全体として持っており、タフで筋肉質であるが、魅力的な素晴らしいポ
テンシャルを持っており、4～5年後には飲み頃を迎えると思われる。

製品コード：BLRAA06 参考上代：4,750円

製品コード：ALQAR05 参考上代：5,700円

製品コード：MLCRC05 参考上代：4,600円 製品コード：ULFBT02 参考上代：6,100円

製品コード：JLTRV05 参考上代：8,600円



製品コード 製品名 Vintage 地域 色 容量 梱包 参考価格

DLWBC07 ｼﾙｳﾞｧﾈ-ﾙ ﾚｾﾞﾙｳﾞﾄﾞﾒ-ﾇ ｳﾞｧｲﾝﾊﾞｯｸ2007 2007 ｱﾙｻﾞｽ 白 750ML 12 3,990

RLNKH05 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2005 2005 ｳﾞｧｯﾊｳ 白 750ML 6 7,500

BLSMG07 ﾌﾟ-ｲｨ ﾌｭｲｯｾ ﾚ ﾛﾝｼｭｳﾞｧﾄﾞﾒ-ﾇ ｿﾒ-ｽﾞ ﾐｼｭﾗﾝ2007 2007 ﾏｺﾈｰ 白 750ML 12 4,930

GLNJC05 ｸﾛ ﾄﾞ ﾗ ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ-2005 2005 ｱﾝｼﾞｭｰ･ｿｰﾐｭｰﾙ 白 750ML 12 11,000

BLRAA06 ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ﾙ-ｼﾞｭ ﾋﾟﾉ ﾌｧﾝﾄﾞﾒ-ﾇ ﾛﾍﾞ-ﾙ ｱﾙﾇ-2006 2006 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 赤 750ML 12 4,750

ALQAR05 ｼｬﾄ- ﾃﾞｷﾞ-ﾕ2005 2005 ｿﾉ他ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 赤 750ML 12 5,700

JLTRV05 ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾄﾚｳﾞｧﾛﾝ VDP ﾃﾞ BDR ｳﾞｧﾝ ﾙ-ｼﾞｭﾄﾞﾒ-ﾇ ﾄﾚｳﾞｧﾛﾝ2005 2005 ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ﾍﾟｲ 赤 750ML 12 8,600

MLCRC05 ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺﾗﾝﾎﾟｯﾗ2005 2005 ﾄｽｶｰﾅ 赤 750ML 6 4,600

ULFBT02 ﾏｸﾅﾌﾞ ﾗﾝﾁﾎﾞﾝﾃｯﾗ2002 2002 ﾒﾝﾄﾞｼｰﾉ 赤 750ML 6 6,100

＊価格はすべて税別価格です

2009年10月　“ビオロジック＆ビオディナミのワイン”特集


