
1960年代に起源を持つ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレーを始めとする米国西海岸のプレミアム・ワインも、

より冷涼なソノマ・カウンティから、オレゴン州やワシントン州へと栽培地域を拡大し、葡萄品種もピノ・ノワ
ールやシラーなど、これまでとは異なった展開を見せている。　今回はそうした新しい展開を見せている、
アメリカ西海岸のワインを特集しました。

【 California state 】
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アメリカ西海岸のファインワイン　～カリフォルニア＆オレゴン～

★ハイド　ド　ヴィレーヌ　（HdV）
あのドメーヌ　ド　ラ　ロマネ・コンティの共同経
営者であるオベール　ド　ヴィレーヌ氏と、カリフォ
ルニア、ナパ・ヴァレーのカーネロス地区で「ハ
イド　ヴィンヤード」を所有するラリー　ハイド氏
が2000年から始めた、注目のコラボレーション。
2002年にはブルゴーニュやNZ、カリフォルニア

のソノマ地区などでワイン作りに携わってきたフ
ランス人ステファン　ヴィヴィアーがワイン作り
の責任者として参画、ブルゴーニュ・スタイルの
ワイン作りと カーネロス地区のテロワールとの
融合を目指している。

■デラ　グエラ　シャルドネ　２００６
グレープフルーツのようなフレッシュな果実味にナッツ、ヴァニラ、トーストな
どの複雑な風味を持ったワイン。口に含むと、よく熟した果実に由来する心

地よい甘味を感じ、ミネラルに溢れ、リッチでふくよかなバランスの良い味わ
いを持っている。アメリカのシャルドネというと、リッチだが樽の風味が強い、
くどい風味をもつワインを想像されるが、このワインはエレガントさすら感じ
させるワインで、そのバランスのとれた美味しさには驚かされる。

★

★ボンテッラ　マクナブ　ランチ
カリフォルニア州のメンドシーノ・カウンティ
で30年以上に渡って有機農法（オーガニッ

ク）の歴史を持つボンテッラ　ヴィンヤード。
マクナブ　ランチは有機農法による同社の
葡萄園の中でも、最も優れた場所に位置
し、早くからビオディナミ農法に取り組んで
いた。そして、1996年には、国際的なビオ

ディナミ認証団体であるデメーター（デメテー
ル）からの認証を受けることとなった。

■ボンテッラ　マクナブ　ランチ　２００２
シングル・ヴィンヤード　ワインで、メルロ70％、カベルネ・ソーヴィニヨンとプティ・シラー各
15％から作られ、2年間の樽熟期間と1年の瓶熟期間を経て、2007年春にリリースされたも

の。発売当初は乾燥ハーブや様々なスパイス、ローストしたコーヒーなどの複雑な風味と、
ベリー系果実の鮮やかで濃厚な果実味を持っていたが、1年以上の瓶熟期間によって、全
体として落ち着いた調和をみせ、カカオのニュアンスも生まれ、口当たりも非常に滑らかと

なり、いま、ワインとして最も美味しい時期を迎えている。

WF
est coast
ine WinesWFWF

est coast
ine Wines

★シルクウッド　
シルクウッド　ワインズは、1979年にジョン　

モニック氏によって設立された、シラーとプ
ティ・シラーに特化したユニークなワイナリー。
パートナーのロドニー　ベアード氏が所有す
るサンフランシスコ郊外のシルクウッド　ヴィ
ンヤードか らの 葡萄を使用し、設立当初か
ら高い品質 が認められ、ホワイトハ ウスの
晩餐会などで何度も供されている。

■シルクウッド　シラー2004
シルクウッドを代表するワインで、紫と黒い色をおびたルビーの色調をしており、
スモーキーで、甘いジャムのような果実香を特長としている。口に含むと、黒糖
を思わせる濃厚さを持っており、甘いタンニンとスパイシーなロースト香を持っ

た、非常にリッチな味わいを持っている。

★

★シャトー　セント　ジーン
カリフォルニア州ソノマ・カウンティのシャトー　
セント　ジーンで、ワイン作りを指揮するのは、
UCデイヴィス校出身の才媛マーゴ　ヴァン　ス

タヴァーン女史。彼女は長く同社でアシスタント・
ワインメーカーを務めたのち、2000年に前任者

スティーヴ　リーダーの
あとを継いでワイン
メーカーとなっている。

■ソノマ・カウンティ　メルロ　２００５
少しアンバーな印象を受ける穏やかな色合いを持ち、ベリー系果実
の風味も穏やかで、樽からのニュアンスを持っている。アフターテイ
ストに少しチョコレートを思わせる穏やかな甘味を持ち、優しく落ち

着きのあるバランスのとれた美味しい味わいとなっている。

★



★ウイリアムズ　セリエム
ソノマ・カウンティに住んでいたエド　セリエムとバート　ウイリアムズの2人の幼なじみが
1979年に始めたワイナリー。それから10年ほどの間に同社は世界的に「カルト」ワイン
としての評価を受けることとなった。1988年には、チーフ・ワインメーカーとしてボブ　カブ

ラルが招聘され、その品質はますます磨きがかかることとなる。
ブルゴーニュの伝統的な手法から作られるピノ・ノワールは醸造から瓶詰までの過程は
全てグラヴィティ・システム（自然の重力のみを採用し、葡萄に余分なストレスをかけない）
が採用されており、熟成にはフレンチオークの樽が用いられている。
今回、最も衝撃的な試飲体験となったもので、ソノマ・カウンティからクラスが上がっても、
全てのワインが同じ方向を示しており、エリアが狭まるとともにその凝縮感が高まってく
る。実は、この試飲のあとで、評価の高いブルゴーニュのドメーヌが作る1級のピノ・ノワー

ルを試飲したが、それをも上回るバランスの良さとピュアな凝縮感を持っており、いまさら
ながらその実力を認識させられたワイナリーである。
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■ウエストサイド・ロード　ネイバーズ　
ピノ・ノワール　２００５

ロシアンリヴァー・ヴァレーで、ウイリアムズ　セリエムが契約
を結ぶ優れた葡萄栽培家達からの葡萄だけを厳選して作ら

れたワイン。濃く深い色をしており、フランボワーズのコンポー
トのような風味と、ミントを思わせる複雑さ、濃厚で緻密な口
当たりを持っている。長い余韻があり現在でも美味しいが、こ

れからの熟成も楽しみなワイン。 ★

■ソノマ・コースト　
ピノ・ノワール　２００５

中庸の濃さをもった暗い美しいルビー色、
フレッシュなイチゴやサクランボを思わせ
るピュアな果実味を持ち、繊細な口当たり

と優しくエレガントな味わいを持った、しみ
じみと美味しさが伝わるワイン。

■ロシアンリヴァー・ヴァレー

ピノ・ノワール　２００５
ソノマ・コーストよりも深く濃い色をしており、香り、
味わい共に凝縮感に勝っており、高い凝縮感に

由来する甘さが心地よい。美しくほど良い酸味
を持っており、エレガントで飲み飽きのしない魅
力にあふれたワインとなっている。

本家ブル
ゴーニュ

をも凌駕
する、

カリフォ
ルニア『

カルト・
ピノ』の実

力

【 Oregon state 】

■レゾナンス・ヴィンヤード　
　ピノ・ノワール　２００５
レゾナンス・ヴィンヤードはオレゴン州のウィラメット・ヴァレーにあり、同州でも最上のピノ・ノワール
を産み出す畑のひとつとして知られている。demeterからビオディナミの認証を受けた畑からのワイ
ンで、幾分濃い目の深い色合いを持ったルビー色をしており、アメリカンチェリーのキャンディを思

わせる果実の風味にリコリスや各種のスパイス、紅茶などの複雑なニュアンスと、ビオディナミから
のワインに特徴的な、非常に滑らかな喉ごしを特長としている。

★シナン　

シナンはオレゴン州ヤムヒル・カウンティのニューバーグに位置
する小さなワイナリー。ワイン・メーカーのピーター　ロスバック
氏は非常に凝縮した密度の高いワインを作ることで知られてお
り、その手腕はオレゴン、ワシントンの両州でも定評のあるもの。

★★

★アンドリュー　リッチ　
ワインメーカー兼オーナーである、アンドリュー　リッチ氏は、ニューヨークで
雑誌記者をしていたが、ワインへの夢を捨てきれず、ブルゴーニュのワイン
スクールに入学し、本格的に醸造学を学ぶ。そこでローヌ品種（シラー種）
に魅せられ、帰国後はローヌ品種の作り手として有名だったカリフォルニア
州サンタクルーズのボーニーデューン・ワイナリーで6年間ワイン作りに従
事。その後1994年にオレゴン州に渡り、自分自身のワインを作り始める。
1999年には理想とするシラーにめぐりあう。更にはオレゴン州のピノ・ノワー
ルもレパートリーに加え、現在では様々な品種からのワイン5,000ケース余

りを世に送り出している。

■コロンビア・ヴァレー　シラー　２００４
彼の作るシラーは、アメリカの多くのワインのように甘いテイストが

主体となったものではない。コロンビア・ヴァレー　シラーは、黒い
ほどに濃いルビー色をしており、黒いスパイスを思わせる風味と、
こなれたタンニンや引き締まった酸味を持ち、樽香もほど良く、複雑

で長い余韻を持ったもの。

■コロンビア・ヴァレー　
　シラー　リザーブ　２００２
シラー　リザーブは黒いスパイスや乾燥さ
せたハーブの特長をはっきり持ち、口に含

むとブルーベリーやブラックベリーの果実
香と、樽に由来するヴァニラなどの香りを
持つが、未だ完全には一体化しておらず、

これからの瓶熟が楽しみなワインに仕上がっ
ている。よく熟したタンニンも心地よく、余韻
も非常に長い。



製品コード ワイン名 生産者 ヴィンテージ 地域 色 容量 参考価格

● ULHGC06 ﾃﾞ ﾗ ｸﾞｪﾗ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾊｲﾄﾞ ﾄﾞ ｳﾞｨﾚ-ﾇ 2006 ﾅﾊﾟ 白 750ML 5,900

ULDBC06 ﾊｲﾝﾂﾗﾝﾁ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾀﾞｯﾁ ﾋﾞﾙ ｸﾘ-ｸ 2006 ｿﾉﾏ 白 750ML 6,200

ULPAW05 ｳｨﾗﾒｯﾄｳﾞｧﾚ-ﾋﾟﾉﾉﾜ-ﾙ ﾍﾟﾅ- ｱｯｼｭ ﾜｲﾝｾﾗ-ｽﾞ 2005 ｵﾚｺﾞﾝ 赤 750ML 8,800

ULVCG05 ｹﾞ-ﾘ-ｽﾞ ｳﾞｨﾝﾔ-ﾄﾞ ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ ｳﾞｨｼﾞｮﾝ ｾﾗ-ｽﾞ 2005 ｾﾝﾄﾗﾙ/ﾉ-ｽ ｺ-ｽﾄ 赤 750ML 9,500

ULVCR05 ﾛｾﾞﾗｽ ｳﾞｨﾝﾔ-ﾄﾞ ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ ｳﾞｨｼﾞｮﾝ ｾﾗ-ｽﾞ 2005 ｾﾝﾄﾗﾙ/ﾉ-ｽ ｺ-ｽﾄ 赤 750ML 9,500

● ULSNB05 ﾋﾟﾉﾉﾜ-ﾙ ﾚｿﾞﾅﾝｽ ｳﾞｨﾝﾔ-ﾄﾞ ｼﾅﾝ 2005 ｵﾚｺﾞﾝ 赤 750ML 10,300

ULDHP06 ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾊｲﾝﾂ ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ ﾀﾞｯﾁ ﾋﾞﾙ ｸﾘ-ｸ 2006 ｿﾉﾏ 赤 750ML 11,300

● ULWSM05 ｿﾉﾏ ｺ-ｽﾄ ﾋﾟﾉﾉﾜ-ﾙ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｾﾘｴﾑ 2005 ｿﾉﾏ 赤 750ML 15,000

● ULWSX05 ﾛｼｱﾝﾘｳﾞｧ-ｳﾞｧﾚ- ﾋﾟﾉﾉﾜ-ﾙ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｾﾘｴﾑ 2005 ｿﾉﾏ 赤 750ML 16,100

● ULWSJ06 ｳｪｽﾄｻｲﾄﾞﾛ-ﾄﾞ ﾈｲﾊﾞ-ｽﾞ ﾋﾟﾉﾉﾜ-ﾙ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｾﾘｴﾑ 2006 ｿﾉﾏ 赤 750ML 22,500

● ULSWS04 ｼﾗ- ｼﾙｸｳｯﾄﾞ 2004 ｾﾝﾄﾗﾙ ｳﾞｧﾚ- 赤 750ML 5,500

● ULARS04 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- ｼﾗ- ｱﾝﾄﾞﾘｭ- ﾘｯﾁ 2004 ｵﾚｺﾞﾝ 赤 750ML 4,060

● ULARR02 ｼﾗ-ﾘｻﾞ-ﾌﾞ ｱﾝﾄﾞﾘｭ- ﾘｯﾁ 2002 ｵﾚｺﾞﾝ 赤 750ML 8,200

● ULSJC05 ﾒﾙﾛ ｿﾉﾏ ｶｳﾝﾃｨ- ｼｬﾄ- ｾﾝﾄ ｼﾞ-ﾝ 2005 ｿﾉﾏ 赤 750ML 5,000

ULSPS03 ｽﾋﾟ-ﾃﾞｨ-ｸﾘ-ｸ ｳﾞｨﾝﾔ-ﾄﾞ ｶﾍﾞﾙﾈ ｽﾄﾗｲｶ- ｿﾉﾏ 2003 ｿﾉﾏ 赤 750ML 8,200

● ULFBT02 ﾏｸﾅﾌﾞ ﾗﾝﾁ ﾎﾞﾝﾃｯﾗ 2002 ﾒﾝﾄﾞｼ-ﾉ 赤 750ML 6,800

ULSJZ02 ｻﾝｸ ｾﾊﾟ-ｼﾞｭ ｼｬﾄ- ｾﾝﾄ ｼﾞ-ﾝ 2002 ｿﾉﾏ 赤 750ML 9,700

ULHVB04 ﾍﾞﾙ ｸｼﾞ-ﾇ ﾊｲﾄﾞ ﾄﾞ ｳﾞｨﾚ-ﾇ 2004 ﾅﾊﾟ 赤 750ML 11,500

＊価格はすべて税別参考価格です

＊「●」印のあるものは、別紙にテイスティングコメントをけいさいしております
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