
「

(10/5)が 、オタゴ、マーティンボロ、カンタ

ベリーに植樹された。このクローンは、樹勢が

比較的強く、房は中l.度から大きく、収穫 lit

は ^定していなかった.

|´1970年代の植樹

カリフォルニアの U(:デ イヴィスが選抜した

クローン5(そ もそもの元はシャトー・ド・ポマー

ル)が 植樹のメインとなったぃ旬イ1+日1のため

管理が困難で、タイトな房のためボトリティス

がつきやすいなどの難JI、(があった.オ タゴには

クローン5に 続いて開発されたクローン6が 多

く植えられた(,

13197()年代の独|′1性

エイベル ・クローン (Abcl)として知られる

ニュージーランド独特のクローンが植樹され

た。フランス帰りのラグビー選手が、ガンブー

ツにFi木を隠し入れて違法に持ち帰ったもの

で、DR(3の 畑から切りllkったものとされてい

る。しかし、ニュージーランドの利[関で検閲1'f

のエイベルに押収さオl、エイベルは検1姻後に

自分の畑に植えたという。その後、当時エイ

ベルの力‖で仕事をしていたクライヴ ・ノ`トンが

|′|らの力‖(マーティンボロのアタ ・ランギ)に

植樹した。このクローンは、ディジョン・クロー

ンより樹勢が強く、房も大きめでTlく、成熱す

る時期|が遅めの 「をかけて栽培されたこのク

ローンは、独特のスパイシーな香りのする魅

力的なワインにイli 11がる。

0198()年 代後半から l,90イ11代

剛 質 KRAMER

01

鳳
紺

1980年 代にフランスのレイモンド・ベルナル

ド教授によって選抜された、いわゆるディジョ

ン ・クローン (現在、ENlハ 月Nんヽ国 立葡萄

栽培技術センターに登録されている)が ニュー

ジーランドにも人ってきた。

1988年 |こBI15が 輸入されたのを皮切りに、

3777、 Bl13が マーティンボロ 。ヴィンヤード

に、そして B667、 3114も 続いてワイララパヘ

r」着。これらが1可内に広く行き渡ることになる。

I卜でも66ア、ア7ア|よ″∫が′J さヽく車雄く、 米立も/1さヽく、

粒がまばらにつき (タイトでない)、比較r内早

く成熟する。777は 828、943と ||」様に糖度が

高いことでも知られている。

ニュージーランドのピノ・ノワールについて

「他の新 ||[界も同様だが、クローンの数が少

ないため、オーケストラのような響きにならな

い。より多くのクローンを植えて複雑性を出し

ていけば、 より品質が Lが るはづ
ご
だJと いう意

見が、今|口|のイベント・スピーカーの ‐人、マッ

ト・クレイマーから出た。

クローンの種類については、確かに種丸1が

多いほど、それぞれが持つ特徴が複合して

複雑性が増すようにも感 じる。実際のところ

ENTAVINRAに 登録されているピノ 。ノワー

ルのクローンは現在 45種 類あるようだ。しか

し、そもそもピノ ・ノワールはサンジョヴェー

ゼ同様に変異しやすい占i種として知られてい

る。モンタルチーノのビオンディ・サンティでは、

優良な株を選抜登録して BBS Hと したが、後

継ぎのヤコポ ・ビオンディ・サンティは海サ|:に

近いマレンマの新しいカロにそのクローンを有雌え

「数年後にはモンタルチーノとは異なる個性に

なるだろうJと |ギiっていたことを思い出す。

それを考えれば、ピノ 。ノワールも同様に同

じクローンであっても環境に合わせて変化して

きているはずだ。また、今後も変化し続けて行

くのだろうと考えられる。そうすると、特に病

気への耐性、Lt産型ではないなどのり,t本的な

性質は抑えておく必要があるが、あとは長年の

管理と畑の中での選抜 (マサル・セレクション)

によって、その L地 に合う株を残していくのが

最も有効なように思える。

また 「優良なディジョン ・クローンが植えら

れてからそれほど年月が経っていないので、そ

れらの樹齢が高くなってからが1白i白いだろうJ

という意見の人もいた。本当にディジョン ・ク

ローンが優勢なのだろうか。ある一定以 卜の

樹齢になることで品質が向 上するだろうとは 予

測できる。しかし、例えばセントラル ・オタゴ

の 「リッポンJで は、30年 前に人からriい受

けた苗木を台木もなしに植え、それ以来ずっと

マサル ・セレクションをしているというが、出

来 11がるワインの111キ質は素晴弓しい。

また、別のスピーカーである±1壌学者のエ

マニュエル ・ブルギニオンも |ピノ 。ノワール

はとても不安定な|||,種なので、20イliから30イli

経つとそのJl地にとても適応した株を選択でき

る. きっとここでも|`1じことがいえるだろうJと

語っていた。やはり、いかに||キFlと手をかけ

選抜し続けていくのかが肝要ではないかと考え

るのが‖順当ではないだろうか。

産地別・特に印象に残ったワイン

,l11it\Wairuapa

アタ。ランギ Ata Rangi

1980イドに創 立されたと舗で家族経営のワイ

ナリー。現泊i、末娘で1央活なヘレン・マスター

ズがワインメーカーを務めている。きれいな酸

を備えたバランスのよさについてヘレンの父ク

ライヴ 。ノ`トンに尋ねると 「ここは1朽からの冷

たく乾いた風が入って来る場所で、昼夜の寒

暖丼がとても大きい。樹齢 32年 となったブド

ウが自う)でバランスを1イTI甲してくれているから

特別なことをしているわけではないぃとはいえ

収穫景が低いのが難点だけれどJとの返答だっ

たのエイベル ・クローンの使い手としても知ら

れているが、それはさておき、やはりこの|¬を

イヽ表するピノ ・ノワールの造り手だと改めて感

じ人った。

201()PinOt Noirlは、スパイスやなめし革

ラ%4NDS ジИη 2θf3ィf
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ニュ‐ジ‐ランドビノ●ノワ‐ルの全貌

といった複雑11:θ)ある香り、そして何よリバラ

ンスよくなめらかで、おしつけがましくない凝

縮感が特徴。きめが細やかで弾力があり質感

のあるワインで、後味にフレッシュささえ感じら

れた。

「2010 C�nlson lllnot NoiJは、よリモダンな

造りでたっぷりして光沢のある印象。

クスダKusuda

既にご存知のプリも多いとは思うが、このワ

イナリーは 20()lイドに楠||1浩之が設立したもの。

大学を卒業して就職した後、ドイツのガイゼン

ハイム大学で栽l音醸造学を学んだ。ちょうどそ

の卒業論文をメ:くにあたって協力をしてくれた、

「シューベルトJσ)カイ ・シューベルトがいる

マーティンボロヘ赴くことにしたのだと。

収穫の時期には、|1本から訪れる知人友人

ら20名 弱で、3日 |11かけて手摘みされたブド

ウを一房一房手にlllkりながら良質でない粒を

取り除くのだという。ガイゼンハイムの卒論で

は、ブドウ果汁、その後のワインに存在するア

ミノ酸量を計測し、どのような清澄をすれば各

段階でどのような数値に変化し、どのようなワ

インになるのか、その研究結果をまとめたとい

う。微細なポイントにもllがいき届き 「ワイン

は微生物の作用で造られるものですが、ワイ

ンになったらもう微
′|:物の存在が表に出ては困

るJと いう、楠HIならではの細かな手の入れよ

うを象徴するひとつの作業だといえる。

伝統的なマーティンボロ。テラスとテ・ムナ ・

テラスの環境はとても優れているというが、風

がとても強いため 支柱は本H当太いものを使わ

なければならず、せっかく誘引した枝が強風

タ ジ‰ツ″ノθ ttZNDS

で元の木阿弥になることもある。しかし最も怖

いのは開花後の遅霜。春先の遅霜はヨーロッ

パでもよく聞くが、|1格差の大きいこの産地で

は開花後にも霜が降りることがある。これは、

ディーゼルのガスヒーターを準備していて、人

気 予報である程度 予測を、アてて対処するという。

今回スピーカーとして参加していたティム ・ア

トキン MWや ジャスパー 。モリス MWが た

いそう気に入って質|11攻めにあっていたようだ。

「あと 15年 は造ろうと思う」というけれど、「あ

と 15年 でいいんですかJと 聞かなければなら

ない。彼の1青熱を引き継いでくれる者が出るこ

とを強く願っている。

「2010 P�10t NdrJは 、複雑性を備えた 11占lI

な香りで味わいもとてもなめらか。バランスが

よくタンニンも溶け込んでいる。 「寧な造りを

思わせる、質感が牛、ヤ徴的だ。

シューベルト・ワインSchubert Wines

1998年にドイツのガイゼンハイム大学で栽

培醸造学を修めたカイ ・シューベルトとパート

ナーのマリオン ・デイムリングが始めたワイナ

リー。初めからピノ。ノワールに焦点を置くこ

とを決め、世界各国のワイン産地を検言、lした

後にマーティンボロで畑を購入することに決め

た。理由は 「各産地のワインを本日当飲みました。

でも、例えばカリフォルニアにしてもオーストラ

リアでもそれぞれピンと来るワインは片手に収

まる程度だった。でも、ここはみんなよかった

からJ という。

また、他のどの銘柄にもないシューベルト独

自の香りについて尋ねると 「果実の香りだけが

出るのではなく、キノコやハーブ、肉など複雑

な香りを出したいので、オープン ・トップの槽

で伝統的な造りを続けていますc徐 梗は l()0%

行い、マセレーションは長めで 4週 間～ 6週

間。樽熟成は 16か月から 18か月」っまた、「マ

リオン ・ヴィンヤーズには 3つ のクローンが柏

えられていて、そのうちのエイベル ・クローン

がスパイシーな香りでタンニンはフェミニンだ

からかもしれない」という。ちなみにブロック

Bは ディジョン ・クローン5種 を植えている。

また今年からイ「機栽l占の認定がおりるそうだ。

ビオディナミヘの関心について尋ねると 「ある

ビオディナミで栽培している畑のワイン造りを

手伝っているが、糸|≒果にそれほど大きな違い

はないと思うからビオディナミに変えようとは思

わないJと いう意見だった。

「2010 P�lot Noir Manon's vineyard」は、ヨー

ド香、熟したチェリー、スパイスなどが華やか

に香り出る。llkわいもえ、地よくベルベッティー

な舌触り。バランスがとてもよく、エレガント

な仕上がり。

「2010 Pinot Noir Block 3Jは、こちらもヨー

ド香やなめし革を含めた複雑性に富む香りで、
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壌の力|で樹齢は 29イ:、クTI―ンは UCD5、 6、

けたワイ

個性をll

lく、、a

IR υ)ヽ

りが魅ノ

PallI PiI)(

で樹Fイ)は

は|ソ|じ気

1さltcl、ua

で樹齢は

しっとりとした伝続的なリインをlとtt |ヽ | |させる

なノ)らかな 1触りが|とに,亡、1也よしヽ

7 l> |  Escarpment

造1(を務めていたラリー ・マッケーナが、 左と

ハー トリ

|イ「な喬りで、味わいは西たもきっちリバランスし

ているが全(イくにソフトな 11象

(:hultOn lhc A卜、、、1)i1lot N(、112t)10iは1ラィ

ンテージがよい||、午だけのl11^κ liのキュヴェ

で 2010イliは140ケースのみ`,エレガントで複

|イ「性のある香りがし、 味わいも ll品で西たが′亡、

J也よくとでもなめらか

フロム ・ワイナリー Fromm Winery

1992イ11にスイス||1身υ)ゲオルク ・フロムか

なイ)めたワイナリーで、この1也でのilt一畑ものの

バイオニアともいわれている.‐ll i「類のクロー

ンが111えらイl、J又穫lllはヽ0～ 3Shllhat

l:「()ninl P�lot N()ir(:la、、i11ヽヽnc、Rrd 200「| は

ブランコット・ヴ,′レーυ)中でもl l li質11壌υ)

lκ llのみを使‖|したもので、まろやかでゲイ

ミーな香りがし、メLみのある果実 味とソフトな

西だが日l象的。

| (ヽ)nぅnl Pinot N()ir II()1、11ヽヽVincyald 201()|は、

まだ喬
`り
は開じタイトな状態で、りtr丈味が充

′
,(

して西をもきれいにバランスし、ストラクチャー

かしっか|りしている

セレシン ・エステイトSeresin Estate

1992年にウエリントン|1身のマイケル ・セレ

シンが 、アち llけたワイナリーで、ワイラウを中

心に かヽ所に‖||を|りiイ1 栽」「|はイ1機とビオディ

ナミ

| cヽtcsin Fstatc lこlulうてく:lcck PinOt＼(、i12()()り‐

は、オマカ ・ウヮ′レーのitにあるl l liが11か

な力||でイリゲーションはしていない.ア Iコマ

ティックな香りには

`2‖

「性も感じられ、きめ‖|

やかで峻がきれいな 11染‐‐

|、crc、in Estatc lhtotl Pillt)tN(、112009J は、 「ノ

イラウの lL l品に位 riする力|でノくきなriが1広が

る,1ll l 111表=こ ちらも酸とタンニンのバランス

がよい,い ずれも峻は '1然なもので、 0ヽ2は

オアゲか 0ヽ 40nns11だという.,

その他のおすすめ :ステー ト・ランド・ヴィ

ンヤー ドStactc l antll Vinc、.ュldド、 フラミンガ

2、。ワインズ halllitlJlanl、Vincs、ギーセン ・

「/インズ (lics。1ヽ Iヽ、c、、マリスコ ・ウィンヤー

ズlNla�scO vinc〉ard｀ヽセント・クレア ・フレ′ミ

リー ・エステイツ �ヽ111(:lair ral、11,EStatc、ス

バイ・ヴァレー ・ワインズ Pヽ)ヽllcy Wincs、ア

ラ ・ワインズAra Wil、c、、アストロラーベ 。ワイ

ンズAstrohbc Winc、、フォクシーズ ・アイラン

| 「ヾ()、cs lsland

ネルソンNelson

グリーンホーフ ・ヴィンヤー ドGreenhough

Vineyard

1990年創 業の場く族経 111のワイナリーで

サlリー マーティンボロ内の
'11‐

渕||の

I 1ヽlot Noir 2()|()はi1/利『:υ)力|1有
:il

種類.フ ルーティーでソ[1-ラルな香

J的でソフトでなめ|らかな | 1`たり(,

、t＼oir 2()101 は、 より重t 1ヽ 1 1表σうよ川

29イ|:、ク「」―ンは |()5のみ.香 り

味:ス バイシーでl jlみがある.

2010Jはll 1/利の 多いか|1積li壌の11

21年、クローンは様 々ぃゲイミー

で|ち1みと複雑性のある香りでストラクチャーの

しっかりした力強い1味わい

その他のおすすめ iクラッjドー ・レンジ (:lag8)

Ra118c ヽ |ヾ

エステイト

ライ・リヴアー 1)「).Ri｀
.0  ヽ ■リハー ・

IL]liCllcI「、tatc

チャートンChurton

サザン ・ヴアレーの標高 2001〕〕の11にある

ワイナリー.北 から北 東 rlきの↑‖向iで上壌は

粋i11とレス (黄十).栽 JI.1はイl機栽片午から始め

ビオディナミヘ移行したr)|()和「類ほどのクロー

ンがllえらオlている.

「ChuitOn P�lot Noi1 201()|は厚みのある複

】%インヽζρ∫ ミ総 2θノ3 43
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ニュ‐―ジ‐ランドビノ,ノワ■ルの1金貌

2011年よ1)イ1機栽培υ)1認11にを′モけた1)

「(llccllhous11卜CヾIて`、lI)11lol卜くoi1 2()1()J は、 イI

い性|も含めたブレンドでリキコールのチェリー

やボートのニコアンスのある香りで、ソフトで

しっとりした味オっい.

|(1llcnhoush H()PC VinC〉lユlC1 1)inOt Noi1 2()1()|

は、山の麓のテラスにある|11^力||の中でも樹

齢 35イ:ほどのぶどうを使用したキュヴェ()な

めしItや熟したチェリー、スバイスなど複雑な

香りでとてもなめ弓かな,こ、地よい ドI(たり.

ノイドーフ ・ヴィンヤーズNeudorfVineyards

マウテレ 1陵 の米Ii卜砂利質の↑‖白iで 1918

イ11に;‖墾した‖||。

I Ncud(ぅlドVil〕c〉ユld M`()ntclc lnヽot N()ir 2010 1

はスバイシーな凝Tl l感のある香り、 味わいも

,t′
'(味

がたっぶりとした11かなタイブ]

I NcudOll Vinc)aldS H01llc Vil、c〉ard IInOt N()il

20101は 、複数のディジョン ・クローンが植え

られた}11 111もので、 香りはまだ|り|じ女(味で li

l占、味わいはしっとりとした

'I感

のあるエレガ

ントなタイブ,

;7晏;4子;,1爵総|1豊♀‖:;中
ury

ピラミッド・ウアレー ・エステイトPyramid

vaney vineyards

2000年 にマイク&ク ラウディア ・ヮーシング

が 、|ち liげたワイナリー.2 2haの 米IIi:Fi灰『1

の↑‖1白iの力||にピノ・ノワールとシャルドネを接

木なしで 12、00o本 lhaの密植.栽 1占はビオディ

ナミ. 手摘みの後、 「作 業で除梗し、足で破

砕、醸造にも何も力||えず、機械を ^切f使用せず、

熟成は11「樽のみ。ここまでくれは
｀
ご■(像の通り

清i(,も濾過も行わない.

「Pyranlidヽヽllc、Angcl Flowcr Vinc〉ard 201()J

は米1崎|イi灰質 |:壌山来のラズベリーやチェ

リーなどのitやかでしなやかな香りがし、とて

も木目が細やかなことに驚く。

「l)〉rallRitlヽhHc〉Earth Snltlkc vil、c〉art1 20 1 0J  は、

よりlTい |:壌の κ画で +|l il●く収穫するだけで

造りはすべて 「」じ.よ り果実が熟したニュアン

スでなめしギ1のld lりが加わり、1味わいにも|、Iみ

がプラスされるが、繊細さは共通〃l.

ベフレ・ヒル Bell Hill

2haの 畑は標高 2701〕〕に1立置しイi灰=Iが青

かで、ビノ・ノワールを 9090～ l136 株ヽ lha

という4イ1植を行っている。

I Bcll Hil1 01dい/cka Pass ROad l)inOt NOir 2010劃

はワイナリーのそばを通る道の71をつけたセカ

ンドワイン的存イ11)凝縮感のある香りでハツラ

ツとして、なめらかな「1当たりながら酸がとて

もきれいなのが印像的.

13dl Hil1 1)ill(、t Nol1 2()10」はフローラルで1

幣のとれたしっかりとした香り
~ご

、 味わいは

|1占さも感じiられるがlj:みがあり、とてもなめ
'

かな触感`,

ブラック・エステイトBlack Estate

199+イ11からまll経1)|されているワイナリー

で、創 業者の奥プリは 1本人女性だった。ワ´

バラのオミヒにあるhli lイi灰質 li壌の↑‖1lilt

8haの 1を |りiイlしビノ・ノワールとシャルドオ

を植えている.1載培は、 認I前にはイl機だがビン

ディナミからのアイデアも採|||している。醸虻

については、実際の‖又不隻||‖始 l週間前に少年

のフドウを摘んで71母のようなものを造り、そ

れを使用して発酵を促す.キ|に111度コントロー

ルはしないが 28℃ほどで約 281111りの発酵を

行う。酵紫なども ^Lll加|ぇないという.

I Black Estatc Onlihi Sc�csIInot Noir 2()1()|IJ

スバイシーでフローラルで11やかな r_りがヒ

なめらかで一体感のある心地よい 味わい.

「1lack E、ぬtc Pinot NOir 2010Jは、よく昇tしたチュ

■/ ′ヽ4{γ2θ/13 ;″壕NI).:
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リーなどのりt実の喬りが li体となり,「みがあり

11かなタイプ]バ ランスがとてもよい_

その他のおすすめ :ベ ルバー ド・スプリン

//Bdlbildヽ
P�ng、ザ ・クレイター ・リム lhc

(:latcr Rinl、マウントフォード・エステイト・ヴィ

ンヤード&エ ステイトMoul、tt)!d EIntc Vincymd

& Vヽincl、

tYll tlt' t rj Central Otago

トウー ・ノヽドックスTwo Paddocks

1993年にサιへ・ニール (ジュラシツクパー

クの11演β:優)に よって、アらliげられたワイナ

リーで奥プリは日本人女性`ギ ブストンの小さ

なズ‖で和1樹したことに始まり、 そθズをアレクサ

ンドラで 2か |サ千に力|を目構人`,2008イ11にイl機栽

17の1認|'Fを1文11した

|■
“

1)nddock、l)illt)t Noi1 2()1()はかヽ所υ)

畑のブレンドで熟したチェリーのバランスよい

香りで、 しっとりとした触感が′Ё寸也よい

「I■。Paddock、「hc First Pa(ldock Pi11。t Noll

2010Jは 、tI高 400■1にあるム上初にll樹した

ギブストンのよ日のもののみで良いヴィンテージ

だけリリースする 少し香りは 月じ女t味ながら、

果実となめし革やスバイスが融r)し、バランス

よく,世tのある味わい.

クオーツ ・リーフQllartz Reef

ベンディゴで、1996イ11にオーストラリア出

身のルティ。バウアーがliせ、アしたワイナリー ,

30haの力||に大きなクオーツ (水品)が たくさ

ん理もイlていることからθ)命名で、栽」ドfはビオ

ディナミて,す べて 「拝iみで収穫し、ワイナリー

はグラウィティー ・フ「J- 511ヽ   |の (ltill

キlriの後、 1′1然西孝|ミ1による発西孝で河ll度↑
イ
ツ||は

行わない.マ ロラクティックも自然に行うi

l(ユlaltZ Rccl l)inot N。112()1()J はイ|ク本としノ[

ハリυ)ある香りで、なめらかで心1也よい角JI感

酸も適1性.

(ュlanz Rcc「いndぃ)l ぬヽtC l｀not Noir 201()|

は、I Sllaの斜山iの畑からのセレクシllン.ベリー

系の喬りがⅢIやかで、シルキーなタッチが′亡、

地よくバックボーンもきっちりぃ

フェルトン ・ロードFelton Road

バノックバーンで 1992イ「か|ちll樹を女イ)め、

区‖11「や畑ごとυ,シリーズで知|られている。]X)2

年か弓イl機とビオディナミによる栽培を女イ)め、

2010年にテメテールのli=|‖Eを収イ11 イリゲー

ションは必度な ||にのみ施し、収穫は過熟し

ないようにタイミンクをはかっているという ク

「J―ンは アrィジニiン、エイベル、し1(11)、 105

など多種類を111い、 ‐部は台木なして植えて

いるlκ 11もある.

|「cltOl〕|ミoad Pin()t Noil lヽュ111〕(てkbuin 201()

は、3か 所に所イlする畑のブレンドで、ウ′[1マ

ディックな喬りが兜ムソJ的で、なめらかで

'1感

の

あるバランスよい1味わいぃ

IlcLon Iミ()ad Iヽn01N()il Bl()ck5 2()lt)J は、1デ・

エルムス‖||のl l liが11かな区‖11で、‖1占かみの

ある香り、なめらかで11かな深みのある味わい

ウァリ・ウィンヤーズⅥ lli Vineyards

1993イ11か弓この1也でワイン造りを行ってき

たグラント・テイラーが 19りヽイ11にご4ち 11げた

rノイナリーで、畑はギブストンに 351、■を|'千イl

ノー ス・オタゴθソノイタキ、セントラル ・オ

タゴυ)バノックバーンやベンディゴのブドウも

|り々っている 収穫 |はバノックバーンでは 月ヽ

末から4り|トイリ、1=プストンでは 1り| 1`1`、ま、 ワ

イタキでは ヽ月
｀
1lllになる`

| iヽlli(libbstOn Vinc)atd Pint)t Noir 2()|() ιま、

なめし革や熟したチェリーを感じる|サ:みのあ

る香りで、味わいは西2のバランスもよいがボ

リューム感もある.

| hヽHi Vヽ、litaki Vinc〉arti lうnt、tN()ir 2()101 は、

タイトで凝縮感も感じられる喬りで、バランス

よくなめ弓かで、崚がしっかりとして,L(のある

味わい.

その他のおすすめ:リッポンRIPPOl マヽウント・

エドワードMて、unti tl、,ard、チャード・フレ′-1、・

ワイナリー (:hard「m lll Wincry、オストラー・ヴィ

ンヤーズ〇、tlcrヽlnc、alti、        ◆

「形Zンヽ 4225  ` ルfη 2θ′3 イ5


