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<ドメーヌ・イレンカ>

数年後に 「10RワイナリーJに 醸造委託する

予定の 「ドメーヌ・イレンカJは 、20イ11以11

化ll占|キメーカーに勤務し、 1伝 してワイン造り

を|1指すと決めた永丼邦代さんが管理してい

る.5年 ほど前から北海道視察を始め、2012

年にトアール所イ1の贅日に隣接する 1 3haを確保

し、o shaに植樹.3,800本 のビノ。ノワールのみc

クロー ンは 81T類 で、UCデ イヴィス、l15、

667、777、オキシデンタル、余市の本村農 メ1

からi褒り受けたディジョン ・クローンなどc

l栽培は、皆さんから教えていただきながらJ

イ1っている(D I洲‖イli事は,こ、′|よl「が多く、 人1失に

合わせてIllくので1句分で 予定が決められない

のが難点ですが、 1面白いですねJと 、 
′
11き

′
li

きとして語る永リトさん。 ドメーメ。イレンカは

カナダワインの輸入も並行しておこなっている

が、最近は史||が気が気でなくて東京へ戻れな

いという。それでも 「「1分で本当に美味しいと

思えるピノ・ノワールを造りたいJと 、毎ロカΠ

へ通う。数年後の姿が楽しみだ。

余市地区

「余llFワイナリーJ(日 本清沖Ч株式会社)

liせ、ア : 日召不‖49イ「 (商i=才ιよ|イ1禾|1 19年)

拠点 :余市町

昭和初期にキ|りi酸生産のためにワイン醸造

をはじめたことが原点だが、現在のワイナリー

`役
r′は日召和 19イド (1974イ「)と なるЭ

年間生産 litは現在 10カ本ほどで、ブドウ

は余市町内の契約農家 6中Fから購入している。

|ただ、後継 者問題で困っています。みなさ

ん 60代 前
｀
14から70代で、 今のところ 3中Fし

か後継ぎが決まっていません |と、余市ワイナ

リーを統l■する園||1稔さん。後継 者がいない

栽培家についてはいずれ企業が力||を引き継い

でいくべきではないか、という議[i命が始まるだ

ろうという。

「余市は雨が少ない方です。今イ11も、盆明

けの長NJもありませんでしたc海 風が吹いて風

通しもいいですね。ただ、 3、 4年 前から蔓

割れ病や根頭癌llTが出てきていますJ。数年

前から契約栽培家の畑にも投資をはじめ、欠

木を「|!めたり、栽培llli綽の提案も行っている。

li力のツヴアイゲルトレーベとケルナーは、

6中Fすべてで栽培。ミュラー ・トウルガウは 5

卓「こバッカスは 1中「のみ。他に′
11食用のデラ

ウェア、ナイアガラ、キャンベル ・アーリーも

栽培している。「来年から611と もピノ・ノワー

ルが収穫できるようになります。寒冷地タイプ

のアルモ ・ノワール (山梨で交′イ[:ツ ヴァイゲ

ルトレーベ×カベルネ 。ソーヴィニヨン)は 今

年からやはり6卓「で収穫が始まります。/J粒ヽで、

収llt制限すればストラクチャーがあるので期待

しているところです(,その他に、メルロ、ドル

ンフェルダーも6中Fともお願いしていまうJc

余 lf町がワイン牛↓区に認定されて以来、新

規参人が増えてきているゅ「確かに免許も ド

リやすく、融資も受けやすくなりましたからね.

今後マイクロワイナリーは確実に1申|えると思い

ますから、うちのワインショップでも販売して

いければと考えていますJ。余市全体が活気づ

くことが望ましいという考えだ。

|ケルナー シュール ・リー 2012j

リンゴや‖1橘類のフレッシュな香りが′こ、1也よ

く、キリッとした辛口でほどよいバランス(, 4

か月間シュール ・リー.

|ッヴァイゲルトレーベ NIV

スパイスとアーモンド、チェリーリキュール

などの優しい香りと味わい。「味Jを 出すため

にパンチングダウンを人「で行っている.、1週

|1旬ほどで、 311目 くらいからようやくソフトにな

ってくる。
:ツ

ヴァイゲルトレーベ ||「熟成 20101

ほんのりとしたロースト香、スパイス、熱し

たチェリーなどの香りが11かで、味わいは穏や

かG ttl山よいバランスで、タンニンは判||やか

だが豊か32年 間樽熟成t,新樽も使用.

「木村農園」

拠点 :余 lj‖l登地区

リンゴとサクランボの栽増
`iを

していた木村忠

さんは、3()イ「ほど前にワイン用ブドウ栽培ヘ

の切り替えを始めた。 今では北海道でもイl数

の栽培家として人気が1'Iく、多くのワイナリー

から声がかかっている.な だらかな11陵1也に

整然と柚えられたブドウは、さも気持ち良さそ

うに育っている。

「合計 llha。ケルナーが 4ha。収穫が '∫能

なピノ・ノワールが 3hat ココ 。ファームから
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「

の依頼でスパークリングワイン用にお貞えたピノ・

ノワールとシャルドネは、これからJ。

リンゴ刺からの転身は、道内でのリンゴ市場

に限界があると考えて、同地区の数人で活動

した末のことだったという。リーダー的存イI:の

藤本毅さんから、ある正月に 「リンゴを倒せる

か?Jと 切り|||された。当時はまだ 20代 後
｀
14

だった。 ‐度にすべてではなく少しずつ植え替

える、という方法にしてセイベルの赤、セイベ

ルの|:|、ミュラー ・トウルガウ、ピノ。ノワー

ル、ケルナーを植えた。仲間 7人 と共に活動

してFlk売先が決まった。 4年 日には「1指して

いた 200tを達成。倍増を日標にしてピ1木も準

備していた 6年 目あたりで、待ったがかかったc

契約解除となり、苗木も廃棄Эその後、 7人

はそれぞれ個々に契約していくことになったり

その頃、「ピノ・ノワールを栽培している変な

やつがいると聞きつけて、三澤 (茂I;「)さ ん

が訪ねてきてくれました。ブドウの景ではなく

アールあたりで契約できたから、そのおか0デで
~el萄

栽培を続けることができた」。往時を噛み

締めるように木本」さんは語る。

当初は糖度が 上iがりにくく苦戦したという。

樹齢 2()年ほどになってようやく手応えを感じる

ようになった.そ して 「千歳ワイナリー |の 次

に |ココ 。ファームJか ら打診があった当時の

醸造責任者はブルース ・ガットラヴさんと

`1我貴彦さんで、「i澤さんへ了解を得てもらわな

いと売れないというと、とりつけてきたJ。今で

`よ

「千歳ワイナリーJ、「ココ ・フアームJ「ドメ

ーヌ・タカヒコJ、「10RワイナリーJそ して 「農

楽蔵Jが 4i4」の納入先となっているの

栽培は、有機栽1音ではないが化学肥料は

使用しない。堆肥は年間 25tを部分的に入れ

るの石灰は通常年間、haあたり250～ 3()()キ

f`0″ .2θ′3 フを1ハリ∫

口までが限界と言われているが、年間 5()0キ

ロほど粒状のものをll■く。除草剤は春 1回 だ

け。余市は 9月 にN」が降るため、草を自然の

まま残しておく。日音渠排水は畑のすべてに敷設

してある。

ピノ ・ノワールの収穫は通常 9月 20日 頃だ

が、千歳ワイナリー用の力||はなるべく遅くまで

待ってから。ちなみに、「ドメーヌ・タカヒコ」

用は 30年 樹で、「千歳ワイナリーJ用 は 20年

樹と 10年樹だ。

ワイン特区の影響で、ここ2、 3年 新規就農

が多く、今年も4、 5名 いるという。後に続く

若い栽培家が増えることを願っている。

「藤本農園J

拠点 :余 市冊I登地区

木村忠さんが 「藤本さんの存在がなかった

ら、今でもリンゴ栽培をしていたかもしれないJ

という、師匠格の藤本毅さん。

「当時声をかけたメンバー は、みな 7～

10haの畑をもっていました。ワイン用のブドウ

栽培は、ある程度の広さがあって機械も効率

的に使えれば成 立:つと考えたのです。もちろん

売れないときもあり、結局 7人 がバラバラにな

ってしまいましたけれどねJ。

Hhaの 畑には、自りΠはケルナー、バッカス。

赤用はブラウフレンキッシュ、レーンベルガー

とレジェント。ピノ 。ノワールも植えているが、

それよりも 「レジェントとピノ 。ノワールを自う)

で交雑して l ha lllえたもののほうが可能性があ

るかもしれない。7i前もつけていませんけれどJ。

ところが、大変残念なことに自ら栽培管理に

lllり組むのは今年の収穫を最後にするという。

「あれから30イliも経つ。もう今年で 70歳 です

じ。後継者がいないから」。畑は売却し、その

後は3年 ほど栽培指導に専念する予定だc

「オチガビ ワイナリーJ

拠点 :余市町山田円「

余市町では、「ぶどう力||の中のワイナリー ・

レストラン」を開設し、新しいワイン ・ツー

リズムを実現しようという動きも始まっていた。

新潟県の 「カーブドッチ 。ワイナリーJを 立ち

11げた落希 ^郎さんが、余市でのワイン造り、

ワイナリー増加の可能1■を見込んで 「ナパ ・ヴ

アレーまでにはならないかもしれませんが、必

ず素晴らしいワイン産地になるJと 、新潟は

ご r息 に任せ、夫妻での移住を決めた。ブド

ウの植樹もなされ、ワイナリーは現在建築中。

今年は余市町の栽培家からブドウを購人して



イ|:込みをする〕'定
だ。

「ドメーヌ。タカヒコJ

it it : 201()イ「

llll点:余 II丁‖|「登地 κ

小高い 1の 11にあるブドウカ|は,lllらしが

よく、111の向こうには日本海も遠早4する。この

登1也κは、l lJまで 5キ ロの 、11也なので比較的

il暖で、 冬でもマイナス 20℃1ストにはならな

い. 塑も3()℃を越えることがない.果 樹1茉|だ

った71残で、リンゴなどの果樹がところどころ

あり実をつけている.ピ ノ。ノワールを造る |

的でここに来た,)我 貴彦さんは、 199811に コ

コ ・フアー1、。ワイナリーに入ネ|:し、ア|「1沢で

ワイナリーを興したブルース ・力 ッヽトラヴさんと

共にワイン造りを行っていたて,そ して余市に移

住する前には、実家の小4j施ワイナリーに余

市の木l Nlさ/しからHI'人したビノ。ノワールを送

リワインを造った糸子験もある.

敷1也+Shaの うち、2 3haにビノ・ノワールだ

けを有直樹している.|こ れが、 ‐人で管理する

限界Jだ という.haあ たりの植樹は 31500本 6

イ|:キてはここでも 「斜めJだ が、ギュイヨ ・サ

ンブルt11こ柑1のほうが実がつきやすく、病気

の′こ、配は少ないので,で も何年か様 J4をみて

どうしても無11!なら短梢に変えますJ。有機栽

培を行っているから、病気tθ)口「能141はなるべく

い1避したいのだ.

畑のある11は、標高 ωn、、 東から南向き=

ド層は重米|li 11で、その 11にイiと火山灰系 寸1

壌 (カルデラ711の赤丼湖のil多響)、そして表11。

水はけがよいのでHH4渠J卜水は必要ないという。

ピノ。ノワールのクローンは Il lll類ぃ「4イ「

国になって、傾向が少しずつわかりはじめてい

ます .U(11)avisは熟期が遅く灰色カビ病に

かかりやすい。フランス系は粒が4孝i′キしている「

エ イブルは熟サリ|が遅すぎる.TFFは L熟(,

1酸を残したいか弓、ベレゾンや収穫が遅め

のプリがよいですね 収穫が 1()'12011頃 だと

伐trHlがドがっているので酸が残って
'兇

t的で

づl.ll lえて、このころになると光r)成はするけ

れど水はほとんど吸わない時期|だから|(‐今の

ところオーストラリアの MV6が 、ルJが小さく、

バラ房で、 良い感角」|だというこ

醸造は、やはり |なるべく人が介入しない |

方法。驚くことに発酵は白い小振りのフラスチ

ックタンクでイiっている.発 酵は長くても 1か

月
｀
11で終わる.‖折熱1■が高い部屋なので、温

1性はエアコンでの1計111`のみ.12か ら 11℃ぐら

いに保たれる.

|}I[l度を llげて |[く発酵を始めさせようとは

思いません。そうなると1種類の菌だけで始ま

ります。そうではなく、ゆっくりと色々な野
/11酵

|ミナがそれぞれ得意なI喘境で働いて作|||するの

がよいと考えているのですJ.

100%全 房発酵の111山も、1液体だけだと、働

く持が限られてしまいます。固体があるほうが

特の種類が多くなりますからJと いう(,

その後ブレスして、軽く澱引きしてから樽へ

本多す。「月後半からSり1初めにιま気,llが201主

くらいになるので、|′1然にマロラクティック発

酵が女fiまる。使用する本!,は占樽のみで、実家

の小布施ワイナリーからのおさがりで F、8年

イ吏り||から llイト使サ|lσ)物までこ 樽昇Aル文
`よ

12か

月て, IE硫酸は,仕i詰め前にだけ少=:添加`,それ

までは窄素と l酸化炭素で対処している()

畑でも峨造|り千でもとても丁寧な管F!が なさ

れていて、造り「としての確同たるイli念が伝わ

ってくる。ただ、まだ理想通りの≒tがとれない。

2011年 は 8t fl:込む 予定だったが 6tし かでき

なかった` 14:年はもっと少なくて 4t.り|!′11は

10から 12tにすることだ

「繊判‖さ、薄さをブラスにもっていくことが人

りlだと思います.献 iが降っても熟すことができ

る 1本ならではのビノ。ノワールを造りたいで

すね(,濃い必要はないと思います.日 本は出

,|とだiけ物の国ですから|‐

「ヨイチ ノボリ キュムラ2011

色は淡い。なめし由t、スパイス、チェリ

スモモ (ラズベリーより梅やスモモ)、ふっく弓

とした優しいタッチの香り( 味わいもなめらか

で酸はフレッシュcタ ンニンはれ‖やかc′liき
′
li

きとしている。

ヨイチ ノボリ ナナツモリ 20121

(複数の樽サンブルのブレンド/自 社畑もの

で、マロラクティック発酵が終 fしていないも

のもあり)香 りはまだ|ソ|じているが、とても繊

判||でフレッシュ.若 さと静かな勢いを感 じる.,

キュムラのもつ鷹揚さはないが、芯がある(,「繊

細ながら果実味とストラクチャーがあり、ミネ

ラル感、余損の長さJが |、ケ長だ。
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千歳地区

「「,1ワヽイナリー|(北 海道 ll央葡イ|り沖1)

iせⅢ : 19ドヽイ| (|lrl不16、イ「)

拠点 :「歳 (ブドウは余 ljイヽ地lκの木lNl ftl'1

より)

|1梨りlt勝沼田Iの |グレイスコで知1鳥れる ll

り(ィ1打4り,「Чυ)1澤 茂 :|(し
`ダ

かす)さ /し(よ、 「

|,tttrt協の依頼で 19ドドイ「よリハスカッフrЧ造

りを女イ|めた.そ して、 1992イliか
~lは

余 lj」の

木llだt,1との1収り利|みを決断する.,そυ)経糸|

に
‐)いて、2011 ttυ)冬力ヽ らここを|「されるよう

ι[な‐,た、 忠 J4で代表11く締役の 1澤 lil連(か

~り・し)さ んはこう

'[り
|`~る. ~ここ「歳は (イli

4りlkJ「1には)気 河llが低
`ぎ

るθ)で
｀
り1,冬 はマ

イナス2()℃で
′Jiが少ないυ)で11かヽ,L冬できま

せた ところが、 余 liは比較的,ムl暖でЧtlサ1栽

1「1の‖|たがあります そして木本Jさ/しという栽

培家とυ)出会いがあったからですJ`,

|′↓lが入っている1だ |と(|11嗅をおく木本J農

111から1嚇入するフトウは、ケルナーとヒノ・ノ

ワール ケルナーは 26イ|:樹、ヒノ。ノワール

はあえて (ヽ)イ「樹ではなく、 |1梨で|なさ木た 20

年樹と 10年樹をメインにしてい/1.セ レクシ

ョン ・‐N/ッサ~ル によ|り選抜を続けているので、

より適応千走ノJが高いととえてのことだ そして

2θ Oご′ 2θノ3 ,7ηlNDS

「収入を保証するという意味で、面積あたりの

契約をしています」。

ピノ。ノワールについては 「実は、1996年

から造り始めたのですが、ようやく兆しが見え

たのは 2()06年ヴィンテージでづЪ 20()4年を初

めて ‖ピノ 。ノワール |としてラベルに謳った

のですが、それほど売れなかった.山 崎ワイ

ナリーの 200211ピノ。ノワールが 20()311にリ

リースされたり、千ヤ我さんの 2008イドKyunlmra

なども、北海道のビノ・ノワールが,l:|される

きっかけになったと感じています.そ して 2008

年が素晴らしいヴィンテージでしたからJc今

では、イ|:庫が足りり
｀
新ヴィンテージのリリース

を多くの人が待っている状態だが、それまでに

はltt イヽ|:'|がか/Jっヽている[

ツドウは気illがいて,を′題えない1り|プリに余市

から運び込まれる.ビ ノ・ノワールは除本吏・破

「4 し`、発西れま2～ 3週 11.発 西孝タンクの 「:径と、

タンクの |1身の高さが 1じになるようにし、ビ

ジ、′―ジュを行う セニエ (抜いたもυ)はロゼ

に)し てブレス、そしてマロラクティック発酵

は||「とステンレスタンクトliノjでイiうで,||「熟成を

1()かり1施し、濾過して,llllil iめ.||,本llまアリエ

と卜「Jンセ

崚造は山梨大学を卒業した il場1この I号木

康%(さんが担当(,本村農囲を1訪|||していた際、

糖1性や西た度を分イリ千するためにピノ・ノワール

の粒をサンブルとして採収している F木さんに

会った,これからが繁忙1側になる

2012年 の ビノ・ノワールは、 要マ4があり

156本のみ lli(1みだけを 「プリエ、―ル |と して

急遮、本L中晃のオータヱ、フェスタにて lllり1限定リ

リースすることにした 残りの 2012イ|:は、濾

過して瓶|liめして、安定させてか鳥本喬リリー

ス‐‐おそらく年|り|け1スr年になるだろう1,

また、 合言|で 1611iのうち小||「4つ う)を初め

て |バレル ・セレクションJに することにした:

l lt夕はll樽熟成の |()イli樹齢のもの、■悼は

|「本|り, りヽ戊
~ご
樹齢ιま|()イ「樺121尊と2()イli朽ll本|「.

こりちはさらにじっくり待って、 |、り01をみてリリ

ースしたいという
/〉
後について  いずイt北海道υ)各l山域の

キ1徴が出てくると思います.た だ、RIに北海道

υ)ヒノ。ノワールがスポットを当てられてしまっ

ていて、ゲご成したものが望まオtていますが、も

っとじっくりllKり判1/してもよいとり占tいてます |と、

いささかこのところのマスコミのフLりJlぎに懸

念も感じているようだ.

| ヒ́llll道産ワインそυ)ものの lf場を確 ウするこ

とが [「要です= /〉は 完売 がステイタスに

なっていまづが、 そイlだけでは裾り予が芝(がり

ません,い つでもワインリストやショップのllll

にあることが重要だとす占tいますJ.,

2012ケ ルナー

‖1橘類、レモンや‖|lrの皮υ)喬りが 、1ちの

ばる`,な めらかで、フレッシュ感にあ :́、イlて

バランスがよい¨耳‖1系の心地よい後 味,Rヽ

98‐l aヽb、12いぃ 2012年 から喬り、酸とのバ

ランス、厚みを力|える意味もあって少し残糖を

残した.,酸が11いllll l lなので、 イ|いうちにリリ

ースするならほんのり | |に、
′
′[↑な 141タ イ

フはゆっくリリリースしたい .

ノン ・フィルター ビノ。ノワール プリムー

ル  2012

香りは閉じている.ベ リー系果実、スモモ

などの繊TRlな喬り,1味わいも繊胤||でフレッショ

まだとでも「1く、りlリースされるυ)が少 |々1青しま

れるほど(,タンニンはとてもれ‖やか
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マスカットと‖1橘系,t実などのサ「みのある香

りで、オイリーで11かさも感じられる ||さ も

ほどよく、|||llでも

'Lみ

のあるよt色い,t′たの香

りが,こ、1也よく広がる.,「収穫は通常のケルナー

より2週 間遅く、11り| 1`4ば.湘||1性2451虹以 ll

な:ら レイト・ハーベスト、そうでなけオtば
'ス

ウィート の表′lt lとなる.        ◆


