ワイン課通信3月上旬号

2月15日に行われたPDS会の報告をさせていただきます。
今回はオザミ各店でも色々なキュヴェを扱っている

ロワール地方の特徴ぶどうの品種をあててやらせていただきます。

ということで、、、

ロワール地方のご紹介：

ロワール

「ロワール」は、長さが1000キロ以上もあるロワール河に沿って、
山間部から海のそばまで点在するワイン産地です。
パリの南～南西に位置し、フランス歴代王家が城館を構えたことでも知られる優雅な雰囲気が魅力の地域です。
一方で、風光明媚で環境に対する意識も高く、自然派ワインの生産地として
最も知られている産地の一つでもあります。
川の上流と下流の地域は気候も異なるため、造られるワインはブドウ品種も違い、
キャラクターも大きく違います。
例えば上流の地域はブルゴーニュに近く、しっかりしたミネラルがあり鶏肉料理など
しっかりしたものと相性がよく、海に近い下流では合わせる料理も魚介類が多くなる、といった具合です。

詳しくは：

土壌が多彩で、ワインの種類が多いのも特徴のひとつ。また、ボルドーやボジョレーなどのように、
地方全体に共通するアペラシオン（AOC）がありません。
白ワインが全体の52％、赤ワインが26％、ロゼワインが16％、スパークリング6％となり、
様々な種類のワインが生み出される土地でもあるのです。
大西洋に面したフランス中部の西側からロワール河に沿って、４つの地区に分かれていて、
地図上で左からPays Nantais(ペイ・ナンテ地区)、Anjou/Saumur(アンジュー/ソーミュール地区)、
Touraine（トゥーレーヌ地区）、Centre Nivernais(サントル・二ヴェルネイ＝中央フランス地区)
と呼ばれています。

料理

担当：オザミデヴァン本店 島さん

1er

Escabèche de SAWARA à ma façon
鰆のエスカベッシュ

みんなのコメント
・鰆の火通り、とても良く、付け合せの野菜とも会い、
最後まで楽しめました。
・外観は色どりもすごく良く女性受けする見た目。
・野菜の甘味がひきたちレモンやオリーブで酸や塩気を
感じ鰆をひきたてている。

2ème

Feuilleté aux huîtres
カキのフイユテ

みんなのコメント
・カキのミネラル感と白ワインソースの酸味素、
素晴らしかった。
・サクッふわ！のフイユテもとても美味しかった。

Plat

Filet de boeuf poêlé sauce chateaubriand,parfumé de parmigiano reggiano
牛ヒレ肉のポワレ ソースシャトーブリアン パルミジャーノレッジャーノの香り

みんなのコメント
・牛ヒレとフロマージュの味わいがとても合いました、
食感も楽しめて良かったです。
・シャトーブリアンのソースも旨味たっぷりで重くなく
極でした。
・スパイスやエストラゴンの印象が ホルスタイン牛を
かなり立たせていると思います。

1 "La Bohème"/Domaine de la Sénéchalière ,Marc Pesnot 2013
2013の収穫特徴：
夏には、広い範囲で、激しい雷雨に見舞われた。特に、ロワール中央地帯。収穫は遅くてボトリティス菌が見られた。

Le Cépage: Muscadet
フランスの北西部を流れるロワール河の下流、ナントという街の周辺に位置する。
ロワール河の支流である「セーヴル川」と「メーヌ川」が合流する流域の産地で、
（ミュスカデ・ド・セーヴル・エ・メーヌ・シュール・リー）」というように、
河川名がAOCに使われています。ミュスカデは、使用されているぶどう品種「ムロン・ド・ブルゴーニュ」が
マスクメロンに似た香りを持っているから名付けられたとされている。
フレッシュでフルーティーな辛口の白ワインで、強い酸味がある。

Le vin et le domaine:
｢ラボエーム」とは「勝手気ままな人生を送る人」＝「自由人」。
AOCの枠から出て自由気ままにワインを造る道を選んだこの造り手さんです。
大西洋の影響を受ける海洋性気候で、冬の寒さは穏やかで、夏は乾燥した気候となります。
ミュスカデ地区は北にロワール河、南にセーヴル川とメーヌ川が流れており、この地区特有の気流によって、
雷雨が発生しにくいミクロクリマ（微気候）となっています。
砂利や岩が多く、片板岩（シスト）を含んだ土壌。フランスは大部分が石灰質土壌であるのに対し、
このシスト土壌は非常に珍しいです。
ぶどう畑の手入れをできるだけ自然に添った方法で行なっているが、雨の多い産地であるため、
年によってはビオディナミによる栽培方法だけでは難しいです。しかし農薬の使用は極力抑えて、
システム的に農薬散布をしない“リュット・レゾネ（減農薬農法）”を実践しており、
有機栽培といっても過言ではないです。
土壌：シスト

熟成：4ヶ月以上

2 Saumur "Bréｚé"/Domaine Guiberteau 2009
2009の収穫特徴：
2009年ほどに過度ではないが高い糖度を持ち、酸がかなり低いことが特徴である。
生育期の気温が程々で、時に曇っていたために、アロマの爽やかさがうまく維持された。

Le Cépage: Chenin Blanc
シュナン・ブラン、主にフランスロワール地方などで栽培される
白ブドウ品種です。スパークリングワイン、辛口白ワイン、遅積みの
甘口白ワインなど様々なタイプのワインに使われます。貴腐菌が付くこともあり、
貴腐ワイン用のブドウとしても使われ、幅広いタイプのワインに使われます。

Le vin et le domaine:
ソーミュールは、17世紀オランダ人がロワール・ワインを海外に販売していた時代から今日まで、
アンジェ地方ののワイン産業の中心地です。 この地方には、築城に使った柔らかい石灰岩の
採石跡の洞窟が沢山あり、その洞窟の酒蔵で熟成されます。
ドメーヌはソーミュールから南に約12ｋｍの小さな村”サン・ジュスト・シュール・ディヴ”に所在。
メインのブレゼ村の畑は小高い丘の南向き斜面に沿ってぶどうの木が植えられており、
これらのぶどうは見事なまでに完熟します。
粘土質は力強さを、石灰質がミネラル分とエレガントさをもたらしてくれ、
長期間に渡る樽熟成がこれらの特徴をゆっくりと花開かせ樽の風味と見事なハーモニーを奏でます。
樹齢25~40年と古いブレゼの斜面のブドウを使用。収穫は手摘みで厳しく選別したものだけを
ケースに入れて運搬。野生酵母の自然な働きにより樽内で発酵(新樽、1年樽、2年樽)。 補糖はしない。
澱と共に18ヶ月以上樽熟。
土壌：石灰岩、粘土質

熟成：18ヶ月以上

3 VdF Grolleau/Terres d'Ardoises,Vincent Lebreton 2013

Le Cépage: Grolleau
アンジュ地方で多く栽培されているワイン用黒ぶどうの品種である。
本来は赤ワイン用の品種であるが、これで作った赤ワインはえぐみや酸味が強く、
いわゆる刺激性強い香味で、その割にはこくのあるワインにならないため、
現在はもっぱらロゼワインに作られている。大量生産され、
フランスのロゼワインとしては最もポピュラーで、かつ安価なロゼ・ダンジュは、
この品種を中心に作られています。

Le vin et le domaine:
テール・ダルドワーズとはスレート土壌を意味する生産者名。まさに、
この生産者の持つ土壌はシスト（粘板岩）からなるスレートが特徴です。
従って彼らの造るワインは、常にミネラル感に裏打ちされた味わい深さがあります。
しかし、硬いミネラル感に閉ざされた気難しいワインではないです。
ここアンジュの魅力を最大限表現するため自然なぶどう栽培を実践し、
その味わいを求めやすい価格で提供してくれるとてもありがたい造り手です。
土壌：シスト、粘土質

4 Saumur Champigny "RUBEN"/ Domaine Bobinet 2013

Le Cépage: Cabernet franc
カベルネ・フランの原産地は、おそらくフランスの南西部です。
カベルネ類の祖先、特に有名なカベルネ・ソーヴィニヨンの祖先であると
見られています。
カベルネ・フランはアンジェとトゥールの間を中心に、
ロワール河流域で多く栽培されています。
フランスにカベルネ・フランの栽培面積は、40年前から年々増えていて、
2006年の時点では38,700 ヘクタールです。

Le vin et le domaine:
ロワールの自然派の若手注目株、セバスチャン・ボビネのリュバン。
自然なマセラシオン・カルボニックをさせた、ソミュール・シャンピニー。
このAOCは、ソミュールの町に近い8ヶ村の小地区で、
畑は砂の台地と石灰土のチョークに覆われた丘にあります。
樹齢５０年を超す健全で頑強なカベルネ・フランから自然のエネルギ・メッセージを
豊富に備えた果汁が搾れるようになりました。
ワインの初ヴィンテージは2002年になります。そんな頃、あるジャーナリストの紹介でロワールを
代表する自然派生産者のひとり、オリヴィエ･クザンと出会います。
畑仕事から醸造、熟成まで理論に基づいた自然なワイン造りを実践するクザンに大いに影響を受けた
セバスチャンは、畑の耕作、芽かき、剪定などの作業を丁寧に行い、健全なぶどうを作ることに専念します。
土壌：

粘土質,石灰土(tuffeau)

熟成：6ヶ月～12ヶ月

5 Cheverny "Le Pierre aux Chiens" / Christian Venier 2013

Le Cépage: Pinot noir
冷涼なロワールで生まれるフルーティーなピノ・ノワールは、
ブルゴーニュ以外の産地 として注目度が上がっています。
粘土石灰岩からの有機栽培、 ..... しっかりとした ストラクチャの中に、
女性らしさのあるデリケートな味わいが特徴です.。

Le vin et le domaine:
クリスチャン・ヴニエは、若い頃から自然派ワインに興味を抱いており、1995年に従兄弟の
ティエリー・ピュズラと一緒に農業学校に入学しました。農薬の害などについて農民や周辺住民が
知らなかった時代に、ルネ・モスやジュー・ピトン達とも一緒に、当時としては革新的な有機栽培を
学びました。クリスチャン家系は、ロワール地方のブロワ近くで何代も続いている農家ですが、
スタート時には、父親の畑の葡萄が醸造に適していなかったので、畑を借りましたが、現在は葡萄の
植え替えも終えてトータル8ｈａの畑を所有。7つの品種を栽培しています。
土壌：シレックス,粘土質

熟成：4～5年間

6 VdF Regard du loir / Opéra des vins 2011
2011の収穫特徴：
早熟で、葉も健全な状態であったことが、高い品質の可能性を示す最初の指標である。
早熟であったにもかかわらず、ぶどうの果実の成熟はゆっくりと進んだ。

Le Cépage: Pineau d'aunis
「ピノ・ドニス」は、ロワール地方固有の品種です。
地元ではピノ・ドニスをシュナン・ノワールと呼んでいます。
フランスにピノ・ドニスの栽培面積は、1000ヘクタールぐらいです。
フレッシュ感、スパイシ感、木苺の果実のようなワインを作られています。

Le vin et le domaine:
「ロワール川の眺望」と名付けられたこのワインは、ランジュ・ヴァンのエスプリが詰め込まれた、
凝縮感たっぷりのワインです。グラスに注ぐだけのその密度がわかるほど液体に粘度があり、
ワインが揺れて生じる波紋がゆるやかです。
収穫量を15hl/haまで落とした樹齢80年ものピノ・ドニスをゆっくりとワインに
仕上げていった結果です。
基本的な造りは白ワインと共通していて、圧搾後、15-17℃のカーヴにて2～5年目の古樽に入れて発酵・熟成。
その期間は合計18ヶ月で、細かな澱と一緒にした「シュール・リー」状態で旨みを引き出します。
熟成中は、澱引きを一度もしません。
勿論ノンフィルタ、ノンコラージュで瓶詰めされます。
このワインも輝かしい未来が約束された風格あるワインで、じっくりと時間をかけて楽しみたいワインです。
ジャニエール地区はロワール(Loire）河の支流のロワール(Loir)川に沿って広がる
南向き斜面で日照量が特に優れ、温暖なミクロクリマに恵まれている上、
シレックスがたくさん混ざっている石灰質土壌のおかげで 実味が豊かで上品なミネラル感のある
シュナン・ブランができるといいます。
土壌：シレックス,石灰質

熟成：1年間以上
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今回のPDS初めて担当させて頂き、不慣れな進行ではありましたが日本語も足りなくて皆の協力のおかげで
良い経験をもらって勉強になったと思います。
料理人や料理長とホールのスタッフが半分半分参加して頂いてお料理とワインの感想、コメントを
きちんと発表してあります。
ロワール地方の道へ特徴ぶどうの品種を使った独特ワインを味わいが出来て皆がワイン会を楽しめて
勉強になったと思います。
ロワールのテロワールの話したらメッセージが残ってると思います。ワインの造り手さんは農業従事者として
昔の作り方をやり続けて自然と農業を守ってこういう技が無くならないように素晴らしいワインを
造って戦うこと。
お客様にもこのメッセージを一所懸命伝えておきたいと思います。

パリのワイン食堂

トマ

