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今回のワイン課通信は、8月に行われた『ジュラ』地方のワイン会の報告です。

　今回ワイン会で使用させていただいた資料を基に、どのような会だったのか皆さんにご紹介したいと思います。
ワイン会に参加した方は、一度ご覧になられた
ものかとは思いますが、一応がんばって作った
ものなので、もう一度使用させていただきます。
ワイン会に参加された方。
少しは為になったでしょうか？　今回、
なかなか飲む機会の少ないワインをお出し
出来たのは、ムッシュのおかげです。
今回のワインの半分はムッシュがフランスから
持って帰ってきてくださったワインでした。
ありがとうございました・・・。

◎Juraという所について

　先ず、初めに言いたいのはジュラ地方
とサヴォワ地方は全く別のところという所！！！
日本においては、某日本○ムリエ協会の
教本にのっとり、ジュラ地方とサヴォワ地方
が同じページ若しくは、同じ項になっており、
大体一まとめに『ジュラ・サヴォワ地方』と覚えて
しまうものですが、実際は車で3時間も離れて
いるし、気候、土壌、葡萄品種など・・・
何をとっても、全く異なる性質の生産地
だと言うのは明白です。
　今回の会では、特にそのジュラ地方のみを
勉強するわけですが、先ず頭の中から
サヴォワ地方を取っ払ってください。
そうした上で、この世界でも類を見ない
個性豊かなワインを醸しだす土地！
『ジュラ』地方について勉強したいと思います。

↓Pupillanの丘
畑の隣では、のんびりと牛が
帰宅するところ。
有名なコンテというチーズ
を作る牛さんたちです。→

では、何がその特色であり個性なのでしょうか？　順番に見ていってみましょう。

１．A.O.Cについて

大まかに4つ
①コート　デュ　ジュラ　
②アルボワ　(Pupullinを名乗れる村もあります。)
③エトワール
④シャトー　シャロン

①、②は、白、ロゼ、赤、泡、※ヴァンジョーヌ、※ヴァンドパイユ
③は、白、泡、ヴァンジョーヌ、ヴァンドパイユ
④は、ヴァンジョーヌのみ　このほかに、※ヴァン　ドゥ リキュール
(Vin De Liqueur)の※マクヴァン　デュ ジュラがあります。 ↑近くのBIOじゃない畑。土、死んでます。

カチン、コチンです。
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２．Jura地方のワインの特色
これは、 →

なんと言っても、ユニークなのはヴァン ジョーヌ。 トレ
そして、特産のヴァン　ド　パイユ。 カリケール。
どちらもフランス国内では、例外を除いてこの地方ぐらい。 カリケールとは
今回は、そのユニークなワインもテイスティングしていただきました。 フランス語で
ヴァン　ジョーヌなどはなかなか飲む機会も少ないと思いますので 石灰岩、石灰土壌
貴重な体験となったと思います。 石灰質などの意味
ヴァン　ド　パイユは見つかりませんでしたので、この次の機会に・・・。 です。
因みに、先日行われた○MOさんの試飲会には最後の1本が出ていて
その味わいといったら、もう・・・。11月に○MOさんに入荷予定です。

３．Juraの気候の特色

葡萄という果実を栽培するにあたって、とても大事な位置を占める気候。
２の土壌、地形と共にその土地に栽培される葡萄品種や大まかなワインのニュアンス、
酸の構成、栽培方法などを決定付ける最も重要な要素です。
テクニカルなデータでいうと、半大陸性気候、日照は約1700時間とやや少ない。年間降雨量はかなり多く
1100ミリから1500ミリ。(多めのボルドーでも938ミリ)
　さらに、標高の高さなどから来る、朝の冷え込みは厳しく4月の終わりまで霜害が多い。
→後にも述べますが、葡萄の生産地は朝霧がかかるところ、そして葡萄品種も発芽が遅いものを
　選んで厳しい気候に対処しています。

←このように霧で午前中は、覆われることが多いそうです。
因みにこの畑
めちゃめちゃ急です。
頂上に塔があるのですが
Curon(キュロン)
という塔だそうです。
普通の人なら、
明日は筋肉痛でしょう。

４．Juraの土壌、地形の特色

　まず、この地方の土壌の特色として、石灰質の土壌が挙げられます。
ただし、非常に断層が多かったり、褶曲運動によって、複雑になっていて
一言では語ることが出来ません。
大げさではなく、起伏の多いエトワール付近では、数十メートルごとに

性質が代わるとも言われています。 ↑
それでも敢えて、大まかに説明するとするならば、海抜５００ｍ以上は こちらはS.Tissot氏最高の区画
石灰岩がまさにむき出しの表土が薄い地質。(有名なピュピヤンでは La Tour ｄu Curonの畑の土壌。
４５０ｍぐらいの所ですが、窪地状に侵食され、灰色の泥灰岩) Arboisの４００ｍ付近斜面上部
その下部は、灰色の泥灰岩を石灰岩の崩落土が覆う。３８０ｍぐらいの 赤い石灰質の表土。
平地は、粘土質が強い。(珪質の礫を含む) 右上に石灰岩の塊が見えると
そしてまたさらに下部は、虹色泥灰岩(緑がかっていたり、赤い)の基盤です。 思います。ステファンはこの土
そんなこといわれても、さっぱりかもしれませんが、結局のところこの は『トレ トレ　カリケール』
地質の違いが、大まかに植えられている葡萄品種の違いでもあるのです。 めちゃめちゃ　石灰質と
生産者は、植える葡萄品種により適した土壌に植えつけるのです。 言っておりました。

←先ほどのCuronの畑よりも１００ｍ程下部のやや平坦
(とはいっても１５度ほど)な畑。赤い石灰質土壌は全くなし。
打って変わって粘土質の強い灰色の土壌。
とても小さなトラクターで、何年かに一度、土を上げる。
この日は、トラクターの操縦者は研修生。
テイスティング中に突然電話がかかってきて、
こんなもんでいいのかと・・・。
山道を４WDでかっ飛ばし現場に急行し、ステファンが
指示を出しているところ。(当然、飲酒運転)



５．Jura地方における栽培葡萄品種
Tissotのシャルドネの畑。

　葡萄品種は、特色のあるもの。また最近の人気にあやかったもの 馬で、収穫後の土寄せ(Buttage)
がありますが、それほど多くはありません。 をしている

↓
白は、シャルドネ、サヴァニャン、(ピノブラン)、(ピノグリ)
赤は、プールサール、トゥルソー、ピノノワール　のみ。

①シャルドネ
　皆さんご存知、シャルドネです。シャルドネは通常のワインも多く
造られていますが、泡ものにも多く使われています。
ArboisではMelon　ｄ’Arboisとも呼ばれており、
栽培面積はこの地方の約半分。最近の人気にもあやかり
増えつつあるそうです。この品種は土壌への適応性も
高く、ただPupillinの砂利混じり灰色泥灰岩は最も適してるそうです。
成熟は、他の品種に比べて早いので苦労はしませんが、
その分発芽も早いので、春先の霜害に注意が必要です。

②サヴァニャン ③ピノ・グリ と ピノ　ブラン
　サヴァニャンは非常に個性的なノワゼットの香りを持つ葡萄品種 この2品種はそれほど重要
と思われていますし、どの文献を見てもそうかかれていますが、 ではありませんし、ほとんど
私は、そうは思っていません。むしろ、その特異な香りは、 栽培もされていません。
醸造の手法によるところが多いと思います。それは、 ただ、ピノブランは、AOC Arboisの
あまりにもヴァンジョーヌという個性的なワインが存在する為、 白ワインにのみ。ピノグリは発泡性ワインに
そのイメージが先行している為だと思います。 ブレンドしてもいいそうです。
ただし、本来ゲヴュルツ・トラミネールと親戚らしく、
有力な説は、オーストリアのトラミネールとほぼ同一品種で ←　通りすがりのかた？
芳香性豊かな品種であることは、間違いありません。 にもおすそ分け。
別名　Natureとも呼ばれJura地方の約１２パーセントの 貴重なワインを試飲
栽培面積を占めています。この地では特に、灰色がかった 出来て、大変ご満悦
青っぽい泥灰土を好み、その地質は、特にシャトー・シャロン の様子。(シャトー
辺りで見られます。さらに成熟が遅い為、日照の少ない シャロンを手にとって）
この地においては、南向きの斜面で日照の確保が求められます。

④プールサール
　Ploussardとも綴られていまして(OVERNOYではこちらですね) 約３００Haとこの地の栽培面積の約２０％
を占めています。　色素はそれほど強くなく、タンニンは多くなくキメ細かい。そしてなんといっても香りが高い
ワインを生み出します。ただし、このワインを”重い”と表現する人もいて、捕らえ方は人それぞれです。泥灰土
を好み、特にPupillinの辺りは◎。個人的にはこの品種のヴァンドパイユを皆さんに飲んでいただきたかった・・・。

⑤トゥルソー
　僅か１００Ha、6％ほどの栽培面積しかなく、人気のピノノワールに押しやられてきてはいるが、非常に興味深い
セパージュです。ある文献には『鉄の拳』などというニュアンスで表現されているし、ある文献には、非常に繊細で
上品と・・・。私が思うに、造り手のイメージの伝わりやすい葡萄なのではないかと。ただし、栽培が難しいのと
成熟の遅さ問題があり、そして粘土質の向きのよい斜面でしかよい結果が生まれないらしいです。
しかし、一度素晴らしい造り手の手にかかると、独自の個性を持った素晴らしいワインへと変貌を遂げるのです。

⑥ピノノワール
　世界的な人気もあり、ここジュラ地方でも栽培面積は プールサールの畑
広がっています。泡もののブレンドに多く使用されて 樹齢は４５年ぐらい
いますが、スティルも素晴らしく、もともとブルゴーニュ って言っていました。
の石灰質の基盤と続いていたそうですから、ピノノワール Guyot Double
が成功しないわけがありませんし、石灰質の土壌を好む でしょうか？　→
この葡萄品種にジュラの土壌はあっているのでしょう。
ただし、ブルゴーニュ同様、収穫量を落とすこと。

こちらはシャルドネを天井につるして →
※Passerillage。収穫後翌年2月ごろ ※パスリヤージュとは、陰干しや
にかけて乾燥。その後、圧搾した わらの上で乾燥し、水分を
僅かな糖度の高いぶどうジュースを 飛ばすことで、糖度の高い
ゆっくりゆっくり発酵。最高アルコール17度 果汁を得る手法です。



　※Juraという地方は、あまりにも日本人、いや世界的にマイナーな プールサールをわらを敷いた
生産地ではありますが、このように非常に個性的でここにしかない すのこでPasserillage　↓
ユニークなワインたちがたくさんあります。
どう考えても、もっと評価されていい生産地であるし、それだけの
素晴らしいワインの宝庫であります。
１９世紀は２００００Haもの栽培面積を誇りながら、フィロキセラ禍
や戦争といった困難を経験し、一時は衰退してしまいました。
献身的な生産者たちの努力によって、まさに今Jura地方が
見直されるべき時期が来ているのではないでしょうか？
また、特にArboisにおいては総栽培面積の約30パーセントが
BIOの農地だということで、(フランス全土では2～3％)
環境に考慮した生産者も数多くいるようです。
もしお客様が、ユニークなワインをお探しでしたら
ジュラという所のワインをオススメしてみるのも面白いと思います。お客様をあっと言わせるような
ワインもありますので、お口に合えばきっとオザミのファンになってくれるかもしれません。
そういう、引き出しのひとつとして機会があれば・・。

６．今回の料理とワインの紹介

今回はジュラがテーマということで、あまり手の込んでいないシンプルな味わいの料理と
この地方の伝統的な食べ物というテーマでマリアージュを試みました。
実際教科書には載っていても、試してみたことがある人。意外に少なかったのではないでしょうか？
まず、①、②にあわせて、いのししの自家製ソーセージを本店の料理人の方々が作ってくれました。
③から⑥のワインに合わせて、ブレス鶏をヴァンジョーヌで煮込んだものにモリーユ茸を合わせて
また、一緒にジュラのチーズを3種用意し、チーズの勉強もさせていただきました。
本当は、写真もおのせしたかったのですが、容量が大きすぎて・・・。
何か方法はあるはずなのですが、コンピュータに弱い私なので・・・。すいません。
因みに、チーズはコンテ24ヶ月、モルビエ、ラクレット それぞれフランシュ コンテ地方産のものを使用しました。

①Arbois Poulsard'05/Stephan Tissot
　香りの中に、黒系の果実の香り→スパイスを感じる方が多かった。タンニンがまだ若々しいので
今回のソーセージよりもっと脂身の多い肉とあいそうという意見が多かった。SO2無添加の割りにきれいなイメージ

②Arbois Trousseau"Cuvee du Puceau"'04/Jean Marc Brignot
　今回の料理とは、こちらのほうが相性がよかったようだ。また、還元香が強く、テイスティングに皆
苦労していたが、その中にある爆発的な果実味とミネラル感にたどり着けた方は、興味を引いていた。

③Arbois Chardonnay"Les Bruyeres"'05/S.Tissot
　非常に美しく、伸びやかな酸。洋ナシなどの熟れたフルーツの香りの中に、穀物系や何か植物的なイメージの
香りを感じた方が多かった。料理はもう少しシンプルなものと合うという意見が多かった。

④Arbois Chardonnay"Cuvee Luron"'79/Camille Loye
　とても美しく熟成したシャルドネ。ヨード、ナッツ、など大変複雑な香りの宝庫。そしてまだいきいきとした酸が
ベースに存在しており、料理との相性も申し分なし。もう生産されていない生産者の貴重なワイン。

⑤Arbois Savagnin Ouille'00/Pierre Overnoy
　オヴェルノワさんの大変貴重な非売品。ヴァンジョーヌとして出なく補酒なしで仕込まれた。しかし、味わいは
ほぼヴァンジョーヌ。そしてなんといっても余韻が長すぎ。そしてその余韻に浸っているうちにいつの間にか
体の中に溶け込んでいく。余韻が消えたことにも気づかない超人体浸透ワイン。

⑥Ch.Chalon'92/Jean Macle
　香りが複雑すぎて、挙げればきりがない。ハシバミ、メープルシロップ、蜂蜜、クミン、シナモン・・・・・・。
全ての要素が高次元でバランスよく調和。この後何年熟成するものやら・・・。100年はカタイ。そう思いましたよね

⑦Macvin du Jura/Jean Macle
　未発酵の果汁にマールを加えたヴァンドリキュール。この地方では、食前酒的に飲まれるそうですが
勉強会ということもあり食後酒として。私が飲んだ中でも一番厚みがありました。何年も本店で熟成してたから？

⑧Echezeaux’８７/DRC
　最後にムッシュより、ブラインドで。正解者は０．こんなワインを出してくださるなんて思いませんでした。
こんな素晴らしいワインをテイスティングできるなんて、今回は皆さんラッキーでしたね。味わいは、言葉では
なかなか表現できないので、飲んだ方に聞いてください。



ついでに・・・
手持ちの資料や、写真を何点か。　何かの役に立つでしょうか？

写真① 写真①
ジュラ地方独特の仕立て方。　Guyot Double →
の変形でしょうか。　Taille en Corge といい
結果母枝をアーチ状に誘引するのが特徴です。

写真②　ピエール・オヴェルノワ氏・エマニュエル・ウイヨン氏
のメゾン・オヴェルノワでは毎年　7月1日の葡萄の花(果実)
のサンプルをとり、保管、研究しています。
左から1981年、1995年、2003年のサンプルです。
見てわかるとおりだんだん大きくなっています。
オヴェルノワ氏曰く、地球温暖化の影響だといいます。
その結果、葡萄の生育リズムにズレが生じ、開花から
収穫までの期間が短くなりつつあり、より深みやフィネス
を保つのが困難になってきている。とおっしゃっていました。
↓
写真②

写真③
葡萄の搾りかすです。
ジュラ地方では伝統的に
搾りかすで自家製マールを
造ります。ジュラだけでは
ないですが、結構自家用に
造っている人は多いです。
この地方では、マクヴァン
デュ ジュラに使われたり
しています。実は、オヴェル
ノワさんもマクヴァンを
造っています。

写真④ 写真 ↓ 写真③
誰もが尊敬の念 →　④
を抱くピエール・
オヴェルノワ氏。
子供を授かっていない
彼は、その全てを
エマニュエル・
ウイヨン氏に
引き継いでいます。
左の女性は、ウイヨン氏
の奥様。子供たちは
ウイヨン氏のお子さん。
奥さんは経理などを
担当しております。
オヴェルノワ氏は
この子供たちを孫のように
溺愛し、ウイヨン家とオヴェルノワ氏はまるで家族のようでした。

写真⑤
← Stephan TissotのArboisにある、
ショップには自分の畑の土壌が
飾られています。上部は石灰岩の崩落土。
この写真は夜に撮ったので
見づらいですが、赤みがかった石灰質の
土壌だったと思います。

今回もいろいろな方にご協力を頂きました。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワイン課　　林　真也


