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オークと十尊の関係

ウイスキー，ブランデーやワインなどの酒類と樽の関係については実用面，科学技術萄から多数の知見が

集積されてきている。これは，樽がこれらの酒類の品質にいかに大きな影響を及ぼすかを示すものと思われ

る。今回，樽の専門家である筆者に，樽材となる世界の主要なオークについて，その特性，酒類製造への利

用の歴史，現状からオーク資源の今後にまでわたり詳級に解説していただいた。

貯蔵・運搬容器から熟成容器へ

フランス北方のゴール人 (GauD による発明とい

われる木樽が溶と結びつけられるのは，ローマ人がガ

リア遠征でゴールの木樽を持ち帰り，ワインの貯蔵，

運搬に使うようになってからといわれます。それ以前

ギリシャ，ローマでっかわれてきたヤギの革袋は未熟

なワインがなかで発酵して破裂し，アンプォラは持ち

運ぶ途中で落とされ割れて，せっかくのワインを台無

しにしました。木樽はそれら悩みを解決するとともに

長距離輸送を可能にし，ヨーロッパの広い範翻にワイ

ン文化を広めました。やがて 15世紀初めアランピッ

クが登場し，スピリッツや酒精強化ワインは樽詰めさ

れ，船に揺られ海を渡りました。ある白物i塗に忘れら

れた樽を開けたところ，中身が素晴らしい芳香，澄ん

だ色，まろやかな味を持つ美酒に変わっていた。船の

パラストとして船底に積んだ酒が赤道を何度も通過し

そのお陰で美味しくなり，その評判からわざわざイン

ドまでの航海を往復させた酒がロンドンでプレミアム

がつき 20倍にも高く売れた (Vinho da Rodaニ

round trip wine)云々。こういった樽にまつわる話

しは多々ありますが，世界の酒類業界で<熟成効果>

が確認され，積極的に熟成容器として使われるように

なるのは比較的最近で，ようやく 19世紀に入ってか

らと考えられますり。ウイスキー，プランデーなどス

ピリッツにとって，樽は品質を決定する最も重要な要

素の一つで，膨大な資金が投入され，大量の原瀬が樽

で寝かされてきました。一方ワインも両様に樽なしで
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は語れません。グランクリュのワインは樽育成を経て

長期熟成型ワインとして市場にだされます。新興産地

のアメリカ，南半球のワイナリーでは伝統産地に学び，

樽を駆使し，理想のワイン造りをめざしました。ひと

びとの生活で長く使われてきた木樽は時代の流れとと

もにその役割を終え，いまやワイン・スピリッツの貯

蔵以外にその用途は見当たりません。樽市場の将来を

考えると多難を極めます。樽熟成された澗がこれから

も人々の支持を得られるか，業界を担う樽職人の高鈴

化，新人育成の問題，地球環境が変化するなか，大切

な森林を維持継続していけるのか<需給ノてランス>が

開題です。

樽の出現とオーク

ヨーロッパ各地の発掘現場(ドニューブ川流域，ラ

イン川流域，ガリア，プリテンなど)から出土した樽

の材質は I世紀 BCのものはモミ， トウヒ，松の針葉

樹でした。そして 1世紀 ADになるとそれにブナ，

クリが加わり， 2世紀にはブナ，クリがオークに代わ

って， 3世紀以降はすべてオークにとってかわりまし

た2)。左右対称で両端が絞られた樽は液体の運搬(の

ちに長期貯蔵も)という限定された使用から発明工夫

されたと考えられます九初期に使われていた針葉樹

の樽は液体用器として使うには内面，接合部を松脂や

ピッチなどでコーティングする必要がありました。そ

こで内商加工なしでも防水性があり耐久性も優れたオ

ークに移行していきました。現在ワイン，スピリッツ

の樽にはオーク，なかでも Quercusrobur， Quercus 
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petraea， Quercus albaの3種オークが使われます。

これらのオークが選ばれる理由として，①液体の貯蔵，

運搬容器として防水性，耐久性があること，②容器と

して適当な大きさが得られること，C3:樽の形(両端を

切り落とした回転楕円体)に成型，維持ができること，

④漏れないが適度の浸透性があること，⑤含まれる成

分が貯蔵される酒の味，香り，舌ざわり，色に貢献す

ること，⑥豊富に入手が可能なことが挙げられます。

ヨーロッパのオーク

ヨーロッパオークにはケルカス・ロブール (Quer-

cus robur，堅牢なオーク)とケルカス・ぺトラエア

(Quercus petraea，岩のオーク)があります。ロブー

ノレは杷沃な土壌，長豊富な水分を好み早く大きく育ちま

す。一般にイングリッシュオーク，リムーザンオーク

と呼ばれます。ペトラエアはその名が示すとおり岩の

上にも育つほど皐魅，痩せた土壌(砂地などは理想

的)にも耐え，また森林を形成してゆっくり育ち均等

で，徽密な木呂を持ちます。どちらもヨーロッパ全域

に分布し，同じ地域，森に共生します。導管を遮断す

るチロース (Tyloses)が少なく，比較的に防水性が

乏しいためフランス語でメレン (Merrain) と呼ばれ

る柾目，割り材にされます。割り材にしないと“自通

し"すなわち導管が樽内外へ貫通し，液漏れの原因に

なります。メレンの歩留まりは悪く， 1本のオークか

らできるのは 225リットル容量のワイン樽が 2本と底

板 3枚といわれます。

フランスのオーク

ヨーロッパオークの中ではフランスオークの品質が

他掴に秀で，商業的にもっとも価値があります。その

理由は森林の豊かさ，行き届いた管理にあります。フ

ランスは国土の 1/3，1400万ha(ヨーロッパ全森林

面積の 40%)が森林で占められ，そのうち 1/5，250 

万haをオークが占めます。 1346年フリップVltf:l:

(在位 1328-1350年)により“Brunoyの河川，森林管

理令"が出されたのを皮切りに，革命後ナポレオン III

世のころ一時的に危機的状況になったこともあります

が， 700年にわたりサステイナブルな森林管理が連綿

と続けられてきました九 17世紀にはルイ XIV世

(太陽王在位 1643-1715年)の参謀コルベールが悶

有林を各地(トロンセ，ベルトランジュ，ジュピーユ，

ダノレニーなど)に設け，頑強なオークを船舶の用材と

して確保しオランダ，イギリス艦隊に対抗しました。

現在，樽材は，国土の面積の 15%にあたる森林を管

理する ONF(フランス毘立森林公社)が競売にかけ

るオーク大木“hautefutaie"と，国土の 10%にあたる

私有林から伐採されるオークがあります。従来，フラ

ンスのオークは，産地，たとえばAllier(アリエ-

lレ)， Nev巴rs(ヌベール)， Troncais (トロンセ)，

Centre (センター)， Vosges (ヴォージュ)，

Limousin (リムーザン)などにより区別され，取引

上:ケルカス・ロブール (Quercusrobur :別名 Q.

pedunculata， English oak， Limousin oakなど)

下:ケルカス・ペトラエア (Quercuspetraea :別

名 Q.sessilifolia， Sessil巴oak，Durmast oak， Chene 

Rouvreなど)二つのヨーロッパオークはヨーロッ

パ全域に広く分布，混在する。ドングリのイすき方で

簡単に見分けできる。ロブールは校からでる柄の先

に実をつける。(有柄)ぺトラエアは校から直接ド

ングリをつける。(無柄)両者は自然交配し交雑穫

が生まれ，土壌，環境に順応する。

第 1図 ヨーロツパのオーク
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されていました。しかしそれぞれ地域の面積は広く環

境，成長パターンは一律でなく品質にはばらつきがあ

ります。ロブールとぺトラエアの両方が混成し，人に

より産地ごとの特徴など，認識もまちまちです。トレ

ーサピリティが関われるいま，オーク木自の密度=年

輪巾=成長のスピードで樽，樽材が選ばれるようにな

ってきています。一般的に木目の細かいものがペトラ

エア，広いものがロブールで， VTG=年輪巾 1mm，

ぐrG 1…2 mm， MTG=2-3 m m， MG=3-4 m m， 

OG=4mm十などと表記されます。

ブランデー用のf尊

ブランデーの両雄，コニャツク，アルマニヤツクの

樽はどちらもロブーノレですがそれぞれテロワールを反

映した地のオークが使われ，ふたつの違った偲性のプ

ランデーが出来上がりました。コニャックにはりムー

ザンオークが使われます。アングレームの東のなだら

かな丘陵地帯に生えるオークで，木目は広く，不規則

でタンニンが多く，オードヴィーに早く，濃く色を付

けます。アルマニヤツクにはモンレズン (Monl-

巴zun)の森から採れるガスコーニュ別名ブラックオ

ークが使われます。これはリムーザンよりもさらにタ

ンニンが多く，より濃い色をつけてアルマニャック独

特の野性味ある酒質を作ります。しかしブラックオー

クは一時のブームで乱伐され，いまでは良材が滅り，

代わりにリムーザンオークが使われるようになりまし

た。アルマニャックの酒質の変化を嘆くファンも多い

ようです。どちらのオークも新樽はタンニンが多いた

め，短い熟成ではその良さは引き出せず木香 (boise

ボワゼ)が強くなりすぎます。よく使いこんでいくこ

とが重要です。コニャツクで使われるもう一つのオー

クがトロンセオーク(ペトラエア)です。リムーザン

オークと比べると木目が詰まっていて成分溶出，交換

作用がゆっくりです。長い熟成をとおしてイギリス人

が好むような Old& Pale (薄色の古酒)コニャック

になります。コニャックとアルマニャックはボルドー

とブノレゴーニュの関係に例えられます。前者は大手の

ネゴシアンが幅広いタイプの原酒を蒸留所，蒸留農家

から買い付け貯蔵熟成，ブレンドして市場に出し，後

者は小さな作り手が自らの創意，スタイルで蒸留，樽

貯蔵して個性ゆたかなブランデーをつくります。長年

の樽熟成で老齢したアルマニヤツクにはランショ

(rancio) と呼ばれるよく酸化熟成された天然甘味ワ

イン (VinD巴uxNatur巴I)にもみられる甘い風味が

あります。

ワイン新樽ブーム

1970年代フランスのメレン用オークは年間 80，000

m3だったのが，80年代終わりに 100，000m九2002

年には 320，000m3まで増加しました。これは 228リ

ットルワイン樽に換算すると 65万樽にあたります。

このうち 60%は世界中に輸出されました6)。現在， 60 

軒ほどの製樽所が稼働しており，このうちボルドー，

ブルゴーニュ，コニャックの大手製樽所は 20世紀後

半のワイン樽ブームで輸出に力を入れ急成長しました。

この数十年のあいだでワイン<新樽>の使い方がグロ

ーパル化され世界に広まりました。新樽のメリットと

は①コントロールド・オキシジネーションによりエタ

ノールがアセトアルデヒドに変化してタンニンとアン

トシアニンの重合を促し，②これによりタンニンがま

ろやかになり，荒いタンニンは沈降し，③樽の容量が

適度に小さいことからオリの沈降，清澄が自然におこ

ること，④赤，自ともオリとの接触 (surlees) を図

ることができ，⑤酸化還元レベルの管理でブドウの第

一アロマをよく表現できる，⑥オーク，ココナツミル

ク (methyl-β…octalactone)，クロープ (eug巴noI)，

バニラ (vanillin)，キャラメル(fureneoI)， トース

ト (methylfurfural) ローストアーモンド (dimethyl

pyrazine)などの香味が付加される，⑦ベジタル臭が

消失する，などです7)。ワインの世界では樽利用に限

オーク樽材の成分比較5)
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らず，醸造技術全般の情報交換がワイナリー，大学，

研究機関，製造販売業者，を通じて盛んで良いアイデ

アは公表され，他者にも取り入れられます。最近では

樽材の自然乾燥(シーズニング)と内部の加熱処理

(トーステイング)が研究，改善されてきました。ワ

イン樽への理解は深まり，よりうまく活用されていま

す。グローパノレ化は一部でワインの脱個性化と懸念す

る人もいますが，世界のワインのレベルアップにつな

がります。

ヨー口ッパ他地域

ワインの新樽利用が世界に広がり，フランスのオー

クの価格を左右する ONFの競売価格が年々上昇する

なか注目されるのがヨーロッパ他の国，地域です。メ

メルオーク (Meme])はリトアニアの輸出港で 1914

年のソビエトによる占領以前はここに大量のオークが

ポーランドの農村(冬場，農閑期の仕事として)から

集約され，ヨーロッパ南部，イギリスへ出荷されてい

ました。また現在のセルビア，ボスニア，クロアチア

からはスラボニアンオークとして樽材が流通していま

した。これらの国，地域の一部では 1990::cj三台初め“鉄

のカーテン"の撤去に伴いオーク樽材が商業化され，

産地として確立，再建されつつあります。地域差はあ

りますが，一般的に特徴はアメリカンオークとフラン

スのオークの中間的といわれ，価格はフランスのオー

クより 20~30%割安です。そのなかで今，注目され

る地域のひとつはハンガリーです。北部のトカイ地方

(Tokaj : ~三大貴腐ワイン産地のひとつ)ゼンプレン

(Zemplen)森林はペトラエアの美林で，なだらかな

山のふもとの流紋岩，安山岩の石灰華岩擦に，寒冷な

気候，痩せた土壌のもと，普通より 30%遅く生長し，

木目は細かく，タンニンは柔らかで温かいスパイス，

シナモン，ナツメグ，クロープの香りがある高品質の

樽材です8)。フランスのオークが不足するなか，その

ギャップを埋めるーっとなりそうです。

ス/'.ニッシュオーク，フォーティファイドワイン

ヨーロッパオークのなかで特異な存在はスペインの

オークです。スペインでは，従来からワイン周として

アメリカンオークが好まれ，最近は晴好の変化，高級

化からフレンチオークの割合も増えています。北部 4

丹、1，ガリシア，アストゥリア，カンタブリア，ノTイ
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ス・ヴァコスには自国産スパニッシュオークがありま

す。専らシエリー樽，しかもイギリス，アイルランド，

日本への輸出用として使われています。シエリーがイ

ギリスに樽で輸出されたころ，その空樽にスコッチウ

イスキーが詰められモルトウイスキーのキャラクタ一

作りに欠かせないものとなりました。 20世紀半ばま

でシエリーはイギリスに樽で出荷されていましたが，

それ以降，ディスティラリーはシエリーボデガから空

樽を買って本匡へ送っていました。シエリーの売上は

1979年を境に年々減少し，だんだんとシエリーの古

樽の入手が困難になってきました。そこでスコッチデ

ィスティラリーは新樽を購入し，シエリーボデガにシ

エリーを詰めてもらい，樽処理する“シエリーシーズ

ニング"sherryseasoningをはじめ，スパニッシュオ

ークを適材として選びました。スパニツシュオークは

ロブーJレが主体 (85%)で標高のあるところに生える

ため成長は比較的還し木目は細かくぺトラエアの成

分プロファイルに似て，控えめのタンニンと豊な芳香

成分があります9)。ヨーロッパオークながら割り材で

なく，柾自に沿って厚めに挽き材(鋸引き)にされま

す。シエリーシーズニングの効果と相まってウイスキ

ーに独特の色と滑らかな舌ざわりを与えます。シエリ

ーシーズニングのおかげで一時減っていたスパニッシ

ュオークの生産は復活しつつあります。一方，本元の

シエリーボデガではバニラ香が高く，ソレラシステム

で長く使えるよう耐久性を求め，アメリカンオークが

選ばれます。スパニッシュオークの今後はスコッチウ

イスキー，特にモlレトウイスキーと高級ブレンデッド

ウイスキーの動向次第といえます。シエリーと悶じく

英国に育てられた歴史をもっポルトガルのフォーティ

ファイドワイン，ポートはメメルオーク (Meme])

が使われました。また一時ポルトガル北部に生えるロ

ブールも使われましたが森林管理の悪さから枯渇しま

した。また，ポートが樽で出荷されていたころは輸送

用としてその頒強さからクリの樽が使われました。今

でもその名残で古いクリ樽を見つけることができます。

そして 20世紀前半ポートの出荷が増えるとアメリカ

ンオーク(ニューオリンズオーク)が使われ始めまし

た。ポートの熟成には 600リット Jレ容量のロッジ・パ

イプ (LodgePipe) と呼ばれる樽またはそれより小

さい樽が使われます。酸化熟成が自的でニュートラノレ

な古樽が好まれ，修理を重ねて数十年使い込みます。
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シエリーのソレラ・クリアデラは熟成プラス，ブレン

ドのシステムです。樽の中のワインの一部を年に数回，

俵積みされた樽の上段から下設へ移して新酒，古酒の

均等化を翻る一方，ワインの移動でエアーレ}ション

を促します。ポートではこれと異なり，オリが残った

状態で樽詰されるのでワインは定期的にラッキング

(オリ引き，樽替え)され，このときエアーレーショ

ンされます。 I年自のワインは年3田，二年自には 2

罰，その後は年 I田ラッキングされ，そのつどワイン

は樽から出し入れされます10)。大西洋に浮かぶマディ

ラではワインに前出の往復航海 Vinhoda Roda効果

を再現するためエストゥファゲムといわれる加熱プロ

セスが施されます。ワインは大樽で 45~500Cの熱い

室に 4~5 カ月貯蔵されその後小樽に移されます。こ

の加熱工程によりマディラは熟成が進み，ほど良く焦

げた甘い風味をおびます。マディラの最盛期にはポル

トガノレ本土で作られたアメリカンオークの樽が使われ

ました。残念ながらシエリー，ポート，マディラはヨ

ーロッパ，米国での消費が落ち込み，樽の新規需要も

めっきり少なくなりました。これらフォーティファイ

ドワインの共通点は，ソレラ，あるいはラッキングに

よるエアーレーション，加熱プロセスなどで，ワイン

の状態をチェックしながら時聞を掛けて酸化熟成され，

独特の豊な個性が生まれることです。そのためには長

く使い込まれ，良く手入れされた樽が不可欠です。

アメリカのオーク

ケルカス・アルパ (Quercusalba) ，アメリカンホ

ワイトオークは北米大陵で西はプレーリーの手前まで，

東はメイン州，北はカナダのオンタリオ，ケベック，

南はディープサウス(ルイジアナ，ミシシッピー，ア

ラパマ，フロリ夕、)まで広くまで分布します。この広

い生育地域の中で樽材生産がされているところは限ら

れ，時代とともに移り変わってきました。アメリカの

ウイスキー蒸留は回世紀半ばからスコットランド，

アイルランド移民によってペンシルパニアで始められ

ました。当時は数百リットルの蒸留器をもっ小規模の

ディスティラリー(ほとんどが小さな農家)が数千と

あり，初代大統領ジョージワシントンもパージニアチ1'1

マウントパーノンの敷地内にディスティラリーを構え

ていたそうです。独立戦争の後処理のため酒税が導入

されると，その支払いに窮した蒸留者は内陸のケンタ

ツキー，インディアナ，テネシーなどに移転しました。

このころムーンシャインと呼ばれる密造も横行しまし

た。当初，樽は消費地への輸送用として使われ，熟成

容器として積極的に運用され始めたのは回世紀半ば

からです。

アメリカンオークの特徴

ヨーロッパオークに比べ導管を遮断するチロース

(Tyloses)が多く形成され，多少の呂通しがあって

も液漏れしません。そのため追い柾挽き (quart巴r

sawn)できます。硬いながら粘りもある，樽に加工

するにはぴったりな材質です。生長スピードはヨーロ

ツパのロブール，ペトラエアより早く 60年から 80年

で樽材になります。樽のコストからするとヨーロッパ

オークの半分で済みます。現在樽材の産地はミズーリ，

ケンタッキー，テネシー，インディアナ，オハイオ，

ペンシルパニア，ウエストパージニア，パージニア，

ノースカロライナなどで 85%は私有林から伐採され

ます。従来木材取引は森林所有者→ブローカー→製材

所のネットワークが細密に張り巡らされ，オークは広

い地域から供給されていました。しかし現在では木材

需要の減ったこと，機械化された大手が優位に立ち小

規模生産者は淘汰されたことで，樽材製材所は全米で

15軒ほどになり，携わる業者もずっと減っています。

ケルカス・アルパ (Quercusalba :別名 whiteoak，アメリカンホワイ

トオーク)北アメリカに広く分布する。レッドオーク，ヒッコリー，ポ

プラ，シカモアなど他の樹種と混在して生える。森の中の見分け方:表

皮が銀白色に光って見えること，周囲にドングリが散乱すること。 10月

後半には黄葉し壮観です。

第 2図 アメリカンホワイトオーク
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アルパはバニラ香が高く，ココナッツミルク様の独特

の甘い香りがあり，ヨーロッパオークと比べるとタン

ニン，芳香成分は低めです。少ない割合ですがアルパ

以外にもパーオーク (Buroak : Quercus marrocar 

pa)，チンカピンオーク (Chinkapin oak: Quercus 

muehlenbergiilが樽材として使われます。

パーボンバレル

アメリカでは 20世紀初め，禁i商法時代前後には年

間 2000万もの樽がウイスキーを含むあらゆる物品の

貯蔵，運搬の容器として作られ，それ以外にも大量の

樽材がスペイン，ポルトガル，フランスなどヨーロツ

パに輸出されました。それらはミシシツピー，ハドソ

ン川を下り，船積みされる港名からニューオリンズ，

ニューヨークオークと呼ばれました。このころ大手の

製樽所は機械化され， 1日に 800樽作るところもあっ

たそうです11)。ノfーボン樽生産のピークは

1940~1960 年代で年間 200 万樽を超えることもあり

ました。今では年間 50万から 100万樽の聞で推移し，

稼働している製樽所は 5軒です。容量は 50USガロ

ン約 190リットルと小さく，薄めに挽かれた樽材は交

換作用が早く，内面を強くチャーされウイスキーにE詳

したっぷりと甘いキャラメル様な香味，スパイス，

スモ…キーさをつけ，色濃く男性的で荒々しいキャラ

クターのパーボンウイスキーが生まれます。パーボン

パレノレがこのようなかたちになったのは禁酒法が解け，

アメリカのディスティラリーが販売する酒が全くなか

ったとき，豊富に在庫を持つ競争相手のスコットラン

ド，アイルランドのディスティラリーに対抗するため

少しでも熟成を短縮して販売する必要があったからと

考えられます。

パーボンー空(イチアキ)樽

ノて…ボンウイスキーは新樽で最低 2年，平均して 4

年熟成され，使われた樽は転売されます。売却先は，

スコッチウイスキー，アイリッシュウイスキー，カナ

ディアンウイスキー，ラム，ティキラなどです。パー

ボンディスティラリーにとっては好都合で，良い収入

源，樽購入費の軽減になります。一番のお得意先は盟

友スコッチウイスキーです。スコッチウイスキーは

19世紀半ばブレンデッドウイスキーが発売され，そ

れまでの地酒から都市に市場が拡大しました。当初は

第 104巻 第 B号

シエリー，ポートの空き樽，ビール樽，ワイン樽が貯

蔵に使われていました。やがて第 2次大戦後，穀類統

制がとれ経済成長も進みスコッチウィスキ…は増産さ

れました。増産に必要な貯蔵能力を確保できたのはパ

ーボン樽があったからです。そのころパーボン市場も

スコッチ同様活況を呈し，大量の樽が放出されるよう

になりました。スコッチ業界はパーボン樽を解体，

入し，リメード・ホッグスヘッド (Remade Hogs-

head) と呼ばれる改造樽を作り始めました。側板は

一度使われたノてーボン樽，底板にはオーク新材が使わ

れ， 54インペリアルガロン， 245リットル容援に改造

されました。大量の樽を安価で、確保することに成功し

たスコッチウイスキーはその後最低 3年間のオーク樽

貯蔵が定められると，貯蔵期聞を表示してブランドイ

メ…ジを高め世界市場でのシェアを伸ばしていきまし

た。横民地として長くつらい歴史を持つカリブ海，中

南米諸国で生産されるラムにもたくさんのパーボンー

空樽が使われます。 1960年代， 70年代ホワイトスピ

リッツの人気の-fiを担ったパカルディ，ハパナクラ

ブなどは連続蒸留タイプで，樽熟されないホワイトラ

ムでした。カクテルベースとしてはウオツカ，ジンの

後震を拝していますが，最近ではポットスチルタイプ

で，樽熟成のラムも世・界の市場で注尽されています。

新樽，ワイン，コニャック樽なども使われます。バラ

エティに富み，熟成ポテンシャルの高いラムは今後が

期待されます。

アルパのワイン樽

1980年代からカリフルニアで徐々にワイン用にア

ルパが使われ始めました。

当初，製樽所(製材所)はパーボン樽生産の手法か

ら抜け出せず，人口乾燥した樽材を使いト…スティン

グの技術もなくワインとオークの接触，交換がうまく

いきませんでした。やがて 1980年代初めナパバレー

にフランスの製樽会社数社が進出し，アルパのワイン

樽を作るようになりました。試行錯誤のすえ徐々に問

題が解決されワイン樽として評価されるようになりま

した。改良点、は①自然乾燥を最低 2年(二冬を越す)

すること，②トースティングはフランスオークより高

めの混度で長く行うことでした。いまでは成分プロフ

ァイル，交換スピードの面から木自の詰まった生長の

遅いオークが好まれ，ミズーリ州南部， ミネソタ
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テネシー州東部などオーク産地が指定されています。

カベルネ，メルロー，シラー，ジンファンデルなどと

相性も良く，フランスオーク樽の値段が高騰する中，

使われる割合も増えています。

オーク資源の今後

ジャンシス・ロビンソンが寄稿した記事にこうあり

ます。「新樽といえば今になって気付くことは・世界

の貴重な森林の柏当多くの部分を無駄にワイン造りに

費やしてしまったことである。中路 多くの新しいワ

イナリーにとって，新樽こそがワインを作る魔法の杖

であるかのように思われていた。J12)今では，その新

樽ブームも落ち蓑きを見せ，ヨーロッパで、はオークを

供給する産地も徐々に広がりを見せています。一方，

時折環境保護団体などから話題に上るのがパーボンウ

イスキーの新樽一回使用です。しかしパーボンー空樽

がほかの酒に再利用(転売)されること，またアルパ

の生長撃は 1980年以降徐々に増え続け， 1949年以前

のレベルに戻っており，資源としては減っていないこ

とから法令を変えるまでには至っていません。森林管

理には世代を超えた， 100年単位での施策が必要とい

われます。森は手つかずに放置すれば衰退します。簡

伐，校払いなどを施し，乱伐せず有効活用していくこ

とが将来につながります。事情は各国異なりますがオ

ーク資源の今後は政府の先見，製樽業をはじめとする

関連業界の力量にかかっています。

<有限会社オークバレル>
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