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ボルドー最新事情

ワインの品質向上のための新しい技術は，新興ワイン産地だけのものではなく ，ボルドーのような名声の

確立した産地においても積極的に導入されている。また，新しい技術を支える研究と教育にも力が入れられ

ている。ボルドーに 3年間滞在した筆者に， 最新のボルドー情報をご紹介いただいた。

はじめに

2009年から 2012年までフランスのボルドーに滞在

し，大学にてワインの香りについての研究活動，ワイ

ン官能評価の講座受講，および現地の醸造所での実習

を行った。その間に得られた情報を紹介したい。

大学および研究室の紹介

ISVV 

Institute des Sciences de la Vigne et du Vin 

ぶどうとワインの科学アカデミー

ボルドー第 1大学~第 4大学(含む第 2大学醸造学

部)， INRA， ENITAb，各種高等専門学校など，ワ

インに関連するほほ全ての教育，研究機関が集結して

第 1図 ISVV外観

第 2図 ISVV外観と試験圃場

Recent Topics in Bord巴aux

篠 田 健 太 郎

2009年に現在の場所 (Villenaved'Ornon =かつての

場所から 3kmほど東に位置する)に移転した。

ISVVは教育と研究の二つの部門から成る。

第 3図 ISVV正面入口

第4図 テイスティングルーム

Kentaro SHINODA (Suntoη Wine Inte門 zationalLimited Tomi-no-oka Winery) 
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第 5図 テイステイングルーム内部

教育部門の中に DUAD(Diplome Universitaire d' 

Aptitude a la Degustation des vins -ワインの官能評

価適正認定基準一)の講座がある。DUADは，ワイ

ンの官能評価方法そのものだけではなく，結果として

あらわれるワイン香味特徴の起源，由来まで総合的に

評価可能な知識と経験を身に付けることを目的とした

資格である。毎回，講義，および講義内容に関連した

テイステイングがセットで行われる。

一方，研究部門は人文科学と基礎科学に分かれ，基

礎科学の中に醸造学(旧ボルドー第 2学部醸造学部)

がある。私はそのうちの PhilippeDARRIET教授の

研究室に所属した。

研究内容の紹介

研究室のテーマは白ワイン，赤ワイン，貴腐ワイン

を対象とした「ワインのアロマ (特に果実香，特徴

香)の研究」である。その中でも特に，ワインに

"typicite" (ティピシテ) を与える香りをターゲッ ト

としている。

この「ティピシテ」という言葉の定義であるが，テ

ィピシテを持ったワインは以下の 5項目を満たさなく

てはならない。

l オリジナルであること (そして特徴的であること)

2. ワインのプロにも，そしてアマチュアにも認M&さ

れるものであること

3 テロワールと密着していて他者によるコピーが難

しいこと

4 時代のイメ ージを反映したものであること (その

時代に受け入れられるものであること)

5. ワインが熟成可能で、あること
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現在この言葉は当研究室のみならず， ISVVの活動

における重要なキーワードの一つである。

さて研究における具体的なアプローチ方法であるが，

まず 「香りの正体を知るJ.それからその後， Iその香

りの発現に影響を与える物質の特定，およびその反応

メカニズム解明」へと進んでいく 。

その中で，私の関わったテーマは，

1 果汁の酸化による白ワインの香りの変化

2 熟成による白ワインの香りの変化

であった。

1 果汁の酸化による白ワインの香りの変化

まず白ワイン，特にソーヴィニヨンプランの特徴香

である揮発性チオール類が果汁の酸化により喪失する

事象について，それが，従来言われていたチオールの

直接酸化による1.2.3)ものではなく，チオールとキノン

(フェノールの酸化物)の不可逆的反応によるもので

あることを確認した。

モデル溶液中における果汁の各種フェノール類のポ

リフェノールオキシダーゼによる酸化で，実際にカテ

キン，エピカテキン，カフタリック酸とチオールとの

付加化合物が形成されることが NMRによる構造解析

で明らかになった。

また，それに続く果汁中における実験により，実際

の果汁においては，カフタリック酸とチオールの付加

化合物生成は確認されず，果汁中のタンニン (カテキ

ン，エピカテキン)とチオールの付加化合物のみが観

察された。

果汁の搾汁度合いの違いによるチオールプレカーサ

ー，タンニン，および醗酵後のチオール量の比較を行

うと，搾汁度合いが高いプレス果汁のほうがチオール

のプレカーサーが多く含まれるが，同時にタンニンも

多く含まれる (さらにこれらのタンニンは酸化により

減少する)。このとき，果汁でのプレカーサー量が多

いにも拘わらず醗酵後のワインのチオール生成量が減

る現象の一因として，前述のメカニズムが寄与してい

ることが推察される。

さらに，酸化的に得られた果汁とそうでない果汁か

ら得られたワインにおいて HPLCフラクション分画

による香りの比較， GC-O分析，およびGC-MS分析

により ， ワインにおいては初めて， E2SA (Ethyl-

2-sulfanyl acetate)の存在が報告された。

この物質は，ベジタル，焼いた豆などとも表現され
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るツンとした刺激的な香りをもち，酸化的に得られた

果汁からつくられたワインに多く含まれる。フリーラ

ン果汁よりもプレス果汁からつくられたワインにより

多く含まれ，酸化的に得られたプレス果汁からつくら

れたワインの香りの品質を低下させている一因である

と考えられる。

2.熟成による白ワインの香りの変化

ワインの熟成には還元的な熟成と酸化的な熟成があ

り，酸化的な熟成の結果生成される化合物として，

sotolon， phenylacetald巴hyd巴， m巴thionalなどが知ら

れている 4-10)。

また，これらの物質の生成に，やはりタンニンの酸化

物であるキノンが関わっていることがいくつかの報告

により示唆されている 11-17)。

そこで，白ワインの酸化的熟成指標におけるタンニ

ン含有量の影響を明らかにするため，ボルド一地区の

多数の白ワインについて調査を行った。 PCA分析に

より，瓶詰からの経過年数と同様，ソトロンおよびメ

チオナール量はタンニン量と相関関係があることが分

かった。

また，ラボにおいて，一定量の溶存酸素を含んだワ

インにカテキンを添加したものと添加しないものの保

管試験を行ったところ，カテキン添加区でこれらの酸

化的熟成指標物質の増加傾向が見られた。

そのほかの当研究室内の研究トピックとしては，早

すぎる酸化的熟成 (Premox= prematured oxida-

tion) の赤ワインに共通してみられる特徴香の同定

(3-methyl-2，4-nonanedione)や，糖以外の甘味やコク

をもたらす成分の同定 (quercotriterpenoside等)な

どがあり，さらに現在進行中のテーマとしては，貴腐

ワインの特徴香や赤ワイン果実香の研究が挙げられ，

既に幾つかの非常に興味深い結果が得られている。

滞在中の活動およびそのときのヴィンテージを

通して得られた現地の技術トピックの紹介

1. ブレタノミセス

2009年， 2010年のボルドーは， 7月から 10月の好

天と乾燥により，ぶどうの病気は非常に少なく良い年

であったが，一方で赤ワインのフェノレ，すなわち馬

小屋臭をもたらす酵母，ブレタノミセスの発生リスク

は相変わらず高いままであった。すなわちヴィンテー

ジによるワインの品質の良し悪しとブレタノミセスの
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リスクには関係性がないということである。そのため，

各ワイナリーは今も頻繁に菌の存在有無の確認，およ

びエチルフェノール (4-エチルフェノール，および4-

エチルガイアコール)濃度測定を行い，発生時にすぐ

に手が打てるよう監視を続けている。

菌が増殖しつつある場合の対応策としては，フラッ

シュパストによる殺菌，クロスフロー議過，およびキ

トサン製剤の添加があり，各醸造所でワイン品質との

関連で最も効果的な方法を模索中である。

2. カビ(ボトリチス+α)

2011年のボルドーは， 7月下旬から 9月初旬までの

天候不順により，ボトリチス発生のリスクが高まった。

比較的早く成熟を迎える白系品種，メルロ，さらにプ

チヴェルドなどで実際に被害が発生した。

ぶどうに感染したカビが原因で起こりうるワインの欠

点香は，決して新しい問題ではないが，近年新たな化

合物が同定されてきたこともあり，再び注目されるよ

うになってきている。

これらの欠点臭はカピ臭，土臭，キノコ臭などと表

現されることが多い。

土臭の代表的なものには 2-methyl-isoborneolや，

g巴osmmeがある。前者は醗酵終了後，徐々に量が減

っていくことから最終的に問題にはならないことが多

いが，後者はその量が時間によって減少せず，また関

値も非常に低く(ワイン中で約 50ng/L)，一度発生し

てしまうと対処が難しい。加熱や活性炭，ぶどう種子

の油での処理により若干は減少するようであるが，あ

まり効果的ではない。

ボルドーワインでも報告されているが，むしろボジ

ヨレーやブルゴーニュなどで問題となっている。

また，シャンパーニュやブルゴーニュで、近年問題と

なっているキノコ臭(マッシュルーム様臭)の原因物

質として， 1-octen-3-oneや， 1-nonenふoneなどの化

合物が同定されている。これらは関値が非常に低く

(ワイン中でそれぞれ約 70ng/L，30ng/L)，さらに果

汁中では濃度が低くても醗酵中に増加しそのままワ

イン中で安定なものもある。また，非常に強い香りを

もちながらまだ同定されていない成分もある。

geosmineをはじめとするこれらの物質は，ぶどう

呆のボトリチス感染後にペニシリウム属の種々のカピ

が感染することにより生成されることが確認されてい

る 18，19，20)。
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こういった問題に対しては，基本的なことであるが，

ぶどう受け入れ時の選果によってリスクを除去するの

がもっとも有効な手段である。

3. テ口ワール把握のためのジオカル卜作成

ぶどう畑のポテンシャルは，これまでは長年の経験

のみにより把握されるものであったが，近年，様々な

データ採取とその解析によって理論的に行うことがで

きるようになり，それとともに，複数の会社がこの関

連のコンサルタント業務を展開している。

圃場のぶどうおよびワインの品質ポテンシャルを把握

するために，品質に影響を及ぼす要素ごとのジオカル

ト (地図)を作成していく 。

例えば，

-土壌成分のジオカル ト作成

-水分市Ij御状態のジオカルト作成

.窒素制御状態のジオカル ト作成

. NDVI (衛星写真による色調解析)による樹勢評価

・ワイナリー内部の記録照会 (品種構成，改植年月，

垣根列間，土壌維持方法など)によるジオカルト作

成等々を行い，さらにそれらを要素ごとに重み付け

をした得点を与えて総合的な品質ポテンシャルマッ

プを作成する，といった流れである。

これらの各要素におけるデータ収集のうち，特に重

要なのは，ぶどう樹の水分制御状態の把握であり，こ

のような品質ポテンシャルマップの作成を可能にした

のは，果汁で浪IJ定可能なこの水分制御状態把握技術が

開発されたことによるところが大きい。

大気中に一定の割合で少量存在する放射性同位体

I3Cは，通常，植物の光合成時に使用されないが，水

分ストレスがかかった状態では 13Cも吸収される。

収穫されたぶどう果汁中のこの 13Cの割合を測定す

ることで，生育期にぶどう樹がどの程度の水分ストレ

スに晒されたのかを総合的に把握することが可能とな

った。

こうして得られた品質ポテンシャルマップの一例を

示す。(第6図)畑の品質ポテンシャルが，最も高い

評価であるクラス 1(Classel)から順に，クラス 5

(Classe5)までランク付けされている。

この品質ポテンシヤルマップをもとに，畑の区画や

醸造ロットの見直しが行われ，また，ぶどう樹の改植

戦略が立案される。

おわりに

日本ワインのティピシテ， さらにはもっと踏み込ん

で，その中の各産地ごとのティピシテが多くの人に認

識されるようになる日が来ることを期待している。

第6図 作成された畑の品質ポテンシャルマップの一例
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ここ 10年ほどで日本ワインの品質は大きく向上し

たといわれるが，まだ日本ワインのティピシテという

ものが多くの人にはっきりと認識されるような状況に

は至っていない。ここでいうティピシテとはもちろん，

先に挙げた 5項目を満たすものである。

欠点をなくす活動と比べて，良い点を伸ばしていこ

うとする活動はより難しいが， 日本ワインは今， 日本

の風土と品種の個性を持ったワインとは何かを突き詰

めていくステージにあるのではないだろうか。

得られるブドウのキャラクターが異なり，そして当

然それを醸したワインの個性が異なるので，フランス

での技術的取り組みがすべて日本においても参考にな

るわけではないが，こうした海外の情報とワインの品

質を参考にしつつ，まずは自社ワインにおける日々の

品質改善活動に取り組んでいきたい。

〈サントリーワインインターナショナル株式会社

登美の丘ワイナリー〉
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Blancard， Pierre Sauris， Philippe Darriet 

(2008). Deviations organoleptiques des mouts 

et des vins associees aux pourritures des rai-

sins “Progression dans la connaissance des 

molecules odorantes mises en cause et des 

mecanism巴sde leur formation". Revue des 

OEnologues W 129 

20) Monique Pons， Brunhild巴 Dauphin，Stephane 

La Guerche， Alexandre Pons， Valerie Lavigne-

Cruege， Svitlana Shinkaruk， Denis 

Bunner，Tristan Richard， Jean-Pierre Monti，and 

Philippe Darriet (2011).]. Agric. Food Chem. 

59. 3264-3272 

昭和 51年1月1日生まれ<勤務先と所在地>独立行

政法人 農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄

農業研究センター 干 861-1192 熊本県合志市須屋

2421 <略歴>平成 15年東京農業大学大学院農学研究

科博士後期課程修了 博士(農業経済学)，平成 15年

独立行政法人農研機構九州沖縄農業研究センター

総合研究部任期付研究員，平成 18年同センター

異業種連携研究チーム 研究員，平成 20年同セン

ター 異業種連携研究チーム 主任研究員，平成 21

年本部 産学官連携センター併任，平成 22年東海大

学客員准教授 (兼務) (現在に至る)，平成 23年4

月農研機構九州沖縄農業研究センタ一 作物開発・

利用研究領域主任研究員(現在に至る)，平成 23年

4月農研機構本部:連携広報センタ一 連携普及マネ

ージャー(併任人事) (現在に至る)，平成 25年4月

東京農業大学客員教授(兼務) (現在に至る)0<抱

負>マーケティングサイエンスの視点から，優れた食

品研究を活かした商品開発と地域振興方策を考えたい。

<趣味>写真の勉強を始めたので，子供たちの成長を

撮影すること。

醸協 (2013)
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