
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 2 月、イタリアのピエモンテ州より、アジエンダ アグリコーラ ロベルト サロットのオーナーであり葡萄栽培家・ワ

イン醸造家のロベルト サロット氏を招き、テイスティングセミナーを開催致しました。セミナーでは、ロベルト サロットのワ

イン造りの哲学を 7 種類のワインを交えて詳しく紹介いただきました。また、テーマとして「ワイン造りは芸術」を掲げ、歴史、

家族、テロワール、哲学の 4つの項目を中心に語っていただきました。ロベルト サロット氏の情熱を、皆様にもお伝えできれば

と思います。 

 

 

「ワイン造りは芸術」 
私はピエモンテ州の生産者です。ピエモンテ州の南部に位置し、フランスやスイ

スなどとの国境沿いにあるランゲ地方にワイナリーがあります。ランゲ地方は、

バローロやバルバレスコといったワインで世界的に知られています。私たち家族

は、ここで 200 年以上葡萄栽培とワイン造りを行ってきました。私は、ワイン造

りは単なる仕事ではなく、アートだと考えています。ワイン造りには感覚や能力、

何かをつくりたいという気持ちが必要になってきます。何かを生み出すという意

味で、ワインメーカーは芸術家と同じです。たとえば画家や彫刻家、料理人は、彼

ら自身のオリジナルの何かを造っています。そこで皆様に、本日は「ワイン造りは

芸術」だということと、私自身の考えをお話しできたらと思います。特に大切な、

歴史、家族、テロワール、哲学の 4 つの要素がひとつになることで、素晴らしい

絵を描くことができると考えています。 

 

 

ワイナリーの歴史と家族 
私の先祖は 1800年代から、今と変わらない場所で葡萄栽培と

ワイン醸造を行ってきました。私自身は 30 年ほどこのワイナ

リーで仕事をしていますが、醸造学校を出た後、まずは大きな

ワイナリーで醸造家としての仕事をスタートしました。1980

年代には、私の両親も少しずつワイン造りに力を入れていきま

したが、当時の私たちのワイナリーはまだ小さいものだったか

らです。そこで、まずは大きなワイナリーで働くことで、経験

を積む必要がありました。そこで働くことで、葡萄栽培やワイ

ンの醸造、樽での熟成方法など、様々なことを学びました。こ

の経験を経て、私自身成長することができ、そして現在に至る

までの哲学を生み出すことができました。哲学とは、私のワイ

ナリーが将来どのようなワインを造りたいのか、どのような存

在になりたいのかということです。このことが、他の多くの生

産者と違うワイナリーになるきっかけとなりました。 

 

大きなワイナリーで14 年ほど醸造家として勤務した後、家族のワイナリーでの仕事をスタートしました。そして、1983 年に最初のワインを手が

けることができました。これは私の家族の写真です。母のマリアは私にとっては先生のような存在で、彼女から葡萄栽培について多くのことを学び

ました。妻のアウロラ、そして今ここに来ている娘のエレーナと、息子のエンリコと一緒に、私たちは家族でワイン造りを行っています。私たち家

族はこの土地で生まれ育ったため、故郷への深い愛情を持っています。 

 

 

左から順に、エレーナ（娘）、エンリコ（息子）、アウロラ（妻）、マリア（母）、ロベルト。 

家族代々続くワイン造り。 

ピエモンテ 



  

 

 

現在、私たちは8つの村で95haほどの葡萄畑を管理しています。モスカート 

ダスティから始まり、バローロ、バルバレスコ、ガヴィ、バルベーラ ダスティ

と 5 つの DOCG 格付けの地域にも畑を所有しております。これは個人生産者

としては唯一と言えます。簡単なことのように聞こえるかもしれませんが、色々

な畑を所有するにあたり辛い思いや苦い経験もしてきました。長い年月をかけ

て得られたもので、決して簡単な道のりではありませんでした。このことが私

たちのワイナリーが大きく成長するきっかけになりました。葡萄品種は、ネッ

ビオーロやバルベーラ、ドルチェットなどランゲの土着品種を中心に、カベル

ネ ソーヴィニヨンなどの国際的な品種も栽培しています。 

私たちは葡萄栽培については伝統的な手法を用いていますが、ワイン造りに関

しては近代的な設備を揃えています。例えば、50,000hl のワインを貯蔵できる

環境を持ち、5,000hl のワインを貯蔵できる樽を所有しています。醸造所には、

ワインの分析のためのラボを備えています。このような施設を持つ個人生産者

は私たちのみです。また、多くの生産者は買い葡萄でガヴィを造っていますが、

私たちはガヴィの畑を持ち、ガヴィのためだけの専用の醸造所を、ガヴィ エ

リアに所有しています。これも、唯一のことと言えます。さらに、アルバの歴

史的なフェレロ広場にワインバーとワインショップを持っています。1800 年代の歴史ある建物を利用しており、この広場もとても美しいところで

す。自分たちのワインを売るためというよりも、消費者の方の意見を聞くことができる場として非常に重要です。そして、これらのことは、誰かの

真似をしてきたのではなく、自ら考え、改革してきたことです。 

 

テロワール 
私たちのワイナリーがあるロンコヌオーヴォ渓谷の写真です。様々な地形や傾斜が

あることがお分かりいただけると思います。緑色のところは全て葡萄畑ですが、森

のようになっているところにはヘーゼルナッツが植えられています。この地域は太

古の時代には海底でした。写真の白いところは石灰質土壌で、葡萄栽培に適してい

ます。この土壌には貝殻の化石などが見て取れます。それぞれの丘は隆起して生ま

れ、こうした様々なところに葡萄畑があります。標高は 250～500mと様々で、無

数のクリュに分かれており、これが植えられる葡萄の多様性にもつながっています。

このエリアは水に恵まれており、灌漑が必要ありません。冬の雨を土壌中に保つこ

とができ、夏にはその水分を利用して葡萄が成長することができます。この地域の

特殊性は、土壌だけではなく、その位置にも現れます。たとえばアルプス山脈が北、

北西からの冷たい風を防いでくれるため、葡萄畑が冷えすぎる心配がありません。

こうした特徴が合わさり、この地域を特別な場所にしてくれています。 

 

哲学 
私はこの地で代々葡萄栽培を行ってきた家族の一員です。葡萄畑で生まれ、そして育

ちました。葡萄畑は私たち家族にとって自分が生活する場所です。自分たちにとって

健康的であるためにも、葡萄畑や周囲の環境を守らなければならないと考えています。

具体的には、病害に対しできる限り化学的なものは使用しないことや、すべての土地

を畑にするのではなく、動物たちの棲み処をそのまま残すなど、周りの環境も健全で

なければなりません。こうすることで健全な葡萄が育つだけでなく、それにより 80年

を超えるような樹齢になる葡萄もあり、こうした葡萄は高品質なワインを生み出しま

す。葡萄畑は家族代々受け継がれてきたものです。つまり、100 年先にも存在するも

のでなければなりません。後世にも続くものを守るということが私の使命です。 
 

ワインは、常にバランスが良く、好ましいものでなければなりません。もちろん、収

穫年によって違いはあり、全く同じワインにすることは不可能です。しかし、どの年

でもバランスが常に見て取れることが必要です。これは生産者が芸術家であるという

こととつながります。そして、これは必ずしも容易なことではなく、むしろ難しいこ

とです。常に先のことを見据えて考え、恐れずに立ち向かい前進していく。そうして

新しいものを生み出すことが大切なのです。そのためには、まず原材料である葡萄のことをよく知っておかなければなりません。醸造についても

様々な作業をして、ワインを成長させなければなりません。ワインは生きていて、成長を続けます。常にテイスティングを行い、分析して適切な処

置を施す必要があります。 
 

皆がワイナリーでの仕事を終えて帰宅した後、私ひとりがセラーに残り、自分のワインを黙ってテイスティングすることもあります。そして、これ

から先このワインがどのようになるのかを想像します。ワインは変化し続けるものです。子供と一緒で、生まれて成長するものです。ですからその

命を守ってあげる必要があります。また同時に、壊してはいけないため、手をかけすぎることもいけません。葡萄はそのままですでに素晴らしいの

ですから、その魅力をいかに引き出せるかという能力も必要です。ワインの状態を見極め、どのような状態が好ましいかを探ります。飲んだ人に

とって好ましく、喜ばしく、健全である必要があります。ワインを飲むことで健康を害することがあってはなりません。私がワインに望むものは、

球体のように完璧なバランスであることです。また、ワイン造りには想像力が重要です。これが無ければ何も生み出すことができません。時には、

主流に逆らって前に進むことも必要です。ここに辿り着くまでには長い年月がかかりました。そして、勇気をもって立ち向かう必要がありました。

そうして生まれたのが、このエリアで初めての取り組みとして、ネッビオーロを軽くアパッシメントするという手法なのです。 

 

 

ワイナリーや葡萄畑のあるロンコヌオーヴォ渓谷 
右下に見える建物がロベルト サロットの醸造所 

モスカート ダスティ/アスティ、バローロ、バルバレスコ、ガヴィ、バル
ベーラ ダスティの５つの DOCG を持つ唯一の個人生産者。 



  

 

 

アパッシメント 
きっかけになったのは、私の祖父とのやり取りでした。私がロベルト 

サロットのワイナリーとして初めて造ったワインを、祖父にテイスティ

ングしてもらいました。その時、祖父は「このワインはタンニンが強く

て、酸っぱくて、かたくて飲みづらい」と言ったのです。私は「このワ

インが飲み頃になるには少し時間が必要なんだよ」と返しましたが、祖

父は「自分はもう歳だし、長くは生きられないから待っていられないよ」

と答えたのです。この体験によって、ワインは常に好ましいものでなけ

ればならないと考えるようになりました。ネッビオーロは気まぐれで、

タンニンと酸が強く、扱いが難しい葡萄です。私はネッビオーロの最高の畑を持っていました。しかし、この

性質を何とかしなければならないと考えました。それから 30 年かけて辿り着いたのがアパッシメントです。

この手法は、他の地域では行われていることですが、ランゲで行ったのは私たちが初めてでした。またこれを

行う理由は凝縮感を出すためではなく、タンニンを柔らかくするためです。ネッビオーロの持つ強い酸が穏や

かになり、甘みが増し、タンニンには熟成させたようなニュアンスが感じられるようになります。葡萄を乾燥

させることが目的ではないため、アパッシメントの期間は１～1.5 ヶ月程度です。そのため私は「軽いアパッシメント」と表現しています。 

 

「ワインこそわが人生」 
私にとってワインとは、最高で最大の喜びや調和、満足をもたらすための探求を続けることです。その結果に

決して満足することはありません。私はピエモンテ人です。私の故郷であるこの土地や、歴史はこの土地に根

付いたものであり、他のどこにも無いものです。そのため、この土地で生まれ育つ葡萄を何よりも大切にしま

す。ワインは畑で生まれます。しかし、同時に人の力も重要です。私たちには素晴らしい葡萄畑があり、ワイ

ナリーで働くスタッフにも恵まれています。そうして初めて葡萄畑のポテンシャルを引き出すことができます。

ワイン造りには、ワイナリーだけでなく、様々な経験が必要です。色々な人の意見を聞くことも重要です。 

この地域ではまだ誰もやったことがないアパッシメントという手法を行うのは、とても勇気のいることでした。

なぜなら、伝統に対して立ち向かう必要があるからです。しかし、誰かが行った革新的な手法が、やがて伝統

として継承されていくことがあります。例えば 100年ほど前には、バローロ、バルバレスコは甘口の赤ワイン

でした。ある時、優秀な一人の醸造家がそれまでの伝統に対し立ち向かい、辛口のスタイルを築き上げました。

それが今や、この地域の伝統になっています。 

私は「伝統とは、成功した実験を積み重ねてきた結果のこと」だと考えています。私はモダンな醸造家と言わ

れています。伝統や主流のやり方に縛られず、新しいことを常に探求しています。私がつくるワインは、私の人生そのものです。 

 

 

 
 

 

 
 
ガヴィ デル コムーネ ディ ガヴィ ブリク サッシ 2018 
Gavi del Comune di Gavi Bric Sassi 

品番：I-569／JAN：4935919055697／容量：750ml       ¥2,090(本体価格¥1,900) 

【白・辛口】国・地域等：イタリア・ピエモンテ   

等級：D.O.C.G.  葡萄品種：コルテーゼ 

熟成：ステンレスタンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレス前に 1～1.5 ヶ月、 

葡萄を軽くアパッシメント（乾燥）させます 

ブリク サッシの畑 

私のガヴィは長期熟成も可能です 
繊細でデリケート、直線的な味わいは、和食との相性の良さも楽しめます 

 

このワインは、ガヴィ村のガヴィという名前のワインです。

ブリク サッシが造られる畑は、ガヴィが昔から造られて

いたエリアです。「サッシ」は石を、「ブリク」は丘を意味し

ています。もともと海底だった場所で、石灰岩の土壌には貝

殻が含まれています。また、少し離れると海がある場所に位

置しています。このエリアでも最も日照に恵まれた畑です。

これは低温発酵によって醸造したワインです。外観は、麦わ

らがかったイエローカラーで、わずかに気泡が見られます。

柑橘系の風味があり、香りの中からも、また口に含んでから

もミネラルのニュアンスが感じられます。これにより長期

熟成が可能なワインとなっています。繊細でエレガントな

魅力があり、味わいが直線的で、デリケートな和食とも合わ

せられます。このエリアではもともと魚料理が食べられて

いましたので、魚料理との相性の良さも楽しめます。 
 

ロベルト サロットのコメント 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

エレーナ バルベーラ ダルバ ラ ルーナ 2016 
Elena Barbera d’Alba La Luna 

品番：I-638／JAN：4935919056380／容量：750ml ¥4,400(本体価格¥4,000) 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ  等級：D.O.C.   

葡萄品種：バルベーラ  熟成：バリックで 12 ヶ月、ステンレスタンク&瓶で 6 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペツォーレ ロッソ 
Pezole Rosso 

品番：I-744／JAN：4935919057448／容量：750ml ¥2,750(本体価格¥2,500) 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ  等級：ヴィーノ ロッソ   

葡萄品種：ネッビオーロ  熟成：樽（一部新樽）で 24 ヶ月、ステンレスタンクで 6 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個性溢れる唯一無二のバルベーラは、娘へ捧げる特別なワイン 

１０年、もしくはそれ以上の熟成が可能です 

「多くの人が、手頃な価格でネッビオーロの魅力を楽しむことができたら…」 

等級にとらわれない「自由な発想」から生まれました 

これは他に見ることのできない特徴を持った、唯一無二のバルベーラ

です。私の娘、エレーナに捧げるワインでもあります。最高のヴィン

テージにしか造りません。葡萄畑は素晴らしいものですが、収穫時期

を見極め、その中でも葡萄をさらに選りすぐり、より良いものだけを

選果して造っています。畑で選別した後、ワイナリーでさらに選別し

ています。こちらはモダンなスタイルで、アメリカンバリックを使っ

て熟成させています。新樽、1回使用した樽、2回使用した樽をそれぞ

れ 1/3 ずつ使用しています。葡萄そのものを味わうようなワインで、

ノンフィルターでボトリングしています。カカオやヘーゼルナッツ、

バニラなどの様々な香りが感じられると思います。口に含むと、生真

面目なワインで厳格さも感じられますが、喜びを与えてくれるワイン

でもあります。凝縮して骨格がありながら、強すぎないことが分かる

と思います。また、舌の上に乗せたときにベルベットのような好まし

い感じがします。アルコールは高いですが、いやな感じはしないと思

います。私にとって、エレーナは本当に特別なワインです。10年、も

しくはそれ以上の熟成が可能です。 

ロベルト サロットのコメント 

 

バルベーラと比較すると、その色合いが全く異なることが分かると思います。ネッビオーロは、私たち

のエリアから北、または南へ行ってしまうと栽培が難しくなる品種です。ペツォーレは、バローロを生

産できるエリアの葡萄を使用した特別なワインです。コンセプトは「自由な発想」で、DOCやDOCGの

ワインのように法律に縛られることなく造りました。バリックと大樽を 50%ずつ使用し、24 ヶ月熟成

させています。法律に縛られないため、熟成期間もワインの状態を見て自由に設定することができます。

このワインの生産量はそれほど多くありません。そのため、世界でも日本市場限定で販売している貴重

なワインです。バルベーラと比較すると鮮やかなガーネット色で、これはまさにネッビオーロの色合い

です。かすかにバニラやなめし皮、ロースト香、たばこのニュアンスを感じることができます。また、複

雑性のある第 3 の香り（熟成香）があり、ネッビオーロらしい香りが楽しめます。口中ではまずタンニ

ンの柔らかさが感じられます。飲んだ時に、バランスが優れていることが分かると思います。この品種

らしいドライなニュアンスも感じることができます。 

ロベルト サロットのコメント 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

バルバレスコ ガイア プリンチペ 2015 
Barbaresco Gaia Principe 

品番：I-571／JAN：4935919055710／容量：750ml       ¥5,280(本体価格¥4,800) 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ  等級：D.O.C.G.   

葡萄品種：ネッビオーロ  熟成：樽（一部新樽）で 24 ヶ月、ステンレスタンクで 6 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バルバレスコ リゼルヴァ 2001 
Barbaresco Riserva 

品番：I-841／JAN：4935919058414／容量：750ml   ¥6,600(本体価格¥6,000) 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ  等級：D.O.C.G.   

葡萄品種：ネッビオーロ  熟成：樽（一部新樽）で 24 ヶ月、ステンレスタンクで 6 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらのワインは、私の父が造りたかったワインです。30 年ほど前、父が良

い年のバルバレスコを一部だけとっておき、素晴らしい状態になってからリ

リースしようと考えたのがきっかけです。このワインは、その時代を切り取

る「写真のようなワイン」で、当時のことを思い出させてくれます。ラベル

は昔使っていたものを復刻したものです。私の妻であるアウロラに捧げる意

味を込めて、「ヴィッラ アウロラ」の文字を入れています。ワインは芸術で

あり、ワインメーカーである私も芸術家だというお話をしましたが、芸術家

自身も時代によって変化していくものです。このワインは、私たちのワイナ

リーであるロベルト サロットの若い時代の作品だということができます。

今のロベルト サロットのスタイルとは異なり、まだアパッシメントも行っ

ていません。少し柔らかさに欠けると思われるかもしれませんが、当時はこ

れが最高のバランスだったと思います。ワインは、バルバレスコ リゼルヴァ

に必要な期間の樽熟成を経た後、大きなステンレスタンクで保管されていま

した。そのため、瓶の中で保存しているのと同じように、ワイン自体がゆっ

くりと熟成することで良い状態をキープしています。若々しさや、ネッビオー

ロらしい厳格なニュアンスがあり、熟成による複雑な要素が現れています。

タンニンもまだ感じ取れると思います。 

ロベルト サロットのコメント 

今から楽しめて長期熟成も出来る、歴史ある畑からのバルバレスコ 

それを可能にするのが私のアパッシメントです 

ガイア プリンチペは、単一のクリュとして知られる素晴らしい畑で

す。このワインは、軽いアパッシメントを行うことで成熟感を高めた葡

萄から造られます。歴史ある優れた畑と、近代的な醸造法によって生み

出されるワインということができます。ただし、このワインも生産量は

多くありません。ガイア プリンチペの畑はそれほど大きくなく、また

アパッシメントをすることで果汁の量が少なくなるためです。実際にテ

イスティングしていただくと、タンニンの柔らかさが分かっていただけ

ると思います。香りには様々なニュアンスがあり、先ほどのペツォーレ

との違いがはっきりと感じられます。陰干しをすることによって、色味

もやや濃くなっています。フルーツの香りですが、より成熟したドライ

フルーツのようなアロマです。このワインが、多くの方に「サロットス

タイル」と言われているものです。私はよく、モダンなスタイルの生産

者であり、誰よりも近代的なワインを造る人だと言われます。このワイ

ンは、抜栓してからすぐに楽しめますし、20 年くらいは熟成させるこ

ともできます。 

ロベルト サロットのコメント 

アパッシメントを行っていない時代のスタイルですが、サロット家のセラーで大切に熟成させました 

このワインでサロット家の歴史を感じていただけます 
 

ガイア プリンチペの畑 

ステンレスタンクで適切に保存することで、ワイン

をフレッシュな状態にキープすることができます。 


