フランス／ブルゴーニュ
／シャブリ

イヴォン エ ローラン ヴォコレ
YVON ET LAURENT VOCORET
生産量の９８％がフランス国内で消費される、生活に寄り添うようなワイン

丁寧な手仕事が生み出す”ピュアなシャブリ”の生産者
「鮮やかなグリーンカラー。このカラーこそ私たちの信念なんだ」
ヴォコレ家は、1713 年から葡萄栽培、ワイン造りをしてきた歴史を持つ生産者です。イヴォン エ ロー
ラン ヴォコレのシャブリは、一言でいえば”ピュアなシャブリ”です。当主のイヴォンは、にこやかで冗
談の絶えない明るいお父さん。
「テロワール、ヴィンテージの特徴、そしてアペラシオンの個性を尊重して
いる」と、その哲学を語ってくれました。葡萄の平均樹齢は 45 年と古く、全体の 50%は 40 年以上、
20%は約 80 年という古木です。畑はリュット レゾネ（減農薬栽培）で管理し、肥料は 45 年間にわたっ
て羊の糞由来のものしか使用していません。また防カビ剤、除草剤も使用せず、雑草は畑を耕すことで取
り除いています。所有する 26ha の内、20ha ほどは機械で、残りのプルミエ クリュや、より高樹齢の 6ha
ほどは主に手作業で収穫します。機械収穫のメリットは、ベストなタイミングで一度に収穫できることで
す。また、しっかりと完熟していることを確認し、収穫時に葡萄が傷つかないようにしています。
驚くほど若々しい、フルショー
ム 1970 年の色合い。

「収穫のポイントは、完熟するのを待つこと。シャブリでは、早く摘み取ってしまう人が多いけれど、私
は早すぎず遅すぎず、ちょうどよい時期を見極める。たとえ他の人が収穫を始めていても、完熟するまで
焦らずに待つ。これによって得られる、鮮やかなグリーンカラー。このカラーこそ私たちの信念なんだ」

「一番大事なのは、自然がもたらしてくれるものをリスペクトし、
それを活かすように醸造すること」
こうした哲学の元で出来上がるシャブリは、そのほとんどが地元で消費されています。ま
た、パリの「アルページュ」、「アピシウス」、「エレーヌ ダローズ」といった星付きレス
トランでオンリストされるなど、まさにフランス人の生活に寄り添うようなシャブリと言
えます。
『ヴィノス』のライターであるイアン ダガタ氏は、フランス北西部サン マロにあ
るレストラン「L’Ancrage」で、彼らのシャブリ 2016 年（FB980）を飲んだことを紹介
し、
「深く複雑な味わい」として 90 点の高評価を与えています。
ローラン（息子）とアンディ（孫）、当主イヴォ

イヴォンは、長く熟成させることが出来るスタイルを目指していると言います。その秘訣 ン と ク レ マ ン テ ィ ー ヌ （ 妻 ） 。 「 ル ネ サ ン
ス”1928”」（FB981）に使用する、高樹齢
について聞いたところ、
「ワインメーカーの腕もある」と冗談めかしながらも、
「一番大事
で背の低い葡萄が植えられた畑にて。
なのは、自然がもたらしてくれるものをリスペクトし、それを活かすように醸造すること
だよ」と話してくれました。またイヴォンは、一般的に行われているスタビリゼーション（冷却処理によって酒石酸を酒石として
沈殿させ、事前に取り除くこと）を行なっていません。イヴォンは、胸に手を当てながら、ジェスチャー交じりに熱く語ります。
「酒石酸はワインにとって絶対的な存在。取ってしまうとワインではなくなってしまう。ワインが、”私の一部を取らないで”と言っ
ている！ ……それは自然に反することなんだ」

ドメーヌを象徴する葡萄畑は 2 つのプルミエ クリュ
「ロム モール（死者）」と「フルショーム（絞首台）」
イヴォン エ ローラン ヴォコレは、シャブリ村から 13km ほど北に位置するマリ
ニー村でワイン造りをしています。グラン クリュの畑は所有していません。所有す
る葡萄畑は AOC プルミエ クリュのロム モールに 0.68ha、フルショームに
1.36ha、AOC シャブリに 20.14ha、AOC プティ シャブリに 4.17ha で、合計
26ha ほどです。

ロム モール

フルショーム

シャブリのプルミエ クリュには、複数の区画が同じ名前を名乗ることが出来るも
のがあり、フルショームはその 1 つです。フルショームという区画の他に、ロム
モール、ヴォーピュラン、コート ド フォントニーと、やや離れた位置にあるヴォー
ロランの区画がフルショームを名乗ることが出来ます。フルショームの方が著名な
ため、あえて区画名でリリースしない生産者も多く、ロム モール名のシャブリはそ
れほど多くありません。イヴォンは、この 2 つの区画をそれぞれ別のワインとして
リリースしています。
ロム モールは、
「死者」
、フルショームは「絞首台」という意味があると言われてい
ます。由来については「中世の頃、王国が反乱者をフルショームで処刑し、現在の
ロム モールに埋葬したという話もあるよ」と話してくれました。ワインの名前とし
てはなんとも恐ろしげですが、「ロム モール」は渓谷の入り口にあった小さな墓地
に由来するという説もあり、実際に骸骨の入った石棺も見つかっているそうです。
また、
「フルショーム」も「石灰窯（four à chaux）
」や「分岐点（fourche）
」に由
来するという説があります。
「フルショームは、さわやかな柑橘系の果実のアロマの中に硬質なミネラル、スモー
キーなニュアンスが感じられる。ロム モールは、フルショームよりも畑に石が多
く、よりミネラル感が強い。土壌由来のしっかりとしたボディがあるワインになる」

フルショームの畑で見つけた、貝殻の化石がある石。

家族の歴史をつなぐ特別なキュヴェ
「ルネサンス “1928”」
イヴォン エ ローラン ヴォコレの歴史は、家族の
歴史と言い換えることが出来ます。現オーナーのイ
ヴォンは 1955 年生まれ。ワイナリーの 5 代目当主
として日々活躍しています。18 歳の頃に父モーリス
と共に働き始め、1979 年、24 際の頃にワイナリーを
引き継ぎました。ちょうどその年、息子のローランが
生まれます。1985 年には、自社瓶詰めを開始。以来、
地元やフランス国内で人気を博しています。
2009 年にはローランもドメーヌに参加し、主に醸造
を担当するようになりました。イヴォンは、息子がド
メーヌを引き継いでくれることをとても喜んでおり、
自身はさらに畑での仕事を行えるようになりました。
「父から私へ、そして私から息子へ継承する。そんな
ワイン造りを行なっているんだ」
。
そんなヴォコレ家を象徴するワインが、「ルネサン
ス ”1928”」です。ワイン造りに情熱を注いだ、イヴォ
ンの父でありローランの祖父にあたる、1928 年生ま
れのモーリスに捧げたキュヴェです。ステンレスタン
クが導入される以前の、昔ながらの伝統的なシャブリ
といえます。樽発酵・樽熟成で仕込む特別なキュヴェ
で、熟成はローランが担当しています。樽発酵・樽熟
成のワインは、ステンレスタンク発酵・樽熟成のワイ
ンよりも、樽香は穏やかになります。これは、酵母が
樽の内壁をコーティングすることで、熟成中の樽から
の成分抽出を防ぐためとされています。
「樽発酵は、味に大きな影響を与えることはない。テ
ロワールの特徴が出て、ワインに調和を生み出す」

↑古木が存在感を放つ「ルネサンス “1928”」用の 1
区画。使用する葡萄の平均樹齢は 60 年と古い。
↓1950 年代の収穫風景を収めた貴重な写真。

『ヴィノス』において「深く複雑な味わい」と評された
熟成可能なポテンシャルを持つシャブリ
2016VT

pts

シャブリ 2016

45 本限り Chablis

※無くなり次第 2017VT へ切り替わり

イヴォンいわく、「骨格があるため、ノーマルでも
熟成に向いている」
。土壌の組成の異なる 2 つの区
画の葡萄から造ります。1 つは複雑さのある葡萄を
生む茶色い粘土石灰質、もうひとつはミネラル豊富
な灰色粘土の土壌です。2 つの区画の葡萄を合わせ
ることにより、バランスのとれた味わいのワインに
なります。機械摘みと手摘みで収穫します。収穫し
た葡萄は選果テーブルで丁寧に選別します。不純物
や未熟果等を取り除いた後、ニューマティックプレ
ス（空気圧式圧搾機）でゆっくりと圧搾します。プ
レスした果汁はタンクに移し、12 時間低温で置き、
澱さげします。澱引きした後、区画ごとに 50hL の
ステンレスタンクにて選別酵母を使い、18 度で発
酵させます。澱とともに 9 ヶ月ステンレスタンクで
熟成させます。

「2016 年は驚きのヴィンテージ。とても素晴らしい品質で、果実
が熟したアロマがある。収量がとても少なかったので、まさかこんな
風になるとは思いもしなかった」

★「ヴィノス 2019.5.31」で 90 点
【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ
葡萄品種：シャルドネ 熟成：ステンレスタンクで、澱とともに 9 ヶ月熟成

品番：FB-980／JAN：4935919219808／容量：750ml

¥3,850(本体価格¥3,500)

樽発酵・樽熟成で仕込む伝統派シャブリ
家族の歴史をつなぐ特別なキュヴェ
シャブリ ルネサンス "1928" 2017
Chablis Renaissance "1928"

イヴォンの父でありローランの祖父にあたるモー
リス ヴォコレ（1928-1997）に捧げたキュヴェ。
1938 年、1939 年、そして 1961 年に植えた 3 つの
異なる区画の葡萄を使用しています。土壌は粘土石
灰質、ポートランディアンのバロワ石灰岩マール、
赤みを帯びた茶色、そして赤の砂利質です。
収穫は手摘みで行います。ニューマティックプレス
で圧搾後、澱引きし、樽に移します。発酵、熟成と
もに 228L のブルゴーニュ樽（ピエス）で行います。
熟成期間は 9 ヶ月。
樽はセガン モロー社の他、シャ
ブリ近郊のベイヌの樽メーカーのフロラン シエ
レ社のものを使用。ボトリングの前にそれぞれの樽
をブレンドして再び樽に戻します。「ブレンドした
後でもそれぞれの区画の個性は失われず、ワインの
中にはっきりと感じることが出来るんだよ」とイ
ヴォンは話していました。

樽発酵・樽熟成用のブルゴーニュ樽が積み重ねられたセラー。樽
香をつけることが目的ではなく、調和した味わい、それぞれの区画
のテロワールが感じられるワインに仕上げています。

※商品名の変更時期の関係で、バックシールの表記が旧品名の「シャブリ ヴィエイユ ヴィーニュ 1928」となっ
ている場合がございます。
【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ
葡萄品種：シャルドネ 熟成：228L のブルゴーニュ樽（ピエス）で 9 ヶ月

品番：FB-981／JAN：4935919219815／容量：750ml

¥4,620(本体価格¥4,200)

「フルショームは、さわやかな柑橘系の果実のアロマの中に
硬質なミネラル、スモーキーなニュアンスが感じられる」
シャブリ プルミエ クリュ フルショーム 2015
Chablis Premier Cru Fourchaume

土壌はマールの上に広がるキンメリジャンの粘土石灰質、白っぽい土の
石灰岩マールの砂利質が主体となっています。葡萄の収穫は機械摘みと
手摘みで行います。不純物や未熟果等を取り除いた後、ニューマティック
プレスでゆっくりと圧搾します。プレスした果汁はタンクに移し、12～
14 時間低温で置き、澱さげします。澱引きした後、区画ごとに 50hL のス
テンレスタンクにて選別酵母を使い、18 度で発酵させます。澱とともに
9 ヶ月ステンレスタンクで熟成させます。さわやかな柑橘系の果実のアロ
マの中に硬質なミネラル、スモーキーなニュアンスが感じられます。ボ
ディがしっかりしているので、長期熟成向きです。
「スラン川右岸に並ぶ特級畑を北に延ばした場所に位置しているだけ
あって、ここを最高クラスの 1 級畑とする人は多かろう。
（中略）北の端
（ロム・モール）と谷の側面（コート・ド・フォントネ）はミネラル風味
が強く、ヴォーピュランとヴォーロランは果実味に厚みがある。
（後略）」
――『ブルゴーニュワイン大全』より抜粋

【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ
葡萄品種：シャルドネ
熟成：ステンレスタンクで澱と共に 9 ヶ月熟成

白っぽい表土が特徴的。

¥5,280(本体価格¥4,800)

品番：FB-982／JAN：4935919219822／容量：750ml

「ロム モールはフルショームよりも畑に石が多く、ミネラル感が強い。
土壌由来のしっかりとしたボディがあるワインになる」
シャブリ プルミエ クリュ ロム モール 2015
Chablis Premier Cru L'Homme Mort

「ロム モール」は、フルショームの北に位置する南東向
きの斜面のプルミエ クリュで、フルショームとしても
出荷出来ます。優れたワインを産することで知られてい
ますが、現在、この畑を所有する生産者は多くありませ
ん。イヴォン エ ローラン ヴォコレでは、フルショー
ムとしてではなく、あえてロム モールとしてリリース
しています。土壌はマールの上のキンメリジャンの粘土
石灰質、白やグレー、乾いたベージュの土で構成される石
灰岩マールの砂利質です。葡萄の収穫は、機械摘みと手摘
みで行います。不純物や未熟果等を取り除いた後、ニュー
マティックプレスでゆっくりと圧搾します。プレスした
果汁はタンクに移し、12～14 時間低温で置き、澱下げし
ます。区画ごとに 50hL のステンレスタンクにて選別酵母
を使い、18 度で発酵させます。

「2015 年は収穫日をいつにするかが大事だった。8/31 の
ひどい雷雨により生育が少し遅れ、完熟するのを待った。
9/9 より、早く熟す高樹齢のものから収穫し、 12 日間で
終えた。非常にアロマティックで、熟していて複雑さもある」

「フルショームの中でも北の方、南西向きに開けてスラン川を見渡すところに位置している。ほかのフルショームと
比べると全体的にミネラル風味が強く、硬く険しい平らな土地だが、小さく盛り上がったところが 2 ヵ所あり、そ
の斜面が南向きの面を形づくっている。
（後略）
」

――『ブルゴーニュワイン大全』より抜粋

【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ
葡萄品種：シャルドネ
熟成：ステンレスタンクで澱とともに 9 ヶ月熟成

品番：FB-983／JAN：4935919219839／容量：750ml

¥5,720(本体価格¥5,200)

