
  

 

ダバディ家のこだわりが詰まったマディランとパシュラン デュ ヴィック ビル 

２９歳の若きシルヴァンが手掛ける個性的なワイン 
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世代交代によりさらに品質を高めつつある生産者 

ドメーヌ ラウゲは、南西地方のジェ―ル県ヴィエラ村に拠点を置くドメーヌです。ワ

イナリーは現在、1991 年 10 月生まれの 29 歳の若手醸造家、シルヴァン ダバディ

が経営しています。ダバディ家はこの地で数世代に渡り葡萄栽培を行ってきました。ワ

イナリーとしての設立は 1980 年です。シルヴァンの父ピエールは 1980 年代に、父親

から畑を引き継ぐと、畑の規模を広げ、新しいセラーの建設を行い、ワインの元詰めを

スタートさせました。彼は現代的なスタイルを追求し、また栽培方法を刷新し、ワイン

の品質向上に力を注ぎました。2013 年、ピエールから引き継いだシルヴァンは、畑の

管理方法を改革し、またさらなるワインの品質向上に努めています。オーガニック栽培

への転換を始め、自然環境を保ち、畑の生物多様性を重視したワイン造りを目指してい

ます。現在はフランス農水省が承認する HVE（環境価値重視）認証を取得しており、こ

の先数年間でオーガニック認証の取得を目指しています。 

 

シルヴァンは若く意欲溢れる醸造家です。ボルドー サイエンス アグロ（フランス国立の農業に関す

る学術研究機関）で栽培、醸造を学び、修士号を取得しました。シルヴァンの造るワインは、果実味

豊かで現代的スタイルでありながら、その土地の個性を尊重した独自のスタイルを持っています。ワ

イン造りで一番重要なことは「バランスの追求。そして忍耐強くあること」であると考えています。 
 

 

 

 

 

 

 

ドメーヌを設立し元詰めを開始した父ピエール

（左）と、2013 年にドメーヌを引き継いだ息子

のシルヴァン ダバディ（右）。 

弊社がワインの直輸入を開始したのは、1980 年のこと。社長の稲葉は、毎年現地を訪れてはワインを買い付

ける視察旅行を、およそ 40 年間続けてまいりました。昨今の事情で現地には行けないながらも、素晴らしい

ワインを求めて社内で試飲を繰り返す中で、生産者から取り寄せた中に光るものを見つけました。「この生産

者は、必ず私たちのラインナップの中でも力強い存在になる。将来的に、引く手あまたの生産者になると確信

しました」と稲葉自ら語るのが、今回ご紹介するドメーヌ ラウゲのワインです。 



  

 

シルヴァンの代からオーガニック栽培へと転換 
自然環境を保ち、生物多様性を重視したワイン造りへ 
ドメーヌ ラウゲは現在、30ha の葡萄畑を所有しています。全体の 21ha が黒葡

萄（タナ、カベルネ フラン）、9ha が白葡萄（プティ マンサン、グロ マンサン、

プティ クルビュ）で、それぞれマディランとパシュラン デュ ヴィック ビル（辛

口、甘口）を生産しています。畑はピレネー山脈の麓の斜面に位置しています。畑

は現在オーガニックに転換中で、化学的な殺虫剤、除草剤は一切使用しません。畝

の間に草（カヴァークロップ）を生やしており、これは土の中の微生物の活動を活

性化させるために重要な役割を果たしています。草を植えることで土が柔らかくな

って空気が通り、微生物の数が増えます。また殺虫剤を使用するかわりに害虫への

対策としてフェロモンカプセルを導入しています。 

 

※フェロモンカプセル（左写真）：葡萄に害を与える特定の種類の蛾のメスのフェロモンを畑

に充満させることでオスが混乱し、メスを見つけることが出来ず、結果的にメスの産卵を減少

させます。そして葡萄の芽や実を食べてしまう蛾の幼虫の直接の影響や、傷口から寄生虫が入

りこむ二次的な影響を避けることが出来ます。 

 

畑は様々なタイプの土壌に分かれており、それぞれが異なるアロマとフレーバーを

葡萄にもたらします。斜面の中腹から下の部分は小さい砂利を含む粘土ローム質で

す。ドメーヌの建物の周辺は、南東向きの粘土ロームで、この土壌は比較的軽やか

なワインが出来ます。斜面の上に位置する南向きの畑は、大きな砂利を含む粘土石

灰質の土壌で、骨格のしっかりとしたワインが出来ます。また、一部の区画には

1945 年に植樹された樹齢約 75 年のタナが栽培されています（右写真）。 

 

 

天然酵母による発酵を行い、畑の持つ個性を表現する 
収穫は全体の 80％を手摘みで行っています。葡萄は完熟の状態で収穫し、選別し

た後、タンク（コンクリート／ステンレス）、または樽でアルコール発酵、マロラク

ティック発酵を行います。セラーは最適な状態で抽出できるよう、完全に温度コン

トロールがなされています。また熟成は地下にあるセラーで行います。 

 

発酵は葡萄に付着している天然酵母で行います。毎年、収穫の２週間前に畑に入り、

少量の葡萄を摘み取り、フランス語で「ピエ ド キューヴ（pied de cuve）」と

呼ばれる種酵母（スターター）を作ります。少量ずつ作った複数のロットの中から

最も良いものを選び、発酵の際に加えています。こうすることで、発酵が迅速かつ

順調に進むようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

□AOC Madiran（マディラン） 
南西地方を代表する赤ワインの AOC です。色が濃くタンニン豊富な葡萄「タナ」を

主要品種とし、長期熟成が可能な赤ワインを生産しています。補助品種として、カベ

ルネ フラン、フェール セルヴァドゥ、カベルネ ソーヴィニヨンが認可されていま

す。タナの持つ荒々しいタンニンを和らげるため、貯蔵中のワインに微量な酸素を送

り込む手法「ミクロ オキシジェナシオン（ミクロ ビュラージュ）」がパトリック デ

ュクルノーによって 1991 年に開発されたことでも知られています。 

 

2007 年に、ロジャー コーダー氏の著書、”The Wine Diet（ワインの食習慣）”でドメーヌ ラ

ウゲの「マディラン カミー」が、ポリフェノールの一種、プロシアニジンを最も多く含むワイ

ンとして紹介され、‟Forbes”誌の 2019 年 2 月 22 日の記事でも「世界で最も健康的なワイン」

として取り上げられ話題となりました。 

 

□AOC Pacherenc du Vic-Bilh（パシュラン デュ ヴィク ビル） 
マディランと同一の生産地域で造られる白ワインの AOC です。甘口と辛口でそれぞ

れ AOC が分けられています。残糖 45g/L 以上の甘口は「AOC パシュラン デュ ヴ

ィク ビル」、残糖 4g/L 以下の辛口は「AOC パシュラン デュ ヴィク ビル セック」

となります。主要品種は、プティ クルビュ、プティ マンサン、グロ マンサンで、補

助品種にアルフィアック、ソーヴィニヨン ブランが認可されています。

Madiran（赤）／ Pacherenc du Vic-Bilh（白） 

ドメーヌ ラウゲが生産する AOC ワイン：マディランとパシュラン デュ ヴィク ビル 

 



  

 

 
 
 
 

Pacherenc du Vic-Bilh Sec "19.91"  

“19.91”は、パシュラン デュ ヴィック ビル セックのスタンダード キュヴェです。ワイン名はシルヴァンの生まれ年を

示しています。グリーンがかった黄金色、繊細なアロマには白い花やレモンやグレープフルーツのような柑橘系の果実が

感じられます。口に含むと豊かな果実味が広がります。フレッシュでジューシーな口当たり、非常にバランスのとれたワ

インです。畑は南向き、粘土質シルトと砂利の混ざる土壌です。葡萄の仕立てはギヨー、樹齢 15 年、栽植密度は 4,000 本

/ha です。畑には除草剤や殺虫剤は一切使用しません。収穫した葡萄をセラーに運び、100％除梗します。アルコール発

酵前に低温で 18 時間スキンコンタクトを行い、果皮からアロマを抽出します。圧搾後、ステンレスタンクに移し 16～

18℃で 28 日間、天然酵母で発酵を行います。熟成はコンクリートタンクで 5 ヶ月間行います。 

★「デカンター ワールド ワイン アワード 2021」で 90 点/シルバーメダル 

 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／南西地方 等級：A.O.C. 

葡萄品種：グロ マンサン 50％、プティ マンサン 50％ 樹齢：15 年 

熟成：コンクリートタンクで 5 ヶ月  

品番：FC-461／JAN：4935919314619／容量：750ml ¥2,640(本体価格¥2,400) 

 

 
 
 
 

Pacherenc du Vic-Bilh Sec L'Orée 

「ロレ」は３ha の単一区画から造られます。トロピカルフルーツや白い花が

混ざる豊かなアロマが広がります。しなやかでフレッシュ、集約のあるしっか

りとしたボディがあります。シルキーでやわらかい口当たり、調和のとれた酸

が感じられます。フルーティでしっかりとした骨格がありパワフルですが、バ

ランスが取れています。畑は南向き、粘土質シルトと砂利の混ざる土壌です。

葡萄の仕立てはギヨー、樹齢は 20 年以上、栽植密度は 4,000 本/ha です。畑

には除草剤や殺虫剤は一切使用しません。収穫した葡萄は 100％除梗します。

アルコール発酵前に低温で 18 時間スキンコンタクトを行い、果皮からアロマ

を抽出します。圧搾後、ステンレスタンクに移し、16～18℃で 28 日間、天然

酵母で発酵を行います。熟成はコンクリートタンクと 500L の樽（1 回使用樽と 2 回使用樽）で 12 ヶ月間行います。 
 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／南西地方 等級：A.O.C. 

葡萄品種：プティ クルビュ 90％、プティ マンサン 10％ 樹齢：25 年以上  

熟成：コンクリートタンクと 500L の樽（1 回使用樽と 2 回使用樽）で 12 ヶ月 

品番：FC-462／JAN：4935919314626／容量：750ml ¥3,300(本体価格¥3,000) 

 
 

 
 
 

Vin de France Ta nat's                           
 

マセラシオン カルボニックを行い、飲みやすい味わいに仕上げたタナ 100%のキュヴェです。輝きのある紫色、イチゴやチェ

リー、スグリ、スミレの花のアロマにかすかにエレガントなスパイスの要素が混ざっています。素晴らしく熟した果実、丸み

のあるやわらかな口当たり、タンニンはシルクのようになめらかに溶け込んでいます。かすかにミネラルの要素が余韻を引き

締め、独自のスタイルと個性がしっかりと感じられるワインです。畑は南向き、粘土質シルトと砂利の混ざる土壌です。葡萄

の仕立てはギヨー サンプル、栽植密度は 4,000 本/ha です。畑には除草剤や殺虫剤は一切使用しません。除梗せず全房の状

態でコンクリートタンクに入れ、マセラシオン カルボニックを 48 時間行います。その後、プレスした果汁を 16 度の低温で

20 日間、天然酵母でアルコール発酵させます。マロラクティック発酵後、コンクリートタンクで約 5 ヶ月間熟成させます。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／南西地方 等級：ヴァン ド フランス 

葡萄品種：タナ 100% 樹齢：15 年 熟成：コンクリートタンクで約 5 ヶ月 

品番：FC-463／JAN：4935919314633／容量：750ml ¥2,640(本体価格¥2,400) 

マセラシオン カルボニックによって親しみやすい味わいに仕上げています 

 

ドメーヌ ラウゲのこだわりが詰まったスタンダード キュヴェ 

プティ クルビュを９０％使用し樽熟成を行なった個性的なキュヴェ 

 

 



  

 
 

 

 
 
 

Madiran "19.10" 
 

マディランのスタンダード キュヴェです。ワイン名はシルヴァンの祖父の誕生年を示しています。しっかりと濃いダークレ

ッド、カシスやブルーベリーなど黒い果実のコンポートを思わせるアロマが広がります。口に含むと、アロマと同じ黒い果実

のフレーバーが感じられ、さらにスパイスやリコリスの要素が混ざります。口当たりは丸みがあってエレガントです。余韻に

はシルクのようにしなやかなタンニンが感じられる非常に調和のとれたワインです。畑は南向き、土壌は粘土質シルトです。

葡萄の仕立てはギヨー サンプル、栽植密度は 4,400 本/ha です。畑には除草剤や殺虫剤は一切使用しません。収穫した葡萄

は 100％除梗します。アルコール発酵前に 48 時間低温マセラシオンを行います。その後、25 度に温度コントロールしながら

コンクリートタンクで約 21 日間、天然酵母で発酵を行います。熟成もコンクリートタンクで約 12 ヶ月行います。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／南西地方 等級：A.O.C. 

葡萄品種：タナ 90％、カベルネ フラン 10％ 樹齢：25 年以上 

熟成：コンクリートタンクで約 12 ヶ月 

品番：FC-464／JAN：4935919314640／容量：750ml ¥2,310(本体価格¥2,100)  
 

 
 
 
 

Madiran Camy 

 

「カミー」と呼ばれる単一区画からのワインです。スタンダード キュヴェの‟19.10”とは異なり、木樽で熟成させて複雑な味

わいを表現しています。ただし、上級キュヴェの‟マーティ”とは異なり、新樽は使用していません。濃いガーネット色、完熟

したカシスやラズベリー、ブラックベリーの豊かで複雑なアロマが広がります。タンニンは非常にやわらかくなめらかです。

果実のフレーバーと共に、スパイス、香ばしいニュアンスが心地良く感じられます。土壌は小さな砂利の混ざる粘土質シルト

です。葡萄の仕立てはギヨー サンプル、栽植密度は 4,400 本/ha です。除草剤や殺虫剤は一切使用しません。収穫した葡萄

は 100％除梗します。アルコール発酵前に 48 時間低温マセラシオンを行い、アロマを抽出します。その後、25 度に温度コン

トロールしながらステンレスタンクで約 30 日間、天然酵母で発酵を行います。熟成は 500L の樽（2 回使用樽と 3 回使用樽）

で 12 ヶ月行います。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／南西地方 等級：A.O.C. 

葡萄品種：タナ 90％、カベルネ フラン 10％ 樹齢：30 年以上 

熟成：500L の樽（2 回使用樽と 3 回使用樽）で 12 ヶ月 

品番：FC-465／JAN：4935919314657／容量：750ml ¥2,970(本体価格¥2,700) 

 
 
 

 
 

Madiran Marty                               

 
「マーティ」と呼ばれる単一区画からのワインです。樹齢 60 年以上の葡萄のポテンシャル

を、新樽と１回使用樽で熟成させることで引き出しています。しっかりと濃いルビーレッ

ド、チェリーやプラムなどの熟した果実のコンポートのアロマにほどよいスパイスのアロ

マが混ざります。たっぷりと豊かな口当たり、素晴らしく熟した果実味とシルクのように

なめらかなタンニンが感じられます。樽熟成によるローストの香ばしいフレーバーは豊か

で熟した果実味と見事に調和しています。豊かな果実の風味がいつまでも長く続きます。

土壌は石灰岩と丸石のまざる砂利質です。樹齢 60 年以上、仕立てはギヨー ドゥーブル、

栽植密度は 4,400 本/ha です。畑には除草剤や殺虫剤は一切使用しません。収穫した葡萄

は 100％除梗します。アルコール発酵前に 48 時間低温マセラシオンを行い、アロマを抽出

します。その後、25 度に温度コントロールしながらステンレスタンクで約 30 日間、天然

酵母で発酵を行います。500L の樽（新樽と 1 回使用樽）で 15～16 ヶ月間熟成させます。 

★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2021」で 2 ッ星、クー ド クール 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／南西地方 等級：A.O.C. 

葡萄品種：タナ 90％、カベルネ フラン 10％ 樹齢：60 年以上 

熟成：500L の樽（新樽と 1 回使用樽）で 15～16 ヶ月 

品番：FC-466／JAN：4935919314664／容量：750ml ¥4,180(本体価格¥3,800) 

木樽熟成による複雑さが楽しめる単一区画「カミー」からのワイン 

樹齢６０年以上の古木の葡萄が持つ凝縮感と樽熟成による香味が調和しています 

マディランらしい力強さが楽しめる、単一区画「マーティ」からの上級キュヴェ 

 

 

コンクリートタンクで発酵・熟成を行うことで果実味を引き出しています 

 


