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Japan Wine Competition 2006 (第 4 回国産ワインコンクーノレ)開催報告

Report of Japan Wme Competition 2006 

(4th Japan Domestic Wme Competition) 

はじめに

2006 年 7月 19"'21 日の 3 日間、甲府市内のホテノレ

において、国産ブドウに限定した Japan Wine 

Competition 2006 (第 4 回国産ワインコンクール)が開

催された。海外には国際ワインコンクールと共に多く

のワイン産地に圏内ワインコンクールがあり、その地

域のワインの認知度向上と普及に貢献している。本コ

ンクールも我が国の国産原料を用いて醸造したワイン

の品質向上と認知度を広めていくことを目的として、3

年前から始まり、 4回目になった。我が国においても

国産ワインコンクールが開催されるようになったこと

はワイン生産者にとっては品質向上の目標となり、消

費者にとっては国産ワインの認知度を高め、全国のワ

イン産地の振興に役立つものと確信している。

本年は過去 3 回の出品数を上回る 518 点のエントリ

ーがあったが、金賞は9点と昨年に比べ、減少した。

以下に本年の国産ワインコンクールの概要を報告する。

開催概要

1.目的:国産原料ブドウを使用した国産ワインの品質

と認知度の向上を図るためとともに、それぞれの産

地のイメージと国産ワインの個性や地位を高めるた

めに国産ワインコンクールを行なう。

2. 主催:国産ワインコンクール実行委員会。構成は道

産ワイン懇談会、山形県ワイン酒造組合、長野県ワ

イン協会、山梨県ワイン酒造組合、日本ワイナリー

協会、山梨大学ワイン科学研究センター、山梨県で

ある(第 l表参照)。

3. 審査会日程・場所:2006 年 7 月 19"'21 日、甲府富

士屋ホテル(甲府市)

4. 対象ワイン:

(1)酒税法第 4 条 (2006 年 5 月 1 日酒税法改正で

第3条第13号に変更)で定める果実酒のうち、

日本国内で栽培され収穫されたプドウのみと

する。

メルシャン株式会社小阪田嘉昭

(2)醸造法の分類によるステイルワインおよび、スパ

ークリングワインを対象。

(3)香味調整のための香料(天然、合成は問わなしす

および色素を添加したものは除く。

5. 審査方法:官能検査による審査とし、一次審査、本

審査に分けて実施。一次審査は 20 点満点で採点し、

平均点 12 点以上を本審査の対象とした。本審査は色

調・清澄度、香、味、ハーモニーに分けて合計点 20

点満点で採点した。

第 1表 JapanWine Competition 2006 

(第 4回国産ワインコンクール)知子委員会
九 ..".."...亨 Zてすy r 、、 丸、n

〈七/ψ M  F斤 属 設職名 氏 名

名誉会長 山梨県 知事 山本栄彦

理事
dzEコ， 長 国立大学法人山梨大学 横塚弘毅|

副学長

副会長 山形県ワイン酒造組合 理事長 i賓回 ?享

監 事 山梨県ワイン酒i組合 会 長 前島善福

会長 勝井勝丸
道産ワイン懇談会

代理 鳥村公宏

長野県ワイン協会 会長 曽我義雄

日本ワイナリー協会 理事長 鈴木忠雄

山梨県商工労働部 部 長 横森良照

山梨県
工業技術センター 所 長 手塚芳郎

6. 審査員:咋年同様の外国人審査員、ジル・ド・ルベ

ル(フランス ボルド一大学醸造学部教授)、デニ

ス・ガスティン(オーストラリア ワイン・ジャー

ナリスト)の 2名を含めて 20 名が選任された。昨年

より各ワイン産地組合代表を 1名とし、あと 1名は

各ワイン産地組合が推薦する消費者サイドのソムリ

エ、ワインアド、パイザー等の審査員とした(第 2表

-86-



J. ASEV Jpn. ， Vo l. 17 ， No. 2 (2α 泌)

参照)。

7. 表彰:本審査において、各カテゴリーごとに一定の

評点を獲得したものに金賞、銀賞、銅賞等が授与さ

れる。

金賞

銀賞

17.5 点以上

15.5 点以上 17 .5点未満

第 2表 Jap 加 Wme Competition 2006 審査員(敬称略)

銅賞 13.5点以上 15 .5点未満

奨励賞 12.0 点以上 13 .5点未満

カテゴリー賞 :5 点以上の出品があったカテゴ、リ

ーで、銅賞以上を受賞したものの中の最高評点の

ワイン。

GiIles de Revel 
ボノレドー大学醸造学部 教授

デ、ニス・ガスティン

DenisG ぉtin
ワインジャーナリスト

小野玄記

後藤奈美

篠原隆

小阪田嘉昭

浅田勝美

原 川守

石井もと子

遠藤誠

訂正一
田村祐一郎

自国重明

佐 藤 稔

小西超

高野豊

長谷部賢

東京国税局課税第二部鑑定官室主任鑑定官

独立行政法人酒類総合研究所原料研究室主任研究員

山梨大学ワイン科学研究センター教授

日本ワイナリー協会参与

(社)日本ソムリエ協会名誉顧問

山梨県工業技術センター ワインセンター支所長

ワインスクーノレワインスカラ 主宰

「日本ワインを愛する会J 事務局長

(株)ウォンズえんどう 代表取締役

感性科学研究所所長・技術土

ワインジャーナリスト

道産ワイン懇談会代表

(株)はこだてワイン管理部長

道産ワイン懇談会推薦消費者代表

(株)北酒連酒類部長

山形県ワイン酒造組合事業推進委員長

(有)朝日町ワイン業務部長

山形県ワイン酒猷E合推薦消費者代表

パレスグランデール支配人

長野県ワイン協会代表

ヴィラディストガーデンフア}ムアンドワイナリー

長野県ワイン協会推薦消費者代表

(株)高野総本庖代表取締役社長

山梨県ワイン酒猷目合推薦消費者代表

長谷害防酉底庖長

(社)日本ソムリエ協会認定

ワインアドバイザー

(社)日本ソムリエ協会認定

ソムリエ

(社)日本ソムリエ協会

シニアソムリエ

シニアワインアドバイザー

(社) 日本ソムリエ協会認定

ワインアドバイザー

応募条件

1.原則として市販酒であること。

2. 蔵内酒の場合は、瓶詰めされており、審査結果が公

表される年の 12 月末日までに流通することおよび

商品名が確定していること。

3. 出品時に、同一品質、同一ラベルのワインで、少な

くとも 720 mL瓶換算で 1000 本に相当する量が確保

できていること。ただし、極甘口のカテゴリーは 720
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mL瓶換算で 100 本に相当する量とする。

4. ボトルの容量は 500 mL以上で 2L を超えないこと。

ただし、極甘口カテゴリーのワインは 360 mL以上

で 2L を超えないこととする.

5. 出品カテゴリーの決定にあたっては、当該カテゴリ

ー(赤、白男IJ)原料品種の割合が、 75% 以上(甲州

カテゴリーについては 100%) であること。極甘口、

ロゼワイン、スパークリングワインの各カテゴリー

は原料品種の割合は問わない。

ただ、し、審査の公平さを保つために、参加申込者の

申請とは異なるカテゴリーに変更することがある。

カテゴリー

欧州系品種・赤、欧州系品種・白、国内改良品種・

赤、国内改良品種・白、甲州・辛口タイプ、甲州・中

口・甘口タイプ、北米系等品種・赤、北米系等品種・

白、極甘口、ロゼワイン、スパークリングワインの 11

カテゴリーである。

甲州はエキス分 2.5% 以下のものを甲州・辛口タイプ、

エキス分 2.5% を越えるものを甲州・中口・甘口タイプ

のカテゴリーに分けた。

出品状況

本年は 23 都道府県の 93 ワイナリーから 518 点の出

品があり、昨年の 83 ワイナリー、 446点に比べるとワ

イナリー数、出品数とも大幅な増加である。さらにカ

テゴリー別に見ると、欧州系品種・赤・白、国内改良

品種・赤、甲州・辛口で、のエントリー数が多く大幅に

増加している(第 3表参照)。

国産ワインコンクールも 4年目入ったが、全国のワ

イン生産県をほとんど網羅した 23 都道府県から、ワイ

ナリー数、出品数ともに増加してきていることは、本

コンクールが定着してきているものと思える。

審査方法

20 名の審査員を Aグ、ループ7名、 Bグ、ノレープ7名、

C グ、ループ 6名の 3 グループに分けて、 A グループは

欧州系品種・赤、国内改良品種・赤を、 Bグループは

欧州系品種・白、圏内改良品種・白、北米系等品種・

白、北米系等品種・赤を、 C ブ、/レープは甲州・辛口タ

イプ、甲州・中口・甘口タイプ、スパークリングワイ

ン、ロゼワイン、極甘口を審査した。外国人審査員は
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第 3表 Japan Wine Competition 2006 カテゴリー別

エントリー数

ーゴリヂJ

ヱン数トり吟

欧州系品種
赤 123 

白 131 

圏内改良品種
赤 64 

白 12 

辛口 67 
甲州

中日・甘口 45 

北米系等品種
赤 3 

白 26 

極甘口(残糖 100 &'J.，のもの) 20 

ロゼワイン 21 

スパークリングワイン 6 

計 518 

A 、C グループ。にそれぞ、れ 1:名入った。一次審査はワ

イン産地からの実行委員も審査に参加し、各グループ

別に 40 点ずつのワインを並べ、 20 点満点の 12 点以上

を一次審査通過点とした。本審査は 10 点毎のワインを

色調・清澄度、香、味、ハーモニーの評価項目に従っ

て合計 20 点満点で採点・評価した。審査員の平均点を

算出後、各グループのリーダーが進行役になり協議し

て、金、銀、銅賞等を決めた。カテゴリー賞はそのカ

テゴリーの最高点のワインが自動的に決まるが、同点

の場合は審査員の協議で決めた。実行委員は本審査で

は進行の管理を行い、テイスティングするが採点を行

なわず、協議のみに参加してコメントを述べ、審査へ

の参考とした。一次審査、本審査とも概ね昨年同様で

あるが、本年は各カテゴリーの中で、白ワインはエキ

ス分の少ないものから、赤ワインは品種別、さらにボ

ディの軽いものから審査した。また、審査員にはワイ

ンの品種、ヴィンテージが手元資料として配布され、

審査の参考とした。

審査スケジュール

初日 (7 月 19 日)の 13 時より審査員の打合せ会を

開催し、審査員のレベル合わせをグループ毎に行なっ

た。一次審査は初日の午後および 2 日目 (7月 20 日)

の午前に行い、一次審査を通過したワインの本審査を
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2 日目の午後および 3 日目 (7月 21 日)の午前に行な

った。

一次審査結果は出品総本数 518 本のうち 324 本が一

次審査を通過した。通過率が 63% と昨年の 51% に比べ

高くなった。 3 グループO~こ分かれた審査員が担当した

カテゴリーのワイン 10 点毎を討議も含めて約 30 分で

審査したため、本審査で厳正な審査をするための充分

な時間が確保出来た。

審査結果

最終日 (7 月 21 日)の午後に開催された実行委員会

に受賞候補になったワインが報告され、特に金賞候補

ワインについては実行委員がテイスティングをした上

で実行委員会の承認を受けた。出品ワイン 518 本に対

して、一次審査通過ワインは 324 点(咋年 228 本)で

あり、通過率で 63% (昨年 51%) と上がったことは全

体的に品質が向上し、欠点のあるワインが少なかった

もの思われる。

本年の受賞ワインは金賞が9点(昨年 13 点)、銀賞

49 点(昨年 66 点)、銅賞 154 点(昨年 122 点)、奨励

賞 100 点(昨年 22 点)の全国 80 ワイナリーから合計

312 点が受賞した。カテゴリー賞は銅賞以上のワイン

の最高点を獲得したワインに与えるが、 10点が受賞し

た(第 4表参照)。

昨年に比べて金賞、銀賞のワインが減少したことは

ワインが平均化し、突出した個性の持ったワインが少

なかったことや、出品ワインの厳しいヴィンテージ

2005 年の影響もあったと思われる。受賞ワインの詳細

を第 5、6表に載せたので参照にされたい。

海外の審査員のボ、ルド一大学醸造学部教授、ジル・

ド・ルベル氏の評価は「全体的に大きな欠点はなくな

っており、技術的にはきちんと管理され、日本ワイン

の実力は最近の 2'"'-'3 年でどんどん上がっている。世界

水準に照らしても、技体拍句には既に相当なレベルにき

て、国際的な品質レベルを十分満たしている。今後は

日本のワインをどのようなスタイルに持ってし、くか考

える時期にきており、ブドウ栽培を考える際に重要に

なる。日本ワインが今後目指す方向は果実味と厚みを

もう少し増すことだと思う。これを改善するためには

ブドウ栽培の方法を考える必要があると考える」とコ

メントしている。

もうひとりの海外審査員であるオーストラリアのワ
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イン・ジャーナリスト、デニス・ガスティン氏は「国

産ワインコンクールの重要な効果は消費者に対して良

いワインを PR すること、もう一方の効果はワインの

造り手への教育である。今回、 518 本の多数のワイン

が出品されたことはその使命を果たしている証明であ

る。出品ワインを見てみると、新たな造り方、新たな

品種などの取り組みが見えており、この国産ワインコ

ンクールが日本のワイナリーを奨励してきたことに間

違いない。このコンクールが新たな取り組みの発表の

場となり、ワイナリーの造り手の一層の励みとなれば

素晴らしいことであるJ と評価している。

第 4表 Japan Wme Competition 2∞6受賞数

持ヂゴワー ?M;A溢等 J金 賞¥?溢.'..1差 何事草!漬へ課励賞J:市ゴ|

欧州系品種
赤 5 14 50 13 82 

白 18 28 32 79 

圏内改良品種
赤 。 4 21 16 41 

白 。 O 5 6 

甲州
辛口 。 5 20 17 42 

中口・甘口 14 8 24 

北米系等品種
赤 O 。 2 O 2 

白 O 2 7 7 16 

短甘口(残糖 100 gILのもの) 2 2 5 10 

ロゼワイン O 2 5 8 

スパークリングワイン 。 O 2 

計 9 49 154 1ω 
L....幽

312 

第 5表 Japan Wme Competition 2006 金賞・カテゴリー賞受賞ワインリスト

質名 カテゴリー 銘 柄 会後名

金※ 欧州系品種赤 信濃縛熟メルロー 20 倒 信濃ワイン株式会社

金 欧州系品種赤 2003 ドメーヌルバイヤート 丸藤葡萄酒工業株式会社

金 欧州系品種赤 ソラリス・ユヴエンタ・ノレージュ 2003 マンズワイン附小諸ワイナリー

金 欧州系品種赤 NAC メルロー〔樽勲スープリーム〕 2∞3 株式会社井筒ワイン

金 欧州系品種赤 ソラリス信州千曲川産メルロー 2003 マンズワイン附小諸ワイナリー

金※ 欧州系品種白 シャルドネ アンフィルタード 2005 有限会社都農ワイン

銀※ 国内改良品種赤 勝沼産 100% 2∞4 赤 株式会社シャトー勝沼

銅※ 圏内改良品種白 岩の原ワイン レッド・ミルレンニューム 2∞5 白 株式会社岩の原葡萄園

銀※ 甲州辛口 ハラモヴィンテージ甲州|樽熟成 2004 原茂ワイン株式会社

金※ 甲州中口・甘口 ソラリス古酒甲州 1993 マンズワイン側勝沼ワイナリー

銀※ 北米系等品種白 2∞5 おたる完熟ナイヤガラ 相毎道ワイン株式会社

金※ 極甘口 ザ・ゴイチ費腐 1998 株式会社林農園

金 極甘口 グランポレール北海道余市貴腐 2004 サッポロワイン株式会社

銀※ ロゼ シャトーメルシャンももいろメルロー 2∞5 
メルシャン附

メルシャン勝沼ワイナリー

銀※ スパークリング 嘉スパークリングシャルドネ 2005 高畠ワイン株式会社

※は最優秀カテゴリー賞(各カテゴリーで得点、が一番高かったもの)
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第 6 表 Jap 釦 Wme Competition 2006 銀賞・銅賞・奨励賞受賞ワインリスト

シテゴリー;欧州系品種・赤

賞名 銘 v 楠
目、目r、 、

銀 NAC メルロー〔スペシヤノレ〕 2005 

銀 シャトーメルシャン長野メルロー

銀 シャトーメルシャン中古梗ヶ原メルロー

銀 ミュゼ.ドゥヴァン塩尻メルロー2003

銀 AW プフチナコレクション シフー 2005

銀 NAC メルロー〔樽熟〕 2004 

銀 シャトーマルス キュベ・プレスァージ穂坂日之城メルロー2004

銀
シャトーマルス キュベ・プルスァージ穂坂日之城カベルネ&メルロー

2004 

銀 Domain 巴Sogga Cabemet sauvignon Private Reserve 

銀 シャトーメルシャン カベ/レネ・ソーヴ、イニョン&メルロー

銀 2004 ルバイヤートメルロー金

銀 ソフリス信州、|カベルネ・ソーヴィニヨン

銀 グフンポレール長野古里ぶどう園メルロー 2(削

銀 SORYU Premium メルロ&カベノレネ・ソーヴィニヨン 2004

銅 安心事完葡萄酒工房 メルロー

銅 五一わし、ん桔梗ヶ原メノレロ 2004

銅
シャトーマルス キュベ・プレスァージ穂坂日之城カベルネ&メルロー

late harvested 2∞4 

銅 シャトーイヅツ 2000

銅 NAC メノレロー〔樽要f!¥) 2003 

銅 2002 両畠カベルネソーヴィニヨンプレミアム

銅
シャトーマノレス キュベ・プレスァージ穂坂日之城カベルネ&メルロー

late harvested 2∞3 

銅 サントリー塩尻ワイナリ一塩尻信州メルロ 2003

銅 シャトーメルシャン長野メルロー ロシアンオーク・マチュアード

銅 2004 鶴必ツヴ、アイゲルト・レーベ

銅 NAC メルロー[樽熟/スープリーム〕 2002 

銅 NAC メルロー[スペシャル〕 2004 

銅 塩尻ワイナリー特別機造桔梗が原メルロ 2002

銅 カベルネ・ソーヴィニョン七俵地畑収穫

銅 ソラリス信州、|千曲川産メルロー

銅 カベノレネ・ソーウ句イニヨン

銅 登美の丘赤 2∞4

銅 グランポレール長野古里ぶどう園カベルネソーヴィニヨン 2004

銅 月浦ワイン ドルンフエルダー2ω4

銅 上回のぶどうメルロー

銅 メルロ- 2∞5

銅 カベルネ・ソービニヨン樽熟成

銅 2004 鶴沼レンベルガー

銅 プティ グランポレール北海道ツヴ、アイゲルト・レーベ 2∞4

銅 メルロー2004

銅 五一わし、ん桔梗ヶ原メノレロ 2003

銅 サントリー塩尻ワイナリ一塩尻信州メルロ 2004

銅 アルガ レアィーロ 2004
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醸造 醸遊謀会社ts.; ，
生手 名
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2005 (株)井筒ワイン 長野県

2∞2 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

2002 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

2003 (株)アルプス 長野県

2005 アルプスワイン(株) 山梨県

2004 (株)井筒ワイン 長野県

2004 本坊酒造(株)山梨マルスワイナリー 山梨県

2004 本坊酒造(株)山梨マルスワイナリー 山梨県

2004 ノl布施ワイナリー 長野県

2003 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

2004 11.疎漏萄酒工業(株) 山梨県

2001 マンズワイン(株)小諸ワイナリー 長野県

2004 サッポロワイン(株) 山梨県

2004 蒼館葡萄酒(株) 山梨県

2004 守口酒類(株)安崎靖萄酒工房 大分県

2004 (株)林農園 長野県

2004 本j;JJr酉造(株)山梨マルスワイナリー 山梨県

2000 (株)井筒ワイン 長野県

2003 (株)井筒ワイン 長野県

2002 高畠ワイン(株) 山形県

2003 本坊酒造(株)山梨マルヌ.ワイナリー 山梨県

2003 サントリー(株) 塩尻ワイナリー 長野県

1999 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

2004 北海道ワイン(株) 北海道

2002 (株)井筒ワイン 長野県

2004 (株)井筒ワイン 長野県

2002 サントリー(株) 塩尻ワイナリー 長野県

2004 (株)山梨ワイン 山梨県

2001 マンズワイン(株)小諸ワイナリー 長野県

2004 盛田甲州ワイナリー(株) 山梨県

2004 サントリー(株)登美の丘ワイナリー 山梨県

2004 サッポロワイン(株) 山梨県

2004 (有)洞爺湖農産 北海道

2005 マンズワイン(株)小諸ワイナリー 長野県

2ω5 イケダワイナリー(株) 山梨県

2004 五味葡萄酒(株) 山梨県

2004 北海道ワイン(株) ~b毎道

2∞4 サッポロワイン(株) 山梨県

2ω4 フジッコワイナリー(株) 山梨県

2003 (株)林農園 長野県

2004 サントリー(株) 塩尻ワイナリ一、 長野県

2004 勝沼醸造(株) 山梨県
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銅 2004 ドメーヌノレバイヤート 2004 芦l藤葡萄酒工業(株) 山梨県

銅 2003 鶴沼ツグァイゲルト・レーベ 2003 相筋董ワイン(株) 北海道

銅 2003 遅摘みツヴ‘ァイゲルト・レーベ 2003 ~ti毎道ワイン(株) 北海道

銅 2003 ノレバイヤートメルロー 金 2003 芦1滋捕萄酒工業(株) 山梨県

銅 2004/ レバイヤートメルロー 2004 丸藤葡萄酒工業(株) 山梨県

銅 SORYU 針巴mi 山首メルロ&カベノレネ・ソーヴィニヨン 2∞5 2005 蒼龍葡萄酒(株) 山梨県

銅 ロリアン特醸メルロ一機熟成 2004 2004 白百合醸造(株) 山梨県

銅 明野カベルネソーヴィニヨン2∞5 2005 スズ、フ川酉造工業(有) 山梨県

銅 ソフリス信州カベルネ・ソーヴィニヨン 2002 マンズワイン(株)小諸ワイナリー 長野県

銅 プティ クeフンポレール長野メルローカベルネ 2004 2004 サッポロワイン(株) 山梨県

銅 月山山麓私たちの赤 2003 (資)虎屋西川工場 山形県

銅 2003 向畠カベルネソーウ‘イニヨンプレミアム 2003 高畠ワイン(株) 山形県

銅 五一わし、ん桔梗ヶ原メルロ 2001 2001 (株)林農園 長野県

銅 ロリアンメルロ- 2004 2004 白百合醸造(株) 山梨県

銅 サントネージュエクセラント・かみのやまカベルネソーヴィニヨン 2ω5 サントネージュワイン(株) 山梨県

銅 アルガアルカサール 2∞3 2003 勝沼醸造(株) 山梨県

銅 ポフーノ ツヴァイゲルトレーベ 2005 2005 (株)エーデルワイン 岩手県

銅 ロリアンメルロー 2003 2003 白百合醸造(株) 山梨県

銅 2002 ルバイヤートメルロー金 2002 丸藤葡萄酒工業(株) 山梨県

銅 ハヤチネゼーレメルロー樽熟成 2003 2003 (株)エーデルワイン 岩手県

銅 サントネージュエクセラントリミテ・かみのやまメルロー2003 2003 サントネージュワイン(株) 山梨県

銅 ツバイゲルト 2002 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 北海道

奨励 右八 2003 2003 大和葡萄酒(株) 山梨県

奨励 メノレロ 2005 2005 (株)島根ワイナリー 島根県

奨励 ロリアン メルロー樽熟成 2的4 2004 白百合醸造(株) 山梨県

奨励 美しヶ峰園カベルネソーグィニヨン赤 サントリー(株)登美のEワイナリー 山梨県

奨励 ，1'蛾プチヴェルド 2∞5 2005 スズラン酒造工業(有) 山梨県

奨励 NAC メルロー〔スペシャル〕 2003 2003 (株)井筒ワイン 長野県

奨励 2004 両畠カベルネソーヴィニヨンプレミアム 2004 同畠ワイン(株) 山形県

奨励 2004 ツパイゲ、ルト・レーベ 2004 (有)朝日町ワイン 山形県

奨励 ハヤチネゼーレ ツヴァイゲルトレーべ樽熟成 2003 2003 (株)エーデルワイン 岩手県

奨励 キュウ、ェ三j宰赤 2004 中央葡萄酒(株) 山梨県

奨励 北条ワイン砂丘 2∞3 北条ワイン穣i艶庁 鳥取県

奨励
サントネージュエクセフントリミァ・かみのやま収穫

2000 サントネージュワイン(株) 山梨県
カベルネソーヴィニヨン 20 ∞

奨励 オーク樽出しワイン カペルネ 2003 2003 モンデ酒造(株) 山梨県

カテゴリー:欧州、|系品種・白

賞名 銘柄
醸造

会社名
醸造県

年 名

銀 2004 鶴沼トフミーナ 2004 ね毎道ワイン(株) 北海道

銀 ヴィファストヴィニュロンズリザーブシャルドネ 2005 ヴィフデストワイナリー 長野県

銀 グランポレール長野古里ぶどう園シャルドネ 2∞5 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

銀 安心4完葡萄酒工房茅場シヤルドネ リザーブ 2005 一和酒類(株)安IL'骸菊萄酒工房 大分県

銀 2001 両畠、ンャルドネ樽熟成 2001 高畠ワイン(株) 山形県

銀 2∞4/レバイヤートシャルドネ n日屋敷J 収穫 2004 芦1藤葡萄酒工業(株) 山梨県

-92-



1. ASEV Jpn. ， Vo l. 17 ， No. 2 (2006) 

(欧州系品種・白続き)

ρ 醤遺
山

醸名造県賞:s 。〈古

えそ<: 与、年
会社名

仏 ，." 
、八~ y ， 

銀 シャトーメノレシャン シャルドネ&甲州 無髄晶 2003 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

銀 シャルドネ樽貯蔵 2004 敷島醸造(株) 山梨県

銀 2005 年北海道余市収穫葡萄ケルナーフリーラン 自 2005 (株)はこだてわいん 北海道

銀 ソラリス信州小諸、ンャルドネ樽仕込み 2004 マンズワイン(株)小諸ワイナリー 長野県

銀 シャルドネ七俵地畑収穫 2004 (株)山梨ワイン 山梨県

銀 プティ グフンポレール北海道ケルナー遅摘み 2005 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

銀 2004 忠太シヤルドネ 2004 (株)志太 静岡県

銀 2005 上和田ピノプラン 2005 両畠ワイン(株) 山形県

銀 キュヴェ三津白 2004 中央葡萄酒(株) 山梨県

銀 シヤルドネエスアート 2005 (有)都農ワイン 宮崎県

銀 2004 鶴沼グアイスブ、ルグ、ンダー 2∞4 北海道ワイン(株) 北甑差

銀 2002 雪摘みケルナー 2002 北海道ワイン(株) 北海道

銅
サントネージュエクセフントリミァ・かみのやま奈良崎畑収穫

2∞5 サントネージュワイン(株) 山梨県
シャルドネ 2∞5

銅
サントネージュエクセフントリミァ・かみのやま佐竹畑収穫

2004 サントネージュワイン(株) 山梨県
シャノレドネ 2∞4

銅 萌黄台圏ソーヴィニヨン・プラン 2∞2 2002 サントリー(株)笠美の丘ワイナリー 山梨県

銅 シャトーメルシャン 北信シャルドネ 2005 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

銅 2000 鶴沼ヴ、アイスブノレグ、ンダー 2000 北海道ワイン(株) 北海道

銅 2001 年産神戸ワインリースリング 2001 (財)神戸みのりの公社 兵庫県

鋼司 北ワイン 2∞5 ケルナー甘口 2005 中央葡萄酒(株)千歳ワイナリー 北海道

銅 シャルドネ 2004 2004 シャトージュン(株) 山梨県

銅 NAC シャルドネ〔樽熟) 2004 2004 (株)井筒ワイン 長野県

銅 2005 フレツ、ンュ&ドフイシヤノレドネ 2005 両畠ワイン(株) 山形県

銅 北ワイン 2005 ケルナープライベートリザーブ 2005 中央葡萄酒(株)千歳ワイナリー 北海道

銅 小諸のぶどうシャルドネ 2005 マンズワイン(株)小諸ワイナリー 長野県

銅 シャトーヤマグチ シャルドネ 2001 収穫樽貯蔵 2001 永山酒造(名) 山口県

銅 2005 両畠シャルドネ樽発酵ナイトハーベスト 2005 前畠ワイン(株) 山形県

銅 ソラリス信州小諸、ンャルドネ樽仕込み 2003 マンズワイン(株)小諸ワイナリー 長野県

銅 シャノレドネ アンウッデ、イッド 2005 (有)都農ワイン 宮崎県

銅 登美の丘白 2ω4 2004 サントリー(株)登美の丘ワイナリー 山梨県

銅 シャルドネ・バレルファーメンテーション 2004 2004 (有)大浦ぶどう酒 山形県

銅 北ワイン 2005 ケルナー辛口 2005 中央葡萄酒(株)千歳ワイナリー 北海道

銅 プティ グランポレール北海道ケルナー遅摘み・辛口 2005 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

鋼 ケノレナー甘口 2005 天橋立ワイン(株) 尽都府

銅 2005 ルバイヤートシャルドネ rl 日屋敷J 収穫 2005 A.膝葡萄酒工業(株) 山梨県

銅 樽醗酵シヤルドネ 2004 盛岡甲小1'1ワイナリー(妹) 山梨県

銅 Delian Collin 巴Selection (白)2003 2003 大和葡萄酒(株) 山梨県

銅 奥出雲ワイン シヤルドネアンウッデ‘イッド 2005 2005 (有)奥出雲葡萄園 島根県

銅 プティ グランポレール北海道ケルナー房選り 2005 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

銅 2005 熊ノ前シャルドネ 2005 高畠ワイン(株) 山形県

銅 香り仕ー込みケルナー 2005 (株)はこだてわいん 北海道

奨励 ウ‘ィンテージ 2004 白やや辛口 2004 (財)神戸みのりの公社 兵庫県

奨励 TarTarWine 臼 2004 2004 (株)ヒトミワイナリー 滋賀県

奨励 セーベル 9110 2005 (有)たかやしろファーム 長野県

奨励 RieslingFarnily Sem iDry 2005 小布施ワイナリー 長野県
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九 千，、
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シ

奨励 月浦ワイン ミユフートウルガウ 2∞4 2004 (有)洞爺湖農産 北海道

奨励 2005 北海道ケルナー 2005 ~b毎道ワイン(株) 北海道

奨励 シャトーメルシャン長野シヤルドネ 2005 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

奨励 サントネージュエクセラントリミテ・かみのやまシヤルドネ 2∞5 2∞5 サントネージュワイン(株) 山梨県

奨励 プテイ グ‘フンポレール北海道ミュフートゥルガウ遅摘み 2005 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

奨励 2005 北海道ミュラー・トウルガウ 2005 相毎道ワイン(株) 北i毎道
奨励 ケルナー 2005 (株)サンクゼール 長野県

奨励 シャ卜ーメルシャン J-fine シヤノレドネ&甲州 2005 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

奨励 シャルドネ 2004 (株)サンクゼール 長野県

奨励 2005 亀岡シャルドネ 2005 同畠ワイン(株) 山形県

奨励 越後、ンャルドネ 2∞4 2004 (株)アグリコア越後ワイナリー 新潟県

奨励 ふらのワイン ミュラー 2005 2005 富良野市ぶどう果樹研究所 北海道

奨励 2004 鶴沼バッカス 2004 北海道ワイン(株) 北海道

奨励 プティ グフンポレール北海道ケルナー 2005 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

奨励 等々力シャルドネ樽貯蔵 2003 (株)シャトレーゼ 山梨県

奨励 ウ、イレセイベル 9110 2005 葛巻両原食品加工(株) 岩手県

奨励 ヴィンァージ 2004 白やや甘口 2004 (財)神戸みのりの公社 兵庫県

奨励 月山ワイン月の雫 S-9 1I0 2 ∞5 2005 庄内たがわ農業協同組合 山形県

奨励 シャトーメルシャン新鶴シャルドネ 2005 
メルシャン(株)メル、ンャン勝沼

山梨県
ワイナリー

奨励 芳醇醸造 ミュラー・トルガウ 2005 (株)はこだてわいん 北海道

奨励 ソラリス信州、|シヤルドネ・マセラシオン・リミテ 2001 マンズワイン(株)小諸ワイナリー 長野県

奨励 プティ グフンポレール長野シヤルドネ 2005 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

奨励 2004 山形、ンヤルドネ 2004 (有)朝日町ワイン 山形県

奨励 2005 屋代、ンャルドネ 2005 高畠ワイン(株) 山形県

奨励 2005 葡萄作りの匠北島秀樹ケルナー 2005 相毎道ワイン(株) ヰり毎道

奨励 2005 松原農園ミュラー・トゥルガウ 2∞5 北海道ワイン(株) j回毎道

奨励 シャトー7 ルス プレステージシャルドネ 2005 2005 
本坊酒造(株)山梨マルス

山梨県
ワイナリー

奨励 NAC シャルドネ〔樽熟) 2∞3 2003 (株)井筒ワイン 長野県

カテゴリー:圏内改良品種・赤

賞名 銘柄
酪造

会社名
醸造県

年 名

銀 シャトーメルシャン山梨ペリーA 2001 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

銀 ミュゼ‘ドゥヴァン松本平ブ、フッククイーン 2∞4 2004 (株)アルプス 長野県

銀 麻昆ルージュ 2∞5 2005 麻屋葡萄酒(株) 山梨県

銅 岩の原ワイン雪室熟成 2003 赤 2003 (株)岩の原葡萄園 新潟県

銅 プティ グランポレール山梨甲斐ノワール 2004 2004 サッポロワイン(株) 山梨県

銅 山ぶどう 2∞4 赤 2004 (株)シャ卜一勝沼 山梨県

銅 マスカットペリーA 樽熟成 2∞4 2004 
木下商事(株)シャトー酒折

山梨県
ワイナリー

銅 ミュゼドゥヴァン桔梗ヶ原マスカットペリーA 2 ∞l 2001 (株)アルプス 長野県

銅 SORYU 加 mum 甲斐ノワーノレ 2005 2005 蒼龍葡萄酒(株) 山梨県

銅 秩父ワイン慌作印赤 2005 (有)秩父ワイン 埼玉県

銅 岩の原ワイン深雪花赤 (株)岩の原葡萄園 新潟県
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(圏内改良品種・赤続き)

賞名 蕗構
醸造 会捻名、 醸造燥
年 名

鏑 プティ グランポレール岡山マスカットベリーA 樽熟成 2005 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

銅 マスカット・ベリーA エスアート 2005 (有)都農ワイン 宮崎県

銅 プティ グフンポレール岡山マスカットペリーA 縛熟成 2004 2004 サッポロワイン(株) 山梨県

銅 SORYU Select ベリーA 2004 2004 蒼龍葡萄酒(株) 山梨県

銅 樽熟成マスカットベリーA 2004 一和酒類(株)安心院調萄泊工房 大分県

銅 バレルエージング 2∞'3 (ノトージュ) 2003 (有)大浦ぶどう酒 山形県

銅 鳥居平野呂甲斐ノワール 2004 (株)シャトレーゼ 山梨県

銅 白山/レージュ 2004 (株)白山やまぶどうワイン 福井県

銅 メルシャン山梨生まれのワイン赤 2005 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

銅 甲斐ノワール 2005 2005 大泉葡萄酒(株) 山梨県

銅 フォーレ赤 2005 葛巻向原食品加工(株) 岩手県

銅 マスカット・ベリーA 樽 2003 2∞3 スズフン酒造工業(有) 山梨県

銅 TarTarWme 赤 2004 2004 (株)ヒトミワイナリー 滋賀県

奨励 ポレール山梨明野マスカットペリーA 遅摘み 2004 2004 サッポロワイン(株) 山梨県

奨励 岩の原ワイン ブフック・クイーン 2004 赤 2004 (株)岩の原葡萄圏 新潟県

奨励 木島平奥f言濃 Reserve 2005 
小布施ワイナリー

長野県
(明オ)木島平村農業振興公社)

奨励 岩の原ワインヴインテージ 2004 赤 2004 (株)岩の原葡萄関 新潟県

奨励 AW プラチナコレクション 甲斐ノワール 2005 2005 アルプスワイン(株) 山梨県

奨励 樽熟成マスカット・ベリーA 2005 盛田甲州ワイナリー(株) 山梨県

奨励 鳥居平倶楽部 2004 赤 2004 (株)シャ卜一勝沼 山梨県

奨励 AW プラチナコレクションマスカット・ペリーA2005 2005 アルプスワイン(株) 山梨県

奨励 ロリアン ブラック・クイーン樽熟成 2∞4 2004 白百合滋造(株) 山梨県

奨励 甘美(かんび) 2005 (有)大浦ぶどう酒 山形県

奨励 せらワイン赤 2005 2005 (株)セラアグリパーク 広島県

奨励 2003 志太ヤマソーピニオン 2003 (株)志太 静岡県

奨励 蒜山ワイン Vitis ∞19netlae RED2005 2005 ひるぜんワイン(有) 岡山県

奨励 レザンファンブフッククイーン 2004 (株)ルミエール 山梨県

奨励 ロリアンマスカット・ペリーA 樽熟成 2001 2001 白百合醸造(株) 山梨県

奨励 アルガーノ モンテ 2004 2004 勝沼醸造(株) 山梨県

カテゴリー:圏内改良品種・白

賞名 銘柄
醸造

会社名
醸造県

年 名

銅 ソラリス信濃リースリング辛口 2004 マンズワイン(株)小諸ワイナリー 長野県

銅 五月長根葡萄園 2005 2005 (株)エーデルワイン 岩手県

銅 十二夜ワイン リースリングリオン白 2005 岩手缶詰(株) 岩手県

銅 2ω5 年産神戸ワイン信濃リースリング 2005 (財)神戸みのりの公社 兵庫県

奨励 奥出雲ワイン白 2005 (有)奥出雲葡萄園 島根県

カテゴリー:甲州辛口

醸造 醸造県
賞名

タ t

、?銘?三期
ぺゑ弘、b 

会社名
翼手? 名ノ 、

銀 2005 志太シュールリー 2005 (株)志太 静岡県

銀 甲州シュールリー2∞5 2005 フジッコワイナリー(株) 山梨県

銀 2005 ルバイヤート甲州シュールリー 2005 11 康葡萄酒工業(株) 山梨県
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(甲州辛口続き)
‘、".‘・l

γ l 、戸 ムザ〆~匂γ モド ι:醸滞。 。

，会社名
酷造操賞者 齢構

(岩手 、 、、 ~ 
内

j む

銀 プテイ グ、フンポレール山梨甲州、|樽発酵 2005 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

銅 プティ グフンポレール山梨甲州辛口シュール・リー 2004 2004 サッポロワイン(株) 山梨県

銅 シャンテ 甲州樽発酵 2005 2005 (株)ダイヤモンド酒造 山梨県

銅 ソレイユ・クラシック 2005 2005 旭梢酋(有) 山梨県

銅 甲州、ンュール・リー 2005 マンズワイン(株)勝沼ワイナリー 山梨県

銅 シュールリー甲州 2∞5 2005 まるき葡萄酒(株) 山梨県

銅 プティ グ、フンポレール山梨甲州辛口穂坂収穫 2側 2004 サッポロワイン(株) 山梨県

銅 ロリアン勝沼甲州 2005 白百合醸造(株) 山梨県

銅 シャトーマルス石和甲州葡萄氷晶仕込辛口 2005 2005 
本坊酒造(株)山梨マルス

山梨県
ワイナリー

銅 2004 ルバイヤート甲州樽貯蔵 2004 M瑠萄酒工業(株) 山梨県

銅 古代甲州 2003 2003 大手口葡萄酒(株) 山梨県

銅 SURE LlE (シュールリー)2005 2005 大手晴萄酒(株) 山梨県

銅 レザンファン甲州 2∞4 (株ヨルミエール 山梨県

銅 鳥居平甲州、|シュールリー 2005 (株)シャトレーゼ 山梨県

銅 ロリアン刷。H樽熟成 2∞5 2005 白百合醸造(株) 山梨県

銅 セレクト白 2ω5 2005 イケダワイナリー(株) 山梨県

銅 勝沼甲州シュールリー2005 2005 麻屋葡萄酒(株) 山梨県

銅 SORYU Premi 凶n 甲州 2005 2005 蒼龍葡萄酒(株) 山梨県

銅 キュヴェ=.i宰甲州、|プライベートリザーブ 2005 中央葡萄酒(株) 山梨県

鏑 樽熱甲州、12 ∞5 2005 イケダワイナリー(株) 山梨県

銅 シャンデ百ffi 甲州 2004 (株)ダイヤモンド酒造 山梨県

奨励 樽酒類孝甲州 2005 盛田甲州ワイナリー(株) 山梨県

奨励 シャトーマルス 甲州穂坂収穫 2005 2005 
本城酉造(株)山梨マルス

山梨県
ワイナリー

奨励 甲州樽発酵2∞5 2005 フジッコワイナリー(株) 山梨県

奨励 SORYU Premium 甲州辛口湖5 2005 蒼青輔萄酒(株) 山梨県

奨励 シャトーメルシャン甲小1'itJ1尊仕込 2005 
メルシャン(株)メルシャン勝沼

山梨県
ワイナリー

奨励 シャトーマルス 甲州白根、ンュール・リー2∞5 2005 
本坊酒造(株)山梨マルス

山梨県
ワイナリー

奨励 ソレイュ甲州 2005 2005 旭梢酉(有) 山梨県

奨励 甲州樽熟成 2∞3 2003 スズラ川酉造工業(有) 山梨県

奨励 甲州シュール・リー 2005 盛田甲州ワイナリー(株) 山梨県

奨励 古代甲州 2004 2004 大和葡萄酒(株) 山梨県

奨励 グレイス甲州 2005 中央葡萄酒(株) 山梨県

奨励 鳥居平甲州 、ンュル・リー 2005 2005 (株)シャトー勝沼 山梨県

奨励 オーク樽出しワイン甲州、| 2005 モンデ酒造(株) 山梨県

奨励 甲州ドライ 2005 2005 
木下街事(株)シャトー酒折

山梨県
ワイナリー

奨励 樽発酵樽熟成甲州、12 ∞5 2005 モンデ酒造(株) 山梨県

奨励 グレイス甲州 菱山畑 2005 中央葡萄酒(株) 山梨県

奨励 テロワールドゥ美{対決 2005 笹-j酉造(株) 山梨県

カテゴリー:甲州 中口・甘口

鉱柄 会社名

遅摘み甲什12 ∞4 大和葡萄溜(株)
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銅 |メルシャン甲州ブランドプラン

銅 lメルシャン山梨生まれのワイン自

カテゴリー:北米系等品種・赤

NAC2004 信州コンコード

あじろん甘口

カテゴリー:北米系等品種・白

賞名 銘楕
銀 ほたる

銅 綾ワインナイアガラ

銅 五ヶ瀬ワイン白滝

銅 ナイアガラ しばれづくり

銅 2005 おたるナイヤガラ

銅 ナイヤガラワイン

銅 ポレールマスカット・オブ・アレキサンドリア 2005 

銅 青デラウェア

奨励 ナイアガラ

奨励 ナイアガラ

奨励 五ヶ瀬ワイン白

奨励 キングセルビーデラウェア 2005

会社名

江川前~日小川ベ:
醸造

会社名
韻造県

年 名

2005 葛巻高原食品加工(株) 岩手県

2005 雲海酒造(株) 宮崎県

2005 五ヶ瀬ワイナリー(株) 宮崎県

2005 (株)はこだてわいん 北海道

2005 北海道ワイン(株) 北爆i萱

2005 (有)佐藤ぶどう酒 山形県

2005 サッポロワイン(株) 山梨県

2005 飛鳥ワイン(株) 大阪府

2005 (株)エーデルワイン 岩手県

2005 (株)山梨ワイン 山梨県

2005 五ヶ瀬ワイナリー(株) 宮崎県

2005 カタシモワインフード(株) 大阪府
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(北米系等品種・自

白賞活

奨励 |陽だまり

奨励 |早摘みデラウェア加

奨励 |アイスナイアガラ

カテゴリー:極甘口

2ゆ041 天主主ワイン(株)

2005 I (株)島根ワイナリー

2005 I (有)大浦ぶどう酒

峨
一
時
一
峨

賞名 銘柄
醸造

会社名
酷造県

年 名

銀 登美ノーブルドール 1997 1997 サントリー(株)登美の丘ワイナリー 山梨県

銀 ソラリス信濃リースリング・クリオ・エクストラクション 2004 マンズワイン(株)勝沼ワイナリー 山梨県

銅 ク守フンポレール相毎道余市ケルナー遅摘み・芳醇 2∞5 2005 サッポロワイン(株) 山梨県

銅 2005 氷の妖精白 2005 (有)朝日町ワイン 山形県

銅 氷果の雫ナイアガフ 2005 (株)林農園 長野県

銅 2005 アイスワインケルナー 2005 北海道ワイン(株) 北海道

銅 氷熟仕込ナイアガラ 2005 (株)アルプス 長野県

奨励 2005 おたる特撰ナイヤガラ 2005 北海道ワイン(株) 北海道

カテゴリー:ロゼ

賞名 銘柄
臨造

会社名
醸造謀

華字 名

銀 奥出雲ワイン ロゼ 2005 (有)奥出雲葡萄園 島根県

銅 20047 スカット ブラッ、ンュ 2004 (有)朝日町ワイン 山形県

奨励 フォーレロゼ 2005 葛巻高原食品加工(株) 岩手県

奨励 安，C，-Il完葡萄酒工房 ロゼ 三制官類(株)安，C，-Ili浦萄酒工房 大分県

奨励 キャンベル・アーリー 2005 (有)都農ワイン 宮崎県

奨励 天橋立ワインロゼ 2005 天橋立ワイン(株) 京都府

|奨励 2∞5おたるロゼ 2005 北海道ワイン(株) 北海道

カテゴリー:スパークリング

銘柄

スパークリングワイン ミュラー・トウノレガウ

表彰式および公開テイスティング

公開テイスティングは 8月 26 日(土)、午前 10 時

より甲府市内のベルクラシック甲府で開催された。ワ

イナリ一関係者、マスコミ、招待者、一般ワイン愛好

者など 500 人以上の人達の参加で例年に増して午前中

から大盛況で、あった。午後 l時からは表彰式が始まり、

金賞、銀賞、銅賞、カテゴリー賞には賞状と山梨県特

産の水晶を加工したメダ、ルが壇上で、横塚弘毅実行委員

長より授与された。表彰式の後も公開テイスティング

会社名

北海道ワイン(株)

は午後 5時まで続いた。各ワイナリー別に受賞ワイン

が並べられたテーブルで、は、参加者はテイスティング

をしながらワイナリーの関係者から受賞ワインについ

ての説明を熱心に聞き入っていた。国産ワインコンク

ールも 4年目を迎えて、ワイン愛好家の関心が年々高

まり、国産ワインの品質の高さをアピールできたもの

と思われる。
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おわりに

筆者は本コンクールに日本ワイナリー協会派遣の審

査部会員として当初より関っており、第 1回より審査

員としても参加してきた者として感想を述べてみる。

本コンクールの目的は国産原料ブドウを使用した国

産ワインの品質と認知度の向上を図るとともに、それ

ぞれの産地のイメージと国産ワインの個性や地位を高

めることにある。

本コンクールも 4 回目を迎え、全国 23 都道府県、 93

ワイナリーから 518 本と多数の参加があったことは、

全国のワイナリーから大きな賛同を得ているものと考

える。参加ワイナリーは北海道から九州、|に至るまでに

及び、全国のワイナリーが網羅されている点が本コン

クールの特徴で、国産ワインの評価が全国レベルで客

観的に判定されていることになる。

本年は金賞 9 点、銀賞 49 点、銅賞 154 点となり、金、

銀、銅賞のバランスは妥当と思われるが、金賞の受賞

率が海外のコンクールに比べて低いと思われる。本コ

ンクールの目的でもある国産ワインの認知度を高める

ためには、金賞の受賞率が増加していくことも必要と

考える。

好成績を収めたワイナリーの特徴をみると、大手、

中小ワイナリーに限らず、自国や契約栽培など、特に

垣根粉音によって醸造用ブドウを確保しているワイナ

リーである。さらに、日本ワインの品質向上には、外

国人審査員も指摘しているが、醸造用ブドウを考えた

栽培方法に改良することが重要である。日本固有品種

である甲州のワインの改良についても、これまでは醸

造方法の改良が主体であったが、今後は醸造用に適し

た栽培方法など、とりわけ、系統選抜を産・学・官の

共同で取り組む必要があると考える。醸造用ブドウの

畑が形成されることによって、ワインの産地イメージ

を高め、地域振興に役立つものと考える。

最後に本コンクールは事務局の山梨県工業振興課

や山梨県ワインセンター、山梨県ワイン酒i飽合、山

梨大学ワイン科学研究センターの関係者の支えにより

円滑な運営できたものです。また、全国の出品ワイナ

リーの協力により成功裡に終了できたもので、関係者

各位に感謝を申し上げます。今後も本コンクールの継

続が国産ワインの認知度の向上を図り、その地位を高

めるものと確信しています。
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