スペイン

21世紀ワイナリー巡り
写真・文

篠田有史

19世紀末から20世紀にかけバルセロナを中心に奇抜な建築物を生み
出したスペインに、最近21世紀建築とも呼べるユニークな建築群があ
らわれた。舞台はスペイン全土に広がるブドウの生産地。建築群は、世
界中の気鋭の建築家が競うようにつくりあげた芸術性と機能美にみち
たワイナリーだ。

2

スペイン情報誌acueducto

篠田有史

しのだゆうじ / Yuji Shinoda

1954年岐阜県生まれ。
フォトジャーナリスト。24歳の時の1年間世界一周の旅で、
アンダルシ
アの小さな町Lojaと出会い、以後、
ほぼ毎年通う。
その他、
スペイン語圏を中心に、庶民の生活
を撮り続けている。
【写真展】スペインの小さな町で
（冨士フォトサロン）、遠い微笑・ニカラ グア（ 〃 ）
など。
【本】
「ドン・キホーテの世界をゆく」
（論創社）
「コロンブスの夢」
（新潮社）
「雇用なしで生きる」
（岩波書店）
などの写真を担当。

Bodega

01
ボデガ探訪：

Rioja Alavesa

ワインを与えてくれたエジプトの神々に捧ぐ
波 打つ銀 色の屋 根が 印 象 的なワイナリー 、ボデガス・イシオス
BODEGAS YSIOSはワインの生産地として有名なスペイン北部のリオ

ここでは手摘みで収穫、選別された100%テンプラニーリョのブドウ

ハ地方にある。
奇抜なデザインで知られるスペイン人建築家、
サンティア

が、畑の区画ごとに発酵、熟成され、
ボトル詰めの前に最適な割合でブ

ゴ・カラトラバの設計により2001年に建てられた。
イシオスは、
ワインの

レンドされる。
フランスの有名ワインメーカー、
ペルノ・リカールグループ

製法を人間に伝えたといわれるエジプトの神々イシスとオシリスから命

傘下のドメック・ボデガス社が、高級赤ワイン２種専門のワイナリーとし

名された。

て運営し、大半を海外へ輸出している。

中央正面入り口を入ると、奥のガラス越しにたくさんの樽が並べられ
ている。左のドアをあけると発酵タンクが並ぶ、
それはまるで宇宙船の内
部のようだ。
中央２階フロアの格子状の窓の部屋は会議などに使われ

4

る広間になっていて、真正面の丘の上に古城をのぞむことができる。

スペイン情報誌acueducto

BODEGAS
YSIOS

ー駅の設計をはじめ、世界で活躍するスペイン人建築

ボデガス・イシオス

を基礎に、彫刻的な美をもつ建築デザインで知られる。

Arquitectos

Santiago Calatrava

サンティアゴ・カラトラヴァ

最近完成したニューヨークのワールド・トレード・センタ
家。彫刻家、構造デザイナーでもある。構造的な合理性

2

3

4

5

1. 屋根はアルミ、正面外壁はヒマラヤ杉を使用。2. ワイナリー前には、
ナイル川を模
した堀が作られている。3. 入り口正面地下にはたくさんの樽が並ぶ。4. 冷却安定化
用タンクのフロア。5. 中央入り口の２階フロア。6. 発酵の進み具合をチェックする。

住所: Camino de la Hoya s/n,
01300 Laguardia, Álava.

visitas.ysios@pernod-ricard.com

1

見学ツアー: 毎日実施。12ユーロ(ワイン購入割

引付ワイン2種類の試飲込)

アルバ
Álava

ナバラ
Navarra

リオハ・アラベサ
Rioja Alavesa

リオハ

La Rioja

ブルゴス
Burgos

ソリア
Soria

リオハは、
「原産地呼称ワイン
（Denominación de Origen）
」
の中
でも特に厳しい基準で昇格が認められ
た高品質ワインである
「特選原産地呼
称ワイン
（Denominación de Origen
Caliﬁcada）」
にスペインで初めて認定
された産地。
リオハ・アラベサは、
３つに
分かれたブドウ栽培地区のひとつ。
6
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風に波打ち、
うねり輝く巨大なブドウの樹

Bodega
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遠くから見ると、金属の板をグニャリと踏みつけたような屋根の、1度
見たら忘れられない建物は、
日本でも馴染みのワイナリー、
マルケス・

ボデガ探訪：

デ・リスカルMARQUÉS DE RISCALがワイナリーの敷地内に建てた

Rioja Alavesa

ホテルだ。設計はカナダ人のフランク・Ｏ・ゲーリー。
曲がった屋根は
「ブ
ドウの木」
をイメージしている。屋根の色は、太陽の光によって変化し、
ワ
インの色を表現している。建物は最初、会社が会議やパーティに使うは
ずだったが、
あまりにも興味をいだく人が多く、要望によりホテルとして
利用することになった。予約は数年先まで埋まっているらしい。
マルケス・デ・リスカルは、
リオハでもっとも古いワイナリーのひと
つ。19世紀半ばに、
フランスのボルドーでオーク小樽による熟成方法を
学んだリスカル侯爵が創業した老舗だ。醸造所は、
当時に建てられたも
のが今も利用されており、貯蔵されたワインの中には、1862年産のもの
もある。王室専用の樽もあり、
その心地よく甘酸っぱい香りと上品な味
わいが、永く人々に親しまれている。

Arquitectos

Frank Owen Gehry

フランク・オーウェン・ゲーリー
アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活躍するカナダ出身の建築家。建
築界のノーベル賞＝プリツカー賞受賞。
スペイン・ビルバオのグッ
ゲンハイム美術館ほか、大胆で奇抜な造形の建築を数々生み出し
てきた。神戸にも
「フィッシュ・ダンス」
と呼ばれるオブジェがある。

1

住所: C/ Torrea 1, 01340 Elciego, Álava.
reservas.marquesderiscal@

luxurycollection.com

見学ツアー: 要予約、時間要相談。10.25ユーロ
(ワイン2種類の試飲込)。

2
3

6

スペイン情報誌acueducto

MARQUÉS
DE RISCAL

マルケス・デ・リスカル

4

5

6

7

8

9

1.エルシエゴの古い町並みとは対照的な姿を見せている。2.収穫されたブドウを手作業で選別する。3.19世紀の建
物の中は、最新の設備が整えられている。4.近くでみると、
その迫力に圧倒される。5.ホテル内の部屋は、
すべて形が
違う。6.外から見える箱状の部分は宿泊客用サロンになっている。7.空中の渡り廊下。8. 翼をひろげた鳥のようでも
ある。9.ホテル内からの眺め。

acueducto.jp
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BODEGAS BAIGORRI
ボデガス・バイゴリ

1

Bodega
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ボデガ探訪：

Rioja Alavesa

カンタブリアの自然風景に
溶け込むエコ建築
ブドウ畑のなかに半ば埋もれるように建てられているワイナリー、
ボ
デガス・バイゴリBODEGAS BAIGORRIは、なぜか人をほっとさせ
る。2002年スペイン・バスク人建築家イニャキ・アスピアスの設計で完
成した。注文主だったヘスス・バイゴリの
「ローマ人のように自然の力を
利用したワイン造りのできるワイナリーを」
という発想を実現したもの。
ブドウ畑の傾斜地に沿って地下7階まであるワイナリーは、
スペインで
もほかにはない構造をもっている。地上階でセレクトしたブドウを下のタ
ンクで発酵させ、
それをさらに下の階にある樽に入れて熟成、
ボトル詰

1. ワイナリー内の温度を一定にするために地
上階にはプールが作られている。 2. ワイナリ
ーの大部分は地中に埋もれている。 3. 1番下
に位置するのがレストラン。4. ガラス越しにカ
ンタブリア山脈が見える。 5. 階段の両側には
室温度を一定にするため砂利がしかれている。
6. レストランからはブドウ畑が一望できる。7.
外国からのツアー客も多い。
8
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2

3

4

Arquitectos

Iñaki Aspiazu Iza イニャキ・アスピアス・イサ
スペイン・バスクの建築家。昨年59歳の若さでこの
世を去った。革新的かつ合理的な設計でつねに内
外の高い評価を受けてきたが、
とくにボデガス・バイ

めするという、
「重力」
を利用したエコな生産方法を可能にしている。
この

ゴリの設計でみせた環境との調和術は、世界で注目

ワイナリーの見学者は、
ワイン造りの行程に従い、上階から下へと順に

されている。

坂を下っていく。最後に現われるのが、樽がずらりと並ぶフロアの上にあ
るレストランだ。
そこではパワフルでモダンな味わいの４種類のワインに

住所: Ctra. Vitoria-Logroño Km 53,

合わせた、
おしゃれな料理がフルコースで楽しめる。

01307 Samaniego, Álava.

mail@bodegasbaigorri.com

2014年、
５９歳の若さで建築家イニャキ・アスピアスは亡くなってしま

見学ツアー:1日2回実施。12ユーロ(ワイン2種類の

ったが、彼の意思を受け継ぎながらワイナリーは美味しいワインを作り

試飲込)

続けることだろう。

5

6

7
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BODEGAS
VIVANCO
ボデガス・ビバンコ
Arquitectos

Jesús Marino Pascual

ヘスス・マリーノ・パスクアル
スペイン・ナバラ州出身の建築家で、1970

年代からリオハに暮らし、
ワイン関係の建物

を数々設計してきた。同じワイナリーでもデ
ザインのテイストは皆異なり奇抜で、観る人

を驚かせる。
リオハ芸術賞を11年に授賞。

1

Bodega

04

リオハ・アルタは、
リオハの
ブドウ栽培地区のひとつ
リオハ・アルタ

ボデガ探訪：

Rioja Alta

ワインの歴史と文化を伝える、
伝道師の館
円盤を２つ重ねたような建物は裏側で、正面は直線的な別の顔をも
っている。
このワイナリー・ボデガス・ビバンコBODEGAS VIVANCOを
設計したのは、
リオハのワイン文化を熟知したナバラ州の建築家、ヘス

Rioja Alta

ス・マリーノ・パスクアルだ。地下に広がる巨大なワイナリーはまるで宮
ナバラ
Navarra

リオハ

La Rioja

かに眠っている。
ここでは11種類のワインが作られている。
ワイナリーに
は5つのフロアからなるワイン博物館も併設され年間10万人の観光客
が訪れる。丸屋根の建物の2階は、
レストランになっている。

ブルゴス
Burgos

殿のよう。天井をささえる樹木のような柱の下にはおよそ4000の樽が静

ソリア
Soria

住所: Ctra. Nacional 232 Km 442,
26330 Briones, La Rioja.

experiencias@vivancoculturadevino.es

見学ツアー: 月曜以外毎日。11時、13時(土は16時も)。
12ユーロ(ワイン2種類の試飲込)

1. 丸い屋根の建物はメルヘンの世界のよう。
2. ブドウ畑の下には、
ワイナリーが広がる。
3. 地下に並ぶ巨大な発酵タンク。

2
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3

López de Heredia
Viña Tondonia
ロペス・デ・エレディア・トンドニア

1

伝統と現代が融合した、
深みのある味わい

Bodega

05

東京オリッピックのスタジアム問題でも話題になったイラクの女性建
築家ザハ・ハディッド設計のワイナリーのレセプションだ。
ワイナリー、
ロ

ボデガ探訪：

ペス・デ・エレディア・トンドニアLópez de Heredia Viña Tondoniaの

Rioja Alta

創業125年を記念して、2002年、
バルセロナ国際食品飲料見本市へ出
展され、06年にここに移築された。

Arquitectos

ワイナリーの他の建物は、19世紀後半の創業以来ほとんど変わって

Zaha Hadid ザハ・ハディッド
イラクのバクダッド出身で、
イギリス在住の女性建築家。現
代建築における脱構造主義を代表するひとり。2004年に

いない。
ここでは、
ワイナリーの建物だけではなく、
ワイン造りの道具や
工程にも、伝統が息づく。昔ながらの木桶でブドウを収穫し、木製タンク

女性で初めて建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞

で発酵、圧搾機も手動だ。熟成用の樽も約25年間は、
同じものを修理し

を授賞した。今年3月に亡くなった。

ながら使っている。

住所 : Avda. de Vizcaya 3, 26200 Haro, La Rioja.
visitas@tondonia.com

見学ツアー : 要予約。月〜土と祭日実施。時間は要相
談。30 ユーロ ( 複数種のワインの試飲込 )

1. 内部はまるで宇宙船のよう。
2. 正面はデキャンタをイメージしたもの。
3. ワイン造りは古くからの道具を使用。

2

3
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BODEGAS
PROTOS

Arquitectos

Richard Rogers & Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados
リチャード・ロジャース & アロンソ・バラゲール・イ
・アルキテクトス・アソシアードス
ロジャースは2007年にプリツカー賞を受賞した世界的建築家。
チームで仕

ボデガス・プロトス

事をすることを好み、
プロトスのワイナリー建設も自らの事務所と、
スペイン

の実力派建築事務所アロンソ・バラゲール・イ・アルキテクトス・アソシアー

ドスとともに取り組んだ。

1

機能美を追求した
究極のワイナリーのかたち

Bodega

06
ボデガ探訪：

Ribera del
Duero

ドゥエロ川に沿って広がる
ワイン産地。品質の高さは
国内外で有名。

BODEGAS PROTOSは、
パリのポンピドゥー・センターで知られるリチ

リベラ・デル・ドゥエロ

ャード・ロジャースの作品だ。

Ribera del Duero

京 都 土 産の八つ橋を並 べたようにも見えるボデガス・プロトス

正面入り口を入ると、会議室と試飲室フロア。中央が吹き抜けで、上
下ふたつのフロアが見渡せるデザインになっている。半分は発酵タンク
やボトル詰め機械、商品倉庫で占められ、
あとの半分はオフィスや店舗

ドゥエロ川

に利用されている。高いアーチ状の屋根に沿ってはめられたガラスの外

Río Duero

壁が、
ゆったりとした空間をさらに広くみせ、
すべてに極力無駄を省いた
合理的な作りになっている。
カスティージャ・イ・レオン
Castilla y León

ワイナリー前の丘の地下には古いワイナリーがあり、地下2階でトン
ネルでつながっている。

住所: C/ Bodegas Protos 24-28,
47300 Peñaﬁel, Valladolid.

enoturismo@bodegasprotos.com

見学ツアー: 月曜以外毎日、火〜金は1日5回、土・日
7回。10ユーロ、要予約(ワイン2種類の試飲込)

1. 5つの大きさの違うアーチ状の屋根が特徴的。
2. 正面入り口。松で作られたアーチが美しい。
3. 発酵タンクの蓋が並ぶ。
2
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