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“驚きました”
       – スチーブン•スピュリエー
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Latitude
A Cool Climate Wine Region

ワシントン州 & オレゴン州

北緯50度

北緯30度

カナダ、ノバスコシア州

カナダ、ケベック州

カナダ、オンタリオ州

カナダ、ブリティッシュコロンビア州

カリフォルニア州、ナパバレー

フランス、ブルゴーニュ州

スペイン

ポルトガル

イタリア

「オンタリオ州のワインは本当に独特の美しさがあります。」
  – マット•クレーマー

ワインカントリー•オンタリオは世界的に良好なワインを生産す
る中心地帯である北緯41° から44°の間に位置しています。これ
はブルゴーニュやその他のヨーロッパの涼しい気候のワイン産
地と同じ緯度です。生育期間中の日ごとの温度変化が，酸味、ア
ルコール度、あるいはフルーツ味の微妙なバランスを達成するの
に欠かせない条件を作り出しています。涼しい気候の産地からの
ワインは、温度が高い地域からのワインに比べてより香りが良く、
まろやかなこくで酸味が高く、スッキリとして食べ物と良く合い、
熟成が良く出来ます。 r



ナイアガラ
エペルネ（シャンパーニュ）
ボルドー
ニュージーランド
コルマール（アルサス）
ボーヌ（ブルゴーニュ）
モンペリエー（ラングドック）

収穫開花

積算成長度日 
生育期（４月１日から１０月３１日まで）に

おける月間平均気温が10°C (50°F) を超

える気温の合計で摂氏で表されます。

ドイツ、ガイゼンハイム	 １０５０

フランス、エペルネ	（シャンパーニュ）　	 １０５０

ニュージーランド、ホークスベイ	 １２００

ブリティッシュコロンビア州、ノースオカナガン地域	 	1200

オンタリオ州、プリンスエドワード郡	 1250

オレゴン州、ローズバーグ	 １２５０

フランス（ブルゴーニュ）、ボーヌ	 １３１５

ワシントン州、ヤキマ　	 １４２６

カリフォルニア州、ナパ　	 １４５０

ブリティッシュコロンビア州、サウスオカナガン地域	1450

オンタリオ州、ナイアガラ半島	 1500

	オンタリオ州、エリー湖北岸			 1528

3

オンタリオ州南部に広がるブドウ園は五大湖のうちのオンタリオ湖、エリー湖、およ
びヒューロン湖の三つの湖に近接しています。これらの湖が冬の冷たい温度をやわ
らげ、夏の暑い間はブドウ園を涼しく保ちます。この五大湖盆地の土壌は砂、粘土、岩
と変化があり，長期間にわたる氷河活動により地表に露出した古代の海底からの石
灰岩を多く含んでいます。石灰岩はブルゴーニュや北部フランスの他の地域の基本
的な土壌と同じものです。ブドウ園は平らな古代の海底地帯にあったり、古代の海岸
線を形成した高台やテラスにあります。このような地形は水はけに理想的で（水分が
多すぎると風味を薄めてしまいます）ぶどうに養分や鉱物性無機物を与えます。 r

生育サイクル 開花（６月１０−１８）から収穫（１０月−１１月）までは１００から112日で世界のワイン
産地と一致します。
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湖
五大湖システムプロファイル

北米中央部に位置する五大湖のうち、ヒューロン湖、エリー湖、オ
ンタリオ湖の3つは、オンタリオ州のワイン生産地域を形成して
おり、この地域の極端な内陸性気候を緩和する重要な役割を果
たしています。これらの湖は冬季にも凍結せず、比較的暖かい湖
水が極端な冷え込みを緩和し、ブドウを枯らしてしまうような厳
しい低温から湖岸のブドウ畑を護っています。夏季には比較的低
温の湖水が極端な高温を緩和します。気温が30℃に達すること
は珍しくありません。r

セントマリー川

ミシガン湖

mi(マイル) / km(キロメートル)

スペリオル湖
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ヒューロン湖

セントクレア湖

エリー湖

オンタリオ湖
セントローレンス川

大西洋

ナイアガラ川

セントクレア川 デトロイト川 ナイアガラフォールズ
ナイアガラ断層崖

セントローレンス湖

セントフランシス湖

セントルイス湖

モントリオール港

セントローレンス湾

海抜

379 mi 
607 km
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西 (W) 東 (E)

アメリカ陸軍工兵隊、デトロイト地域

「私たちはオンタリオ州の独特なテロワールをいつも当たり
前の事と考えてきましたが、緯度、湖、および石灰岩の組み合わ
せはワインの世界でもユニークなものです。」

–  デービッド•ローラソン
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氷原

シカゴ湖
標高 640’

マウミー湖
標高 780’

14,000年前

アルゴンキン湖
標高 605’

古代エリー湖
標高 540’

古代オンタリオ湖

氷原

9,000年前

古代オンタリオ湖
古代エリー湖
標高540’

チップワ湖
標高230’

スタンリー湖
標高200’

古代オンタリオ湖

氷原

7,000年前

古代オンタリオ湖

ニピシングステージ
標高605’

イリノイ川

オタワ川

セントローレンス川

4,000年前

石灰岩
氷河と土壌

太古からオンタリオ地域は、氷河によって
堆積岩層や古代の岩礁構造が形成・浸食さ
れ、オンタリオ州南部にヒューロン湖とオン
タリオ湖との間を横断する脊梁を成したナ
イアガラ断層崖が形成されています。これが
オンタリオ湖の南岸を通り、ナイアガラ半島
を形成するあたりでは、非常に複雑な土壌
構造が存在します。湖岸線と断層崖の頂と
の間の帯状地帯に押し込まれた石灰岩の岩
盤上に砂と小石と粘土の段階層やかたまり
があります。この帯状地帯は、ナイアガラ地
域のブドウ畑や果樹園を支えつつ、幅を広
げたり狭めたりしながら東西に約50km続
いています。プリンスエドワード郡も同様の
氷河の影響を受けていますが、オンタリオ
湖では石灰岩の岩盤がむき出しになって実
質的な島となっており、一方エリー湖湖岸で
は、石灰岩は砂と粘土の混合土壌の下の深
いところを通っています。 

ア
メ

リ
カ

陸
軍

工
兵

隊
、デ

ト
ロ

イ
ト

地
域

スペリオル湖

ミシガン湖

ヒューロン湖

オンタリオ湖

エリー湖

五大湖
現在

アメリカ陸軍工兵隊、デトロイト地域
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ワインズ・オブ・オリジン
土地の味を味わう

良質なワインの産地と生産の成長が理解されるにつれ、地元産
のワインはオンタリオ州の文化的展望に重要な役割を占めるよ
うになり、ワイン愛好家にとって原産地の名称がますます重要に
なってきました。ワインの原産地名はワイン生産地域，あるいはテ
ロワールと呼ばれる気候、地勢、地質，さらにはその地方の伝統
までを含めた場所を定義付け、地図上に位置づけることになりま
す。テロワールによってブドウの品種の選択とそれがどのように
栽培され，よってどのようにワインが作られるかが決まる事にな
ります。ワイナリーがテロワールを理解し、苦心して作り上げて行
くにつれ、今度は彼らが消費者の嗜好と土地との関わりを形作っ
て行きます。それぞれ独特のパーソナリティーを持つオンタリオ
州南部の優れたワインは，ワインカントリー•オンタリオのワイン 
ズ・オブ・オリジンです。 r

「オンタリオ州には実にすばらしいワインがありますが、それ
は偶然ではありません。ワインに適した土壌があるかないかの
問題ですが、オンタリオ地域には、ワインが生育する土地に結び
ついた、「ここだ」というアイデンティティの意識があります。」
 – アレン・メドウズ
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Vintners Quality Alliance – VQA （ワイン卸商品質同盟）は，ヨー
ロッパの有名なワイン産地で６０年以上に渡って存在している
モデルに基づいてワインの産地やワイン・オブ・オリジンのシス
テムを規制しています。

	r	オンタリオ州のVQAワインは、これらのワインのブドウは１００％オンタリオ州産    
       である事の証明です。

	r	VQA(ワイン卸商品質同盟)では、オンタリオ州でワインの生育に適した地域とし 
       て、ナイアガラ半島、エリー湖北岸、プリンスエドワード郡の3か所 を指定しています
       2005年、ナイアガラ半島地域内で、その他10のサブアペレーションが指定されま 
        した。

	r	産地の呼称は、ワイン固有の地球、自然、エコロジーへの結びつき、またその地域    
       に住み、それぞれのワインに地元の感覚を与えようと努力するワインメーカーや 
       栽培者を想い起こさせて、深い土地意識を与えます。

VQA オンタリオ | １００％オンタリオ州栽培 



ナイアガラ地域ヴィンテージチャート

2002    非常に乾燥; 比較的温暖な収穫年。

2003    適度な降雨; 適度な気温; 寒冷な冬により収穫減少。

2004    比較的多雨; 比較的寒冷な収穫年; 素晴らしい秋。

2005    乾燥から適度な降雨; 比較的温暖な収穫年; 厳しい冬により収穫減少。

2006    比較的多雨; 適度な気温。

2007    極めて乾燥; 比較的温暖な収穫年。

2008    降雨量は中から多; 気温は中から低め。

2009    降雨量は中から多; 比較的寒冷な収穫年。

2010     理想的な降雨量; 長めの生育期間; 比較的温暖な収穫年。

2011      降雨量は中から多; 気温は中から高め。

2012     乾燥; 比較的温暖な収穫年。

2013     比較的多雨; 比較的寒冷な収穫年
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涼しい気候に適した
品種が良く育ちます

オンタリオ州のユニークなテロワールは，涼しい気候の地域で優
れる重要なブランドもののワインを作るのに最適で、フルーツ味と
酸味のバランスが非常に良いワインを生み出します。使用されるほ
とんどのブドウの品種はヴィニフェラ種（ヨーロッパや世界中のワ
イン醸造に伝統的に使われています）を含んでいます。他に、ヴィニ
フェラ種と冬に強い北米種のブドウを掛け合わせて作られた８種
の“ハイブリッド”もあります。オンタリオ州は既に世界的に“アイス
ワイン”のリーダーとして知られているにも関わらず、シャルドネ、
リースリング、カベルネ・フラン、あるいはピノ・ノワールなどの良く
知られたブドウの品種から作られた高品質のテーブルワインやス
パークリングワインではまだ良く知られていません。 r

「オンタリオ州だけでもたくさんの生き生きとしたシャルドネ•スタイ
ルを作り出す事が出来、中には世界でも最高と言えるものもあります。
この品種はカナダに本当に良く合っていると言えるでしょう。」
         – ヤンシス•ロビンソン
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主要白ワイン品種
シャルドネ |  オンタリオ州で最も広く生産されているこの品種はいろいろな違った種類が作られていま
す。オンタリオのシャルドネは、リンゴ、梨、桃などの寒冷地の木になる果実の香りとともに、自然の重量感
とこくをかもし出します。オーク材の樽で醸成、熟成させると、さらに木の香り、スモーキーで、かすかなバニ
ラ、あるいはバタースコッチの香りも付きます。オンタリオ産の自然の酸味はアメリカ大陸のあちこちで作
られるもの比べて良く構成され、引き締まって、より熟成しやすいシャルドネを作り出します。中には１０年
以上も醸成されたものもあります。

リースリング | リースリングはオンタリオ州で植えられた最初の品種の一つで，クラシックなドイツ風の
特徴を呈します。これは軽い揮発性のタッチと独特の酸味と共に、新鮮な柑橘類，ピーチ、あるいは花の
香りを出します。これはドライ（辛口）、セミドライ、スイートで作られ、アイスワインもこの一種です。オンタ
リオ産のリースリングは時に非常に良く熟成します。

その他の重要品種 | ソービニョン•ブラン、ヴィダル・ブラン、ピノ・グリ、ゲヴュルツトラミネール

主要赤ワイン品種
カベルネ•フラン | この耐寒性のブドウはボルドー品種の一種で時に原産地やオンタリオ産
のメルローやカベルネ・ソービニヨンとブレンドされる事があります。単独ではアカフサスグリ

（レッドカラント）、ラスベリー、薬草、およびタバコのような個性があり、オーク材の樽での熟
成によりトーストやチョコレートのような複雑性が加わります。これはオーク材の樽などを使
わない早期熟成品で、しっかりした風味でありセラーに保存するに適しています。またこれは
オンタリオ州で見いだされたようにすばらしいアイスワインにもなります。

ピノ・ノワール | ブルゴーニュの偉大な赤ブドウはオンタリオ州でもぴったりです。伝統的な
寒冷地スタイルで作られるピノ・ノワールはチェリーの実、自然で森の中のような，オークの
おもむきがある風味を出すワインです。このワインは色が薄く、ライトからミーディアムのこく
があり、少し時間をかけて熟成すると絹のように滑らかな舌触りとなります。

その他の重要品種 | メルロー、カベルネ・ソービニヨン、バコ・ノワール、ガメ・ノワール
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携わる人々の情熱 １９７０年代にブドウ栽培とワイン醸造を始めたパイオニアたち
から、今日の人気上昇中のスターたちに至るまで、オンタリオ州の
ワイン産業はオンタリオ州の土壌からしか生まれない世界的なワ
インを作る為に共に協力し合っています。ほとんどのブドウ園は家
族経営であり、多数が数世代が一緒になって働いています。オンタ
リオ州の栽培者は高品質に情熱を注ぎ、最先端のブドウ栽培技
術とノウハウに投資しながらも強い伝統的な農業の価値を兼ね
備えています。

オンタリオ州のワインメーカーは同様にブドウの個性とそれぞれの
産地固有の印象を象徴するようなワインの生産に力を注いでいま
す。彼らは栽培から収穫、クラッシング、発酵，セラーにおけるワイン
の熟成までのワイン生産の全ての過程に，さらには市場でのワイン
の宣伝に至るまでますます努力を傾けています。最上のワインは明
らかに産地への特別な思いとそこから生産される高品質に刺激を
受けたワインメーカーたちの情熱のユニークな表れと言えます。 r

「これはものが育って行くのを見守る事への情熱です。」                                                     
– トレバー・フォーク
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持続的発展のリーダー

ワイン産業の幅広い知識と経験が、ワインの品質に限らずオンタリオ州のブドウ園と
ワイン生産の持続的発展を確保する上でワインメーカーがいろいろな技術や方法を
取り入れていくのに役立っています。オンタリオ州のワイン用ブドウ栽培家とワイン生
産者は、この土地の管理人でもあります。オンタリオ州のブドウ園とワイナリーの持続
的発展を支えるため、ワイン業界では数多くの環境活動も取り入れています。

オンタリオ州での持続発展可能なワイン生産：ワイン産業の環境憲章はオンタリオ州
ワイン審議会（ワインカウンシル•オブ•オンタリオ）によって制定された自発的な自己
監査プログラムです。このすべてを包括するプログラムはカナダでは最初のもので、ブ
ドウ園での水の使用や廃水からエネルギー節約、殺虫剤の使用や地域のつながりま
でに渡るワイン生産の全ての面に焦点をあてています。このプログラムでは、ワイナリ
ーの日々の作業手順を見直し、日常の業務
に環境的、経済的、さらに社会的責任を組
み入れることを奨励しています。

オンタリオ州の多くのブドウ園やワイナリ
ーはバイオダイナミック農法を取り入れ，
有機栽培を行い、 LEED認証建家を建設
し、地熱や太陽光ヒーティングを行い、地
元のLocal Food Plusなどの環境プログ
ラムに参加しています。 現在、環境活動を
標準化し、私たちの持続可能な未来への
取り組みを強化するため、第三者認証プロ
グラムを開始する計画の準備が整ってい
ます。 r

ストラタス - カナダ•グリーンビルディング•カウン
シルから最初に LEED© (Leadership in Energy 
and Environmental Design) 認証を受けたカナダ
で最初の建物で、世界で最初のワイナリーの建物

サウスブルック – カナダ•グリーンビルディング•
カウンシルから最初に LEED© (Leadership in 
Energy and Environmental Design) のゴールド
認証を受けたワイナリーの建物

羊を使った自然のブドウ園のメインテナンス



カナダ、オンタリオ州
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オンタリオ州の原産地呼称地域 カナダ産のワインの大部分は、およそ17,000エーカーのワイン用
ブドウ園を擁するオンタリオ州のアぺレーションで生産されていま
す。前述のように、この地域は州の南部で北緯41° から 44°にあり、
五大湖に近接しているので冷たい冬や暑い夏がやわらげられてい
ます。

オンタリオ州では現在のところ、ナイアガラ半島、エリー湖北岸、ピ
ーリー島、およびプリンスエドワード郡の４カ所の主要なブドウ栽
培地域（Viticultural Areas - VAs ）が確認されております。さらに、
何十年にも渡るブドウ栽培の経験と広範囲に及ぶ地理的調査によ
り、ナイアガラ半島産地内だけでも１０カ所のはっきりとした栽培
地域が判明しています。これらのサブアペレーションにはオンタリオ
湖に近い平野とナイアガラ•エスカープメント（断層）の高台段丘が
あります。 r

カナダ、オンタリオ州

ナイアガラ半島

米国

オンタリオ湖

エリー湖

ヒューロン湖

エリー湖北岸

プリンスエドワード郡
トロント

主要産地
ナイアガラ半島
エリー湖北岸
ピーリー島
プリンスエドワード郡
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オンタリオ州内の産地| ナイアガラ半島、エリー湖北岸、およびプリンスエドワード郡

ヴァインマウント•リッジ

断層の頂上にあり、湖
からは離れている。南
東に面した傾斜地で、
早春から暖かくなり夏
は暑く、冬は寒い。

ビームスヴィル•ベンチ
比較的湖に近く、傾斜したテラス
地形、石灰岩を多く含む土壌、す
っきりしてエレガントなミネラリ
ティー。

ショートヒルズ•ベンチ
昼間は晴れて暖かく、夜は冷たく、複
雑な土壌、強いブドウの風味。エスカ
ープメントでは湖から最も遠い産地。

トゥウェンティーマイル•ベンチ
複雑な地形、２段のテラス、深い
土壌，リフレクティブ•ワイン。湖か
らはさらに距離がある。

フォーマイル•クリーク
広大なブドウ園、降り注ぐ太陽光、
暖かく強烈な栽培条件。湖からの
距離はさまざま。

ナイアガラ•レイクショア
オンタリオ湖の強い影響，風味を
良く出せる長い一定した栽培シ
ーズン。

ナイアガラ•リバー
東向きのなだらかな斜面、ナイア
ガラ•リバーでやわらげられた長
い栽培シーズン。

セントデービッズ•ベンチ
暖かい早春とたっぷりした降雨量。
湖からは遠い。.

ナイアガラ断層崖地域の原産地呼称地域 ナイアガラ湖沼地域の原産地呼称地域

プリンスエドワード郡 エリー湖北岸 ナイアガラ半島

オンタリオ

クリーク•ショアズ

小川や水路、氷河で作
られたデルタ地帯、肥沃
な土壌などが入り交じ
った比較的平坦な地勢。
湖に近い。

リンカーン•レイクショア

オンタリオ湖の影響が
強く、温暖な生育シー
ズンが長く、季節的な
水流がある。
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ナイアガラ半島
産地概観

オンタリオ湖の南岸に位置するナイアガラは、雨風から守られた傾
斜地、湖岸のブドウ園、石灰岩を基にした混合土壌のため多様なテ
ロワールを持っており、そのためたくさんの個性があるワインがあり
ます。半島全体を縦走する石灰岩の断崖である断層は、オンタリオ
湖からの穏やかな陸風を受け止め、ブドウ園の上に循環させ、ブド
ウの熟成を強めます。断層の高さと湖からの距離の違いが成長度日
で計られる生育期南中の全熱量の違いと共に１０カ所の個性ある
サブアペレーションを形成しています。

ここではシャルドネ、リースリング、ピノ•ノワール、カベルネ•フラ
ン，およびガメ•ノワールなどのクラシックな寒冷地品種が盛んで，
この地域は今では３２以上の人気品種を誇っています。ナイアガ
ラ半島はカナダで急速に発達しているプレミアムワイン産業を形
成し続け、オンタリオ州のVQAワイナリーの約６５％が存在して
います。 r

多様なテロワール、雨風から守られた傾斜地、湖岸のブドウ園、
そのワインにはたくさんの個性。

ナイアガラ半島
ナイアガラ半島は14,600エーカーあり、カナダ全体のブドウ栽
培地域の中でも最大の作付け面積を持つ。

特筆すべき特徴
オンタリオ湖とナイアガラ断層崖という２つの際立った地理的
特徴に近接しており、北米東部のどこにも見られない局地的天
候を作り出している。

概要
積算成長度日：１5００
霜が降りない日数：208 (-2°C)
降雨量: 529 mm (4月1日から10月31日)
一般的な品種：リースリング、シャルドネ、メルロー、カベルネ•フ
ラン、ピノ•ノワール 、ガメ・ノワール

オンタリオ湖

エリー湖
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A B C D E F

オンタリオ湖

ナイアガラ断層崖

イロコワ湖平野

ハルディマンド粘土層平野

オンタリオ湖

ハルトン堆積粘土層

クイーンストン頁岩（シェール）

湖成の微粒砂壌土と超微粒砂壌土

湖成シルト質粘土

ナイアガラ断層崖

15

ナイアガラ地域の大気候は本来大陸的で、冷たい冬の温度を
やわらげ、暑い生育シーズンを冷やす海のように大きなオンタ
リオ湖からの温暖効果を受けています。
A	 |	湖岸効果帯	
B	 |	断層崖と湖の間の平坦地帯	
C	 |	断層崖のふもと、セントキャサリン東部の急な傾斜地	
D	 |	断層崖北面の急な傾斜地	
E	 |	断層崖上部の傾斜地	
F	 |	断層崖南部の平坦、あるいは緩やかな起伏地

ナイアガラは、イロコワ湖平野、ナイアガラ断層崖およびハルデ
ィマンド粘土層平野の３つの大きな地形的地域に分ける事が
出来ます。ナイアガラ断層崖はこの産地の全長を形作り、オン
タリオ湖面から９１メートル（３００フィート）くらい，海面から
は１７７メートル（５７５フィート）の高さで、傾斜（日照に関係）
と高さ（そよ風と湖の影響）を与えてこのユニークなテロワール
を他とは異なったものにしています。

長年にわたりナイアガラ半島はナイアガラ•断層崖の堆積岩と
古代の岩礁構造の層を数回にわたり浸食して形成した氷河期
を経験しており、これが断層崖とオンタリオ湖の間の地域の複
雑な土壌組成を作り出しました。 r

ナイアガラのブドウ栽培気候
オンタリオ湖とナイアガラ断層崖との間の沖合の風の空気流のパターンが季節的な
温度変化を大きくやわらげています。

気候帯

地勢と土壌

ナイアガラ	ワインブドウ栽培地域の土壌のタイプ
ナイアガラ半島の断面図
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ナイアガラ•エスカープメント
地域の産地を詳細に見る	

アルコール度が高く、クラッシックな鉱物の香りですっきりしたワイン

特筆すべき特徴
ナイアガラ•エスカープメントはユネスコによる世界生物圏保護区と認
められており、南部オンタリオ州の最も有名な地形的特徴です。この地
域の産地は化石の豊富な堆積土壌と断層の尾根に隣接する地形を共
有する３カ所の産地を一緒にしています。ナイアガラ•エスカープメント
は何百ものユニークな鳥類、哺乳類，両生類、魚類、あるいは３７種のラ
ンを含む植物相の欠かせないエコシステムを支えています。

概要
積算成長度日：１４１５
霜が降りない日数：205 (-2°C)
７月の平均気温：22.5°C
降雨量: 543 mm (4月1日から10月31日)
一般的な品種：カベルネ•フラン、リースリング、ピノ•ノワール、
シャルドネ

ナイアガラ•エスカープメントはナイアガラ半島産地内の２つの地
域産地の一つです。

地域産地は似た性質のワイン生産経験を持つ小さな産地の集ま
りです。

セントキャサリンの西からグリムスビーに至るナイアガラ•エスカ
ープメントに沿うテラス地であるこの複雑な地域は、ショートヒル•
ベンチ、トゥウェンティーマイル•ベンチ，およびビームスビル•ベン
チという３つのサブアペレーションにまたがっています。テラス地形
による空気の循環と霜からの保護、および一定した水源がこの地
域全体のブドウ熟成のユニークな条件を作り出しており、それが独
特ですっきりしたベンチワインの味わいに貢献しています。 r

オンタリオ湖

エリー湖
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ナイアガラ•エスカープメントの
テロワール

気候
テラス地形の局地天候は、南西方向の卓越風はナイアガ
ラ断層崖によってさえぎられ、湖面からの風は断層の尾
根に跳ね返されて一年中やわらげられています。高いと
ころでは温度は早春から徐々に暖まり，その後始まる発
芽を促し、霜のリスクを避けます．秋には断層の傾斜が暖
かい湖面からの空気を捕まえブドウ熟成期間を延ばしま
す。

地形
この特徴あるテラス地形はナイアガラ断層崖の尾根の下から始まり、ナイアガラ半島を縦断しています。森林に覆われた尾根の下に
ある無数の北向きの傾斜地がこの産地の特徴です。この地形は切り立った崖を背にしたビームスビル•ベンチ西部の特徴あるテラス
から、トゥエンティーマイル•ベンチの２段テラス、さらには起伏の多いショートヒルズ•ベンチの東部に至っています。この地形の他の
重要な特徴は断層を水源とするたくさんの水流やその支流です。これらの水流は陸地を切り抜け、たくさんの傾斜地を形成し、地下
水源としてまた春の雪解け期には水はけという重要な役目を果たします。

土壌
水層化粘土とシルトからなるかなり多様な土壌と肥沃な石灰質の粘土質ロームまで、この地域の土壌のほとんどは深く、程良い水は
けがあり良好な保水能力を持っています。乾燥した夏期には断層のふもとから流れる地下水と相まって，これらの土壌は、生育期間中
を通じブドウ園に一定した水分を供給し、傾斜地である為に非常に良好な自然の水はけが出来ています。この産地の底部に横たわる
化石が豊富な堆積ドロマイト層がたくさんのベンチワインのミネラリティーに貢献しています。
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ナイアガラ•オンザレイク
地域の産地を詳細に見る

ナイアガラ•オンザレイクはナイアガラ半島産地の中の２カ所の
地方産地の一つです。地域産地とは似たような特徴とワイン生産
の経験をもつ産地の集まりです。ナイアガラ断層崖頂上のすぐ下
に位置し、ナイアガラ川とオンタリオ湖岸にのびるこの地域は，ナ
イアガラ•リバー、ナイアガラ•レイクショア、フォーマイル•クリー
ク、およびセントデービッズ•ベンチの４カ所のサブアペレーショ
ンにまたがっています。地質学的，土壌の組成、高さ、あるいは気
候にはかなりの違いがありますが、この産地は湖、河、および断層
に近い事による総体的な恩恵を共有しており、それがそれぞれの
ワインに反映されています。 r

比較的平坦な地形、趣のある風景、雰囲気がある種類、気をそそる
ワイン産地。

特筆すべき特徴
ナイアガラ•オンザレイクはオンタリオ州のワイン文化の中心地で
あり、また世界的にも有名なワイン産地の訪問先となっています。
この地域は近年そのテロワールに焦点を当てた食べ物やワインの
年次記念祭で良く知られるようになって来ています。

概要
積算成長度日：１４３４
霜が降りない日数：207 (-2°C)
７月の平均気温：22.6°C
降雨量: 544 mm (4月1日から10月31日)
一般的な品種：シャルドネ、カベルネ•フラン、リースリング、ピノ・
ノワール

オンタリオ湖

エリー湖
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ナイアガラ•オンザレイ
クのテロワール

気候
ナイアガラ•オンザレイクの地理的特徴は気候に重要な影
響を与えています。水深が深いオンタリオ湖とナイアガラ川
の急流がこのブドウ栽培地域の温度をやわらげており、早
春および晩秋の霜のリスクを軽減しています。湖から遠いブ
ドウ園はこの湖の緩衝効果がちょっと少なく、日中の温度
が高く、昼間は暖かめで夜は冷える事になります。遮蔽効果
のあるナイアガラ断層崖に近い地域では、春は早く来て南
東に面する傾斜地は発芽と開花を促進します。

地形
この地域はほとんどが湖岸の平野で，長く緩やかな傾斜が
北向きのイロコワ湖の断崖に近づくと少し急になるという特徴があります。この緩やかな地形はこの地域全体に早朝から夕方遅くま
で惜しみない日照を与え、日中、またシーズン中にわたり熱を蓄積し、生育シーズンを早く始める事が出来ます。晴れて平穏な状態は
毎日の温度範囲を高めにし，ブドウに取って良好な生育条件となります。

土壌
砂壌土の土壌から、主として高いシルトと粘土を含む赤色頁岩からなる土壌まであり、保水能力は地域内で異なります。湖に至るまで
の緩やかな傾斜地形の為に、表面流出は少なく、水はけはほどほど、あるいは良好です。
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エリー湖北岸
産地概要

北緯約42度に位置し、エリー湖の湖岸に沿ってアマーストバーグ
からセントトーマス南部にかけて弓状に伸びるエリー湖北岸アぺ
レーションは、オンタリオ州の南西端にあるブドウ園をその範囲
としています。この南側の有利なロケーションにエリー湖の浅い
湖水の加温効果が合わさって、ブドウの生育期間を長く延ばし、
天然の甘みと酸味のバランスが絶妙な完熟ブドウの熟成を促し
ます。r

湖からの涼しい風、潤沢な日照、フルーツがバランスよく熟れる

エリー湖北岸
温かく浅いエリー湖に沿って分布するこの南系原産地呼称地域はオ
ンタリオ地域で最も陽光の恩恵を受け、フルボディワインに適した熟
成条件を備えています。

特筆すべき特徴
エリー湖北岸の植え付けはエリー湖湖岸に近づくほど良く発達して
おり、ここでは地形と気候条件が特に適しておりブドウの完全で良く
バランスした熟成が可能です。

概要
積算成長度日：１５28
霜が降りない日数：200 (-2°C)
降雨量: 538 mm (4月1日から10月31日)
面積(エーカー): 1,100
一般的な品種：メルロー、カベルネ•フラン、カベルネ•ソーヴィニヨン

エリー湖

セントクレア湖
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エリー湖北岸のテロワール
気候
エリー湖北岸では長い生育期間があり、水深の浅いエリー湖は夏
期は早く暖まり生育期間中は潤沢な日照に恵まれています。早期
の収穫が可能で，摘み取りは通常は８月末から始まり、遅い収穫
の品種はピークが１０月下旬になる事もあります。

地形
北西はシンクレア湖、西は流れの速いデトロイト川、南はエリー
湖に囲まれたエリー湖北岸産地はほとんどすべてが水に囲まれ
ています。この産地で見かける多数の短くて浅い小川は春には
自由に流れますが暖かい夏には乾いて流れが細くなる事があり
ます。この産地は全ての方向に面する海抜172から196メートル
(564から643フィート)の高さの長い緩やかな傾斜地から成り立っています。南西からの卓越風をさえぎる大きな地形上の障害物が
無いので、この産地は長い生育期間中地域全体を温暖にする湖面からの風の効果を最大限に受けています。

土壌
土壌の組成は、この地域に無差別に石の多い物質を大量に堆積した氷河湖に大きな影響を受けています。他の地域で氷河湖が退い
たときに、この地域は長期間にわたり深い水で覆われ続け、波の作用によって尾根が削られて滑らかになり、おびただしい量の堆積物
を生じました。湖岸のまわりの軽い手触りの水はけの良い土壌は主として砂壌土と砂利の堆積物で，所々小さく不規則で石が多い尾
根があり、それが頁岩や石灰岩の岩盤を覆っています。
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石灰岩の岩盤、砂利の多い土壌、低生産高、果汁の濃度は優秀

プリンスエドワード郡
オンタリオ湖とベイ•オブ•クインテに面したオンタリオで最も新し
いワイン産地は水に囲まれ、砂利が多い土壌が中心のテロワールが
特徴です。

特筆すべき特徴
この産地の壊れた石灰岩の岩盤と砂利が多い土壌は春の水はけが
非常に良く、生育シーズン中は水を良く吸収し、暑い夏期にはブドウ
が深く根を張り、生産量は少なくても濃度の濃い風味のブドウを作
り出します。

概要
積算成長度日：１２50
霜が降りない日数：194 (-2°C)
降雨量: 561 mm (4月1日から10月31日)

面積(エーカー): 800
一般的な品種: ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・グリ、リースリング

米国

カナダ、オンタリオ州

プリンスエドワード郡
産地概要

プリンスエドワード郡は北緯４４度でオンタリオ州の最も北の地
域に位置し，２００７年に正式にVQA原産地呼称地域となりまし
た。地元ではザ•カウンティーと呼ばれオンタリオ湖の東端にある
事実上の島です。この産地の大部分はベイ•オブ•クインテによっ
て北側は陸地から分離され、残りはオンタリオ湖に囲まれていて、
寒冷気候をオンタリオ湖がやわらげています。たくさんの湾、入り
江、小さな湾などがある為に、有名なサンドバンクス•ビーチを含
めた湖岸線は５００マイル以上にも及びます。この産地はまた東
側の陸地の沖合の細い島であるアマースト島を含みます。プリン
スエドワード郡は全体として変化に富む局地気候と土壌条件を
持つ産地でそれが独特のワインを産む元となっています。 r

オンタリオ湖
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プリンスエドワード郡のテロワール

気候
ほとんどのブドウ園は湖面からの風を最大限に享受出来る場所にあります。常に西からの卓越風がオンタリオ湖とベイ•オブ•クイン
テからふいており、温度をやわらげています。この風は特に暖かい夏の月々に有益で平均温度を22°Cくらいに保ち、湾での暑い日に
は冷やし、夜を涼しくします。

地形
このカウンティーの地形は不規則で、丘がブドウ園への日照を様々に変化させ、谷は広く平坦なトレントンの石灰岩の基部に食い込
んでいます。北東から南西にかけての緩やかな隆起にはたくさんの長いなだらかな東西方向の尾根が交差しており、所々急で険しい
断層があります。北と東の湖岸線にはオンタリオ湖面から30 メートル (98フィート)以上の高さにそそり立つ岩だらけの断崖があり、
西側の湖岸には砂浜と大きな砂州を持つたくさんの入り
江があり，それがウェスト•レイクとイースト•レイクを分け
ています。

土壌
表土は赤褐色の埴壌土から砂壌土で，頁岩を含む石灰岩
の岩盤を覆っています。表面には砂利が多く、たくさんの
岩屋頁岩の断片を含む土壌は水を石灰岩に排出し、雪解
けの水はけが良く成熟したブドウがしっかり根を張るの
を確保しています。この岩の多い土壌は熱の伝導と保持
に役立ち春の暖まりを早めます。
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新興ワイン生産地域	 わずか40年前には、ナイアガラ半島とエリー湖北岸地域では、い
いヴィニフェラ種のワイン生産など到底できないものと考えられ
ていました。プリンスエドワード郡では15年足らず前までそうで
した。しかしこれらの「定着した」原産地呼称地域はまだまだ序章
に過ぎないかもしれません。ここ10年、地元の生産品を受け入れ
る消費者や、優れたツール類を意のままに使いこなす経験豊富で
進取の気性に富んだ栽培家やワイン生産者が推進力となって、こ
の地域では至る所でワインの育成が行われてきました。効果的に

「盛り土」したり、冬の凍結からブドウの蔓を保護するために土に
埋める設備や、霜を防ぐための送風設備の設置等によって大きな
変化がもたらされました。

オンタリオ州で次のVQA原産地呼称地域になりそうな地域は、
既存のエリー湖北岸とナイアガラ半島の間に位置しています。地
元ではサウスコーストと呼ばれるこの地域は、ノーフォーク郡と夏
のリゾート都市であるポートドーヴァーを中心として、エリー湖の
北岸に位置する温暖な地域です。その更に北、ジョージア湾地域
は、ブドウの生育に適した独特の微気候と、ジョージア湾から吹
きこむ緩和効果を持った湖水からの風を捉える石灰岩の断層崖
の恩恵を受ける地質を特徴としています。ブドウ畑はトロントの
北、オークリッジモレインにも見られます。ここはナイアガラ断層
崖からトレント川へ160kmにわたるオンタリオ州で最も重要な
地形です。 r
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スパークリング
バブリーは、オンタリオ州のワイン生産の主力として瞬く間にトップの座に上ってきました。涼
しい気候と石灰岩ベースの土壌に加え、オンタリオ州では、シャルドネ、ピノ・ノワール、またピ
ノ・ムニエのブドウ園も2か所あるなど、シャンパン用ブドウの栽培技術が高く、それが伝統的
な方式によって熟成する高級バブリーにふさわしい製法につながっています。シャルマ製法(タ
ンク式製法)で生産される比較的安価でフレッシュ、フルーティなワインを求める消費者向け
には、リースリング、ヴィダル、ソーヴィニヨン・ブランといった酸味が強く香りのよいブドウも、
オンタリオ州では容易に手に入ります。
オンタリオ州が本格的なスパークリングワイン生産者を招き入れたのは1974年のことで、こ
の時にPodamer Champagne Companyがシャルドネベースの伝統的製法によるワインを
初めて生産しました。しかしスパークリングワインの市場が本格的に成長してきたのは1990
年代の後半になってからで、2000年代前半に、13th Street、Henry of Pelham、Trius、Cave 
Spring Cellarsといったナイアガラ地域のワイナリーがボトル内で発酵熟成させる伝統的製
法のスパークリングワインを生産する設備を整えました。2004年の収穫年までには、フラン
スで修業したワイン生産者フレデリック・ピカールが率いるプリンスエドワード郡のハフ・エス
テーツが、この地域の比較的涼しい気候と石灰岩の土壌のポテンシャルに目を付けていまし
た。プリンスエドワード郡だけでスパークリングワインを生産していたHinterland もすぐにこ
れに続きました。良質のスパークリングワインの需要が広がるにつれ、その生産も拡大し、現
在オンタリオ州では30近くのワイナリーがバブリーを生産しています。 

「カナダのスパークリングワインは神の啓示だった。」 –	オズ・クラーク
「オンタリオの発泡ワインはどこにも引けを取りません。VQAスパークリングワインのテイス
ティングイベントで、オンタリオに品質の高い上等のワインを生産するポテンシャルがあるこ
と、すでに生産しているのだということをこれまで以上に確信しました。オンタリオワインの味
を知れば、標準的なヴィニュロンのつなぎを着たシャンプノアもふるえあがるでしょう。」

 –	ジョン・サボー

r

r

r

r

r

r

オンタリオ・スパークリングワイン
30以上のワイナリーがスパークリングワ
インを生産しています。

年間約55,000ケース生産

生産量の65%以上は伝統的製法による
ものです。 

伝統的製法によるスパークリングワイン
の33%がロゼです。

伝統的製法用の主要品種はシャルドネ
とピノ・ノワールです。リースリングはシ
ャルマ製法用の主要品種です。

VQAでは、ヴィンテージ記載のある伝統
製法スパークリングワインについては澱
熟成期間を最低12ヶ月間と規定してい
ます。ノンヴィンテージについては9ヶ月
間としています。
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ブドウの品種
オンタリオ州ではアイスワインはヴィニフェラ種かヴィダル•ブラン
の交配種のブドウからしか作られません。最も人気がある品種はヴ
ィダル•ブラン、リースリング、およびカベルネ•フランです。ゲヴュル
ツトラミネール、シャルドネ、およびカベルネ•ソーヴィニヨンからも
少量が作られます。

ワインの特徴と種類
r	品種により、南国の完熟フルーツ、ピーチ、蜂蜜、シトラス、メロ 
      ン、ストロベリー等の芳醇な香りと風味が期待されます。
r	引き締まった酸味を中心とした甘みとの絶妙のバランス。
r	スパークリングワインやカクテルの“香り付け”の添加にも使用。
r	 デザートそのものとして、あるいはデザートともに楽しめます。
r	フォアグラや熟成したブルーチーズなどの豊かで香りが強い食  
       べ物に良く合います。
r	スパイシーな料理に驚くほどよく合います。
 
規制
オンタリオ州でのアイスワインの生産はVQA法で規制されていま
す。ブドウ園からボトルに至るまで厳格な基準が定められVQA検
査員が監視しています。規則はブドウの品種、収穫手順、ワイン生
産、および出荷前検査に至るまでをカバーしています。VQAオンタ
リオにより認定されない限り、ラベルにアイスワインの名称を使う
事は許されません。

アイスワイン
オンタリオ州は世界のリーダー

オンタリオの宝であるアイスワインは，ブドウ園で自然に凍結させ
たブドウから作られる甘美で強い風味のあるワインです。

ブドウを熟させる暖かい夏と、寒いけれども寒すぎない冬という
毎年安定した生産には理想的な気候条件により、オンタリオ州は
１９８４年からアイスワインを作り続け、１９９１年にイニスキリン
がボルドー•ヴィネクスポ•ワイン祭りで輝かしいグランプリ•ドヌ
ールを受賞して以来今では世界有数のアイスワインメーカーとな
っております。

今日ではオンタリオ州は世界でも最高級のアイスワインの生産で
知られています。 r
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アイスワインはどのようにして作られるのでしょう
アイスワインのシーズンは、鳥がブドウをついばまないように網をかける秋から始まりま
す。その後ブドウは温度が常にマイナス８度かそれ以下になるまで（通常１２月から２月
までの間）ブドウ園に放置されます。生育シーズンの終わりから収穫までの間ブドウは水
分を失い果汁が濃縮され、アイスワイン独特の複雑さを生み出します。

ブドウ栽培者とワイナリーは、温度が-10°Cから-12°C が続く最適な天候を注意深く見
守ります。この温度範囲が３５から３９ブリックス（果汁の糖度を表す単位）の非常に甘
い果汁を作り出します。収穫してブドウを搾るのは通常夜に行われ、普通は少なくとも６
時間が必要です。多くのワイナリーは手で収穫しますが、ごく最近になって機械収穫が開
発されました。

収穫されたブドウは小さな水圧プレスで搾られます。ブドウは凍結しているのでほとんど
の重量は水であり，それはプレスでアイスとして残され，ほんの少量の濃縮果汁が搾り取
られます。アイスワイン用ブドウの果汁歩留まりはかなり低く、テーブルワイン用として収
穫されたブドウから得られる歩留まりの１５％にしかなりません。アイスワインの果汁は
非常に甘く、発酵は困難です。多量の糖分は発酵イースト菌には適さない環境を作り出
し、発酵は早期に停止し完成したワインには比較的低いアルコール度と高い糖分が残り
ます。 r

「オンタリオ州は最も安定した、世界有数のアイスワイン生産地です。何といっても当地の生産者は、この冬
の恵みを毎年生産するのに適した気候に恵まれていますから。原料品種がヴィダル、リースリング、カベルネ・
フラン、もしくはそれ以外のいずれにしても、オンタリオのアイスワインは、コレクターのワインセラーばかり
でなくワイン初心者のそれにも彩りを加える非常に独特な風味特性をもっています。」  –	トニー・アスプラー
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オンタリオワインの歴史 オンタリオ州におけるブドウ栽培とワイン生産の歴史は1811年
にさかのぼります。ドイツ生まれのヨハン・シラーという人物がト
ロントの西約20kmにあるクックスビルのクレジット川の河岸20
エーカーの土地にペンシルベニア原産のラブルスカ種とハイブリ
ッド種を移植しました。

オンタリオ州におけるワイン生産の現代史は、イニスキリンが
1916年の禁酒令以来初のワイナリーライセンスを取得した
1974年に始まりました。その後わずか数年のうちにオープンした
数か所のワイナリーは、その先駆的な努力を通じて新興産業を確
立させるための不可欠の存在となりました。

品質に対する取り組みとして、オンタリオ州はワイン卸商品質同盟 
(VQA)プログラムを作り、原産地呼称制度を規定するとともに厳
格な生産基準を導入しました。オンタリオ州には成長を続ける、活
気に満ちたブドウ栽培・ワイン生産産業が根付いています。 r

1811
ヨハン・シラーがオ
ンタリオ州クック
スビルの20エーカ
ーの土地にラブル
スカ種とハイブリ
ッド種のブドウを
移植。

1866
ケンタッキーのブド
ウ栽培農家がピー
リー島でカトーバ
やデラウェア種を
栽培。オンタリオ州
初のワイナリー、ヴ
ィンヴィラ・ワイナ
リー開設。

1873
ジョージ・バーン
ズが「オンタリオ
州ブドウ栽培・ワ
イン製造会社」と
いうナイアガラ地
域で初のワイナリ
ーを開設。後にバ
ーンズ・ワイナリー
と改称。

1890
オンタリオ州に
は35カ所のワイ
ナリーがあり、そ
の多くはエセッ
クス郡に拠点を
置いている。

1927
全てのワイン、ビー
ル、蒸留酒、および
オンタリオワイン
の販売・流通を規
制するオンタリオ
州酒類管理委員会
(LCBO)創設。
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1952
ブライツワインズ
が600エーカーに
わたって土着種の
ブドウを除去、ヴィ
ニフェラ種とハイブ
リッド種を植え付
け、1955年にカナ
ダ初のヴィニフェラ
ワインを生産。

2000
ナイアガラカレ
ッジがワイナリ
ー・ブドウ栽培
技術者プログラ
ム、およびナイア
ガラカレッジ・テ
ィーチングワイ
ナリーを開設。

2001
プリンスエドワ
ード郡初のワイ
ナリー、ワウプー
スエステーツ・ワ
イナリーがオー
プン。

1974
オンタリオ州ワイ
ン審議会が組織
化。1975年、イニ
スキリンのドナル
ド・ジラルドとカー
ル・カイザーがおよ
そ50年ぶりのワイ
ナリーライセンス
取得 (イニスキリ
ン・ワイン)。

1996
ブロック大学
に寒冷気候ワ
イン醸造学ブ
ドウ栽培研究
所(CCOVI)が
開設。

2005
3年間の研究の
後、VQAが2カ所の
地区アぺレーショ
ンとナイアガラ半
島地域内に10カ所
のサブアペレーショ
ンを指定。 現在オ
ンタリオ州には75
カ所のワイナリー
がある。

1978
ポール・ボスク・シ
ニアがシャトー・
デ・シャームに、ま
た、ペナチェッティ
家がケイブスプリン
グ・ブドウ園に初期
のヴィニフェラ種ブ
ドウ園を設立。

1991
イニスキリンの
1989年アイスワイ
ンがフランス・ボル
ドー・ ヴィネクスポ
でグランプリ受賞。

2007
プリンスエドワード
郡をVQA原産地呼
称地域に指定。

1979
ドイツのワイン醸
造業者ヘルマン・
ヴァイスが50エー
カーの土地を購入
してセントアーバ
ン・ブドウ園にリー
スリングを栽培。
現在はヴァインラ
ンドエステーツワ
イナリーの一部と
なっている。

1988
オンタリオ州のワイ
ナリーがワイン卸
商品質同盟(VQA)
を創設し、原産地
呼称制度を規定す
るとともに、1999
年に法制化された
厳格な生産基準を
導入。

2010
ノーフォーク郡と
グレイ郡の「新興
地域」に新しいワ
イナリーがオー
プン。

1983
最初は数か所の
ワイナリーで実
験的なアイスワ
インを生産。商
用アイスワイン
第一号の生産は
1984年。

2011
ナイアガラ地域で年
次国際寒冷気候シャ
ルドネイベントを開
催。オンタリオ州のワ
イン生産地域に世界
のワイン生産者が集
結する初のイベント。

将来
オンタリオ州には 
140カ所の VQA認
定ワイナリーがあり、
さらに成長を続けて
いる。
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オンタリオ州産ワイン
概要
ワイン生産地域オンタリオ州には年間180万人以上のワインツアー観光客
が訪れます。

オンタリオ州にはブドウとその他のフルーツワイナリーを含む１7０以上の
認可ワイナリーがあります。

VQAクラスのワインを生産するワイナリーの数：１40 

オンタリオ州全体のワイン用ブドウ作付け面積：１7，０００エーカー
（６,9００ヘクタール）

オンタリオ州のブドウ園の数：１,７００万

アイスワインの年平均産出量：850,０００リットル

VQAクラスワインに使われるブドウの典型的な年間平均産出量：
33,０００トン

VQAワインの小売価格総計：3億5000万カナダドル以上 

(統計データ –2013年3月31日年度末決算– 数値はすべて概数、2012収穫年決算)

さらに詳細な統計はVQAオンタリオワインの年次報告書をご参照下さい。
www.vqaontario.ca

ブドウ生産量の情報の出典は、オンタリオ州ブドウ栽培業者年次報告書
www.grapegrowersofontario.com

技術的な情報はトニー•ショウ博士（Dr. Tony Shaw) より提供。

「オンタリオ州のワイン生産地帯は手つかずの自然で、絵葉書のように美しい。
田園の素晴らしいレストランと腕のいい料理人が多く、あとは世界クラスの上等
なワインを探し当てる楽しみを付け加えるだけです。」– イアン・ダガタ

さらに詳細な情報については：
info@winecountryontario.ca
にご連絡ください。または、
www.winecountryontario.ca/mediacentre
にアクセスしてください。

           facebook.com/WineCountryOntario

           @WineCountryOnt

            WineCountryOnt           

ワインカントリー•オンタリオに関するトラベル情報
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  r ワインカントリー•オンタリオ•トラベルガイド
  r My Route Trip Planner (ルート•プランナー)
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