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グラス一杯のワインにまつわる
物語りは数えきれない︒
ワインという酒が
世界で最も古い歴史を
持つことはよく知られているが︑
文学的表現の中で
グラスに注がれるワインの色︑
香り︑
そして心地良い音は︑
人の記憶や想像力を
掻き立てるもののようだ︒
ただ︑
そうしたワインの詩的で︑
ある意味絵画的な様子は︑
普通のワイングラスでは
見たり感じたり
することができない︒
なぜならワインが
繊細な飲み物であるからだ︒
熟成された液体を
受け止める器は︑
完璧なフォルム︑
バランスでなければならない︒
﹃ＲＩＥＤＥＬ／リーデル﹄
の
ワイングラスが
世界中で
愛され続けているのは︑
同じワインでも
異なる形状のグラスで飲むと︑
香りや味わいの
印象が変わるから︒
そのことに気が付いたのが
このリーデルという
ブランドなのである︒
グラスの物語りは深遠で
そして驚きに満ち溢れている︒
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チェコ西部に位置するボヘミア地方は
ガラス工芸で有名な場所。
世界的に知られるボヘミアンガラスは、
17世紀に考案されたイングレーブなどの
彫り込みで有名になった。
ヨハン・クリストフ・リーデルは
同じ17世紀に、
同じボヘミアで生まれた。
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世紀末から 世紀初頭に隆盛した
アールヌーボー︑１９２５年のパリ博で
一躍脚光を浴びたアール・デコ︒
それまでのガラス工芸とは全く異なる表現が
この時代に生まれ︑
ガラスや鉄などの美術表現︑
装飾表現が大きく変わった時代でもある︒
装飾性を重んじていたワイングラスも然りである︒
しかし︑
このワイングラスにおける装飾を一切廃し︑
機能の中に美しさを表現したのが
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第９代当主︑
クラウス・ヨーゼフ・リーデルによる
シンプルで美しいワイングラスだった︒
１９６１年発行のカタログで︑
リーデルは
ワイン独自の持ち味を高めるためのグラス作り︑
という理念を初めて打ち出した︒
グラスの形状が中に注いだワインに与える
影響について初めて言及し︑
その考えに沿った
ソムリエシリーズは世界中で激賞された︒
ワイン界に新風を巻き起こしたのである︒

ソムリエシリーズ
ブルゴーニュ・グラン・クリュ
価格 2 万1600円
最高のブルゴーニュはこのグラスで。

ボヘミアガラスと
ガラスの文化
チェコ西部に位置するボヘミア産
の木灰からとれた︑炭酸カルシウム
が原料︒木灰は長石を加えると焼き
物の釉薬になる︒つまり︑ガラス質
には欠かせない素材で︑ボヘミアの
カリガラスは無色透明で質が高かっ
た︒そのガラスに彫刻を施したこと
で︑ボヘミアガラスは世界的に知ら
れる存在に︒
ガラスそのものは最初︑教会のス
テンドグラスなどに使用されたのが
始まり︒宗教や権力者たちのための
ものであり︑一般の人が手にする機
会は少なかったが︑ 世紀にベネツ
ィアからガラス製造技術が伝わり︑
ボヘミアの地でもガラス製造が盛ん
になっていったのである︒ただ︑ガ
ラス文化そのものの始まりがステン
ドグラスだったことで︑
ガラス工芸品
への装飾は変わることのないスタイ
ルとして定着していた︒
左の写真はリ
ーデルのアーカイブに残されている
ペアの装飾グラスの写真︒
1881年
製造のグラスで︑
当時のガラス製品に
対する装飾の重要性がよく見て取れ
るだろう︒鮮やかなエナメルで描か
れた極楽鳥と︑ブルーの飾り鋲が印
象的︒製品というよりは工芸品だ︒
13

82
83

クラウス・リーデルの信条
「ワイングラスをデザインするときは
グラスが香りをどんな風に伝えるかを
知ることが必要不可欠である」
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グラスで飲むときとでは︑
本当に味も香りも違ってく

のだろう︒リーデル以外の

リーデルのグラスで飲む
ワインはどうして美味しい

つまり︑これまであまり意識
されてこなかった触感の重要

ンターフェイスに価値を見出
すシーンが多くなっている︒

て現代のテクノロジーは︑イ

代の言葉に置き換えれば︑イ
ンターフェイスである︒そし

756年に個人事業を営む
許可を得る︒この時がリー

ハンから数えて3代目とな
るヨハン・レオポルドは︑1

の系譜は彼から始まる︒ヨ

ル社の工房を興す︒現代の
リーデル家まで続く創業家

ヨーゼフ・リーデルの時代は
さらに事業を拡大し発展を遂

なっていた︒
商才に長けていた6代目の

で業界の最先端を走る企業と

やボタン︑
ジュエリーなど︒質
の高いガラスと独自の発色法

ワインののの本当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
当の美味しさは︑
リーデルのグラスが教えてくれる

る︒個人的な感想を述べさ
せてもらうならば︑その差
性を︑リーデルのワイングラ
スはかなり早い段階で気が付
いていたのだと思う︒
リーデル一族の歴史は初代

は手にしたグラスの重さと
口当たり︑そして鼻腔を包
み込むような飲み口の広さ
だと思う︒特にグラスの重
さと口当たりには︑それま
で感じたことのなかった驚
きがあった︒考えてみれば︑
人間の五感の延長線上に芸
術化された〝道〟がないの
は触覚だけである︒触感は
最も原始的な人とモノとの
ふれあいだ︒デジタルな現

る︒ 世紀前半はビーダマ
イヤー朝の装飾様式が大流
行し︑ガラス製品がまたそ
の様式に上手く調和してい
たので︑リーデル社にも数
多くの注文が舞い込んだ︒
創業当初は︑森の中に建つ
ガラス工房だったのが︑こ
の時代に近代化された工業
生産施設へと転換したので
ある︒イギリスから始まっ
た産業革命の波が︑ヨーロ
ッパ全土を覆い尽くした時
代でもあった︒当時の製品
は︑意匠を凝らしたビーズ
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ヨハン・クリストフ・リーデ
ルから始まる︒現在のリーデ
ル家 代目当主まで続く系譜
は彼が起源︒ガラス商人のヨ
ハンは商談の帰りに強盗に命
を奪われた︒ 世紀︑当時の
ボヘミアでこの事件は大変な
噂となり︑ベートーヴェン第
九の合唱の歌詞で知られるシ
ラーの作品の中でも︑その事
件が描かれているという︒
その後︑ヨハンの孫である
ヨハン・レオポルドがリーデ

リーデル社、
最初の工場
（1760年）
。
森の中のガラス工房だ
った時代である。

←リーデルのグラスとなる原料素材は、
ケイ砂、
酸化鉛、
ナトリウ
ム、
カリウムなど。
これを1100℃まで熱すると液体状のクリスタ
ルに。
↓ポーラオンのビーズ工場で働いていた人々。
1900年頃の写真だ
そうだ。

ワインだけではない︒飲み物には
それぞれ適したグラスの形状がある
はず︒考えてみれば非常に理に適っ
た発想だ︒そんな考えから生まれた
リーデルのグラスの中でも︑話題と
なったのが日本酒用のグラス﹁大吟
醸﹂
︒ヴィノムシリーズとして発売さ
れたが︑その後︑ステム無しのリー
デル・オーシリーズも導入された︒ま
た︑清涼飲料水のコカ・コーラ専用グ
ラスもリーデル・オーのシリーズと
して発売︒これが本当にコカ・コーラ
の味が良くなるから驚きで︑ギフト
などには最適の品となっている︒
●
﹁大吟醸オー／酒テイスターペア﹂
︵木箱入り︶価格5400円︒
﹁コカ・コーラ＋リーデルグラス﹂
︵チ
ューブ缶1個入り︶価格3240円︒

ワイングラスを超えて
リーデルの新世界

げる︒7代目のヨーゼフ・ジ
ュニアに家督を譲る頃︑石炭
を燃料とするガス炉を導入︒
まさに産業革命そのものの歴
史である︒8代目の時代は︑
二
つの世界大戦︑世界恐慌の激
流に飲み込まれたが︑ファイ
バーグラスの製造法を考案し︑
特許を取得︒しかし終戦後︑
チ
ェコスロバキア政府にリーデ
ル家は全財産を没収され︑リ
ーデル社は国営化︒一夜にし
てすべてを失ったのである︒
しかし︑オーストリアに渡っ

たくさんのガラス・デザインに、
機能的ワイングラスという次世代の萌芽があったはず。
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る︒それぞれの個性を引き
立てるワイングラスの開発
をしてきたゲオルグは︑そ
の後︑あらゆる飲料に適し
たグラスを開発︒ 代目の
マキシミリアンも︑ステム
を廃した︑斬新なワイング
ラス﹁リーデル・オーシリ
ーズ﹂を発表︒その動向は
現在も多くの関係者から注
目を集めている︒
この優秀な血筋が︑これ
から先の時代︑どんなグラ
スやガラス製品を生み出す
のか︑興味が尽きない︒

リーデルの公式HP内にあるショッピングサイトには、
ちゃん
と日本酒、
ソフトドリンクのカテゴリーがある。
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アである
﹁ソムリエシリーズ﹂
は︑ワイン業界に新風を巻き
起こしたのである︒
代目のゲオルグ・リーデ
ルは︑父親の理念をさらに発
展させ︑ブドウ品種別のグラ
スを発表し︑より手頃な価格
で世界のワイン愛好家にグラ
スを提供できるよう︑機械生
産による精巧なワイングラス
﹁ヴィノムシリーズ﹂を世に送
り出す︒また︑アメリカ進出
を機にロバート・モンダヴィ
との良好な関係を構築し︑そ
の知名度は世界的なものとな

ブラインド・テイスティング用の黒いグラス。

機能的ワイングラスと
いうジャンルを確立し
たリーデル。
リーデル
のグラスのおかげで、
ワインの世界はさらな
る発展を遂げた、
と言
っていいだろう。

デル社の正式な創業年であ
る︒やがて︑ガラス製品第
一号を発表し︑商売も軌道
に乗り始めた頃︑プロイセ
ンとオーストリアの戦争が
始まり︑リーデルのガラス
工場の一部が焼き討ちに合
う被害を被った︒リーデル
の社史によれば︑この時の
戦争復興資金で︑ヨハン・
レオポルドはより大きな工
場を建てたのだそうだ︒彼
の死後︑4代目︑5代目の
時代にリーデルの工房は︑
ガラス工場へと飛躍を遂げ

た9代目のクラウス・リーデ
ルは︑スワロフスキー家の庇
護を受けインスブルック郊外
に工場を設立︒父親はファイ
バーグラス︑息子はワイング
ラスの製造に情熱を傾け︑リ
ーデルのガラス工芸は新たな
方向性を生み出すことになる︒
クラウス・リーデルは〝ワ
イン独自の持ち味を高めるた
めのグラス作り〟という理念
を打ち出し︑その後の世界に
おけるワイングラスの潮流と
なる﹁機能的ワイングラス﹂
の価値観を生み出した︒機能
性よりも見た目の美しさを重
視したワイングラスが主流だ
った時代︑その理念は驚くほ
ど斬新だった︒ただ︑クラウ
スの理念の正しさはやがて証
明されることになる︒彼は︑
グ
ラスの形状が中に注いだワイ
ンに与える影響を研究し︑世
に出回っているほとんどのワ
イン用グラスが小さすぎて︑
ワインを正当に評価できない
ことに気が付いていたのだっ
た︒そして1973年に発表
された︑手吹きのステムウェ

ワインとグラスの形状との相性によって香りの善し悪
しや強さが決まる。
リーデルは、
ワインにエモーショナ
ルな要素を持込んだと言えるかもしれない。
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リーデルの製品に関するお問い合わせは
リーデル青山本店☎03‑3404‑4456
http://www.riedel.co.jp

左から 9 代目クラウス・リー
デル、8 代目ワルター・リーデ
ル、
10代目ゲオルグ・リーデ
ル。
リーデルがワイングラス
製造を始めた時代の一族。

ヴィノム
カベルネ・ソーヴィニヨン／
メルロー
（ボルドー）
ペア
価格7560円

ソムリエシリーズ／
「ボルドー・グラン・クリュ」
価格 2 万1600円

リーデル・オー
3 ＋1バリューパック
ヴィオニエ／シャルドネ
価格6480円
（ 4 個入り）

ヴィノム
ピノ・ノワール
（ブルゴーニュ）
ペア
価格7560円

ソムリエシリーズ／
「ブルゴーニュ・グラン・クリュ」
価格 2 万1600円

リーデル・オー
オー・フォー・ユー
価格3780円
（ 2 個入り）
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