
2022年　高級ワイン市場の見通し
2021年の価格上昇を支えた要因と2022年の見通し
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2022年高級ワイン
市場の見通し 

– 高級ワイン市場は2022年も、2021年の堅調な実
績を維持する可能性が高いと予想されます。地政
学リスク、経済成長と需給不均衡の深刻化は、高
級ワイン市場にとって継続的な価格上昇を示唆し
ています。

– 2021年と比較して高級ワインの価格向上の勢い
自体は穏やかになる可能性もありますが、マクロ
経済の施策によってひき起こされたインフレ下に
おいて、ファインワインはなおも健全で安定した
収益を得られる投資対象の1つです。

– しかしどのワインの銘柄を選ぶかという目利きは
重要です。2021年にはシャンパーニュとブル
ゴーニュのトップブランドが高い利益率を記録し
ました。これらのワインは今もなお魅力的な長期
投資の対象として考えられますがこれらのほかに
もボルドー、イタリアと一部の新興地域と生産者
から出されるワインも魅力的な潜在価値を秘めて
います。

2022における好調なトレンドの継続性 

カルトワインズでは1年前にも見通しを発表し、
2021年における高級ワイン市場の成長の可能性につ
いて言及してきました。2021年のマーケットは、そ
の見通しよりも良好だったと言えます。

高級ワイン市場の一般的な目安であるLiv-ex 1000イ
ンデックスは、2020年から回復、その後回復の度合
いを加速させ2021年11月末まで16.51%上昇しまし
た。インフレ、金融政策の不確実性、現在も進行す
るパンデミックなどによって時折ぐらつく株式市場
や国債市場に比べると、高級ワインは毎月プラスの
リターンをマーク。他の金融資産よりも安定したパ
フォーマンスを発揮しています。我々は、2022年も
引き続き高級ワイン(ファインワイン)のパフォーマン
スにさらなる成長の可能性があると考えています。
これまでの高級ワイン価格のトレンドを鑑みると、
現在の上昇トレンド期間はさらに継続する可能性が
高いと考えられています。（図1参照）。

ブルゴーニュとシャンパーニュのトップブランドの
ワインは2021年に大幅な成長を記録しました。これ
ら代表的な地域以外にも、様々なブランドが勃興し
ており、可能性を秘めた新興地域やメーカーが多様
な芽を出し始めています。 
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図1 – 好調なトレンドは現在も進行中
Liv-ex 1000インデックスの成長期間（2021年11月末まで）

出典：Liv-exの価格データ、2021年11月31日現在 
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テーマ 1 - 金融市場の不確実性
景気が回復基調にありながら、金融市場はより
不確実性の高いフェーズに入りました。各セク
ター、あらゆる種類の資産において、価格変動
が大きくなり、パフォーマンスの高低も大きく
上下することが予想されます。
こういった環境下では、より安定したリターン
を得るため、分散投資へのニーズが高まり、高
級ワイン市場などのオルタナティブ資産投資へ
のモチベーションが高まります。その最も大き
な要因は高級ワイン市場の実質収益率が中程度
であったとしても、他の資産との相対的なパ
フォーマンスが向上する可能性があるからで
す。
過去にさまざまなマクロ経済の環境変化が起き
ましたが、高級ワイン市場は健全で安定的なパ
フォーマンスを発揮していました。そのため現
在のような金融市場の不確実性が高い期間にお
いて、高級ワインは安全な現金の逃避先となっ
てきました。
主要経済国のインフレ率は、10数年前の世界
金融危機時よりも高くなっており、最近では米
国で31年ぶりの高水準に達しました。高級ワ
インは、収集性が高くコレクターが情熱を持っ
て収集する物的な資産です。この収集性の高さ
は特殊な市場要因となり、長期に渡って価格を
押し上げました。その結果、高級ワイン投資は
インフレヘッジとしての有効性が期待できま
す。（図2参照）

テーマ 1 - 金融市場の不確実性さ

価格はまだ上昇トレンド形成中

景気は1年前よりもはるかに良い状態にありま
す。新しいオミクロン株によってパンデミック
はまだ終わっていませんが、欧米を中心とした
経済大国では、ワクチン接種率の向上を背景
に、ロックダウンといった強い感染抑止策を行
わず、経済の回復を最優先させているためで
す。

高級ワイン市場では、旺盛なワイン需要からく
る、供給不足が続いており、この不均衡は2022
年における価格の上昇を後押しすると考えられ
ます。パンデミック期間中、とくに富裕層は貯
蓄額を大きく増やしました。これらの貯蓄はレ
ジャー・娯楽産業へと急激に向かいました。そ
して、これらの需要はしばらく続くでしょう。
供給面では希少性の高いビンテージワインの供
給量が低下すると予測されており、需給不均衡
はより深刻化するでしょう。

さて、今後の1年間の高級ワイン市場を見通す上
で、重要な3つテーマについて詳しく説明しま
す。それは、1)金融市場の不確実性、2) 気候変
動、3)新興ブランドの勃興、の3つです。

図2 – 激しく加速しているインフレ
Liv-ex 1000 vs OECD CPI指数
(G-20) 2004年からのデータ
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出典：Liv-ex, OECD.org、2021年10月31日時点
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テーマ 2 - 気候変動による影響

高級ワインへの投資は、各国の中央銀行が行
う政策の方向性を心配する必要があまりあり
ません。米連邦準備制度理事会や他の中央銀
行はパンデミックの初期から大規模な経済刺
激策を実施してきました。

しかしこの方針は転換され、インフレ抑制へ
向かっている今、この「政策の方向性を心配
する必要性が低い」という理由で高級ワイン
投資に注目が集まっています。金融刺激策の
抑制により、債券の利回りが高くなり（利回
りは債権価格と逆方向に変動）、多くの地域
で株価が実態よりも高くなっていたため株式
市場が乱高下する可能性があります。

もちろん高級ワイン市場も世界的な量的緩和
などの金融刺激策の恩恵を受けていました。
金融刺激策が抑制されるにつれて、その需要
は徐々に正常なレベルまで戻ることが予想さ
れます。しかし、常に実需が存在し、供給に
限りが存在し、収集性の高い実物資産である
高級ワインはマクロ経済政策の影響を受けづ
らいことは歴史が証明しています。

テーマ 2 – 気候変動による影響

気候変動と異常気象は、需給不均衡を深刻化
させています。温暖な気候がブドウの栽培に
は適切だとされています。冷涼地域では温暖
化がむしろブドウ生産にプラスとなっている
地域もあります。しかし全体でみると、異常
気象は生産体制を乱し、ワインの品質低下に
もつながります。故に投資家やコレクターは
気候変動による高級ワイン市場全体への影響
を注視する必要があります。

気候変動の影響を受けた事例として、2021年
春にフランスやヨーロッパを襲った霜害が挙
げられますが、恒常的な気温上昇は湿度を上
げ、2020年と2021年のビンテージワインの
供給量を減少させる可能性があります。

投資対象となり得る高級ワインの最大供給源
であるフランスでは、2021年の生産量が過去
5年間平均と比較して22% ~ 27%減少する可
能性があります。また、ブルゴーニュの生産
量は、5年間平均と比較して50％低下する可
能性が指摘されています。更にイタリアの生
産量も低下すると予測されています。また他
にもカリフォルニアで発生した大規模な山火
事により、多くの主要産地が煙害を受けまし
た。このために2022年のビンテージワインの
供給量が気候変動の影響を受けて減少する可
能性があります。
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テーマ 3 - 新興ブランドの勃興 

本年度は2020年のブルゴーニュと2021年の
ボルドープリムール（先物）の出荷量が減少
すると予想されています。すでにプリムール
とバックビンテージの在庫の両方とも不足し
ており、価格上昇の傾向が強まりま
す。2021年が例年と比べて冷涼だったこと
で、一部地域のブドウが低品質となった場合
も、いくつかのバックビンテージの価格上昇
へとつながるでしょう。

テーマ 3 - 新興ブランドの勃興 

高級ワイン市場において「目利き」はとても
重要です。2021年に高い成長率をマークし
た多くのワインはその好調を長期的に持続す
ることは困難でしょう。これは「そのワイン
の価格が下落する」という意味ではありませ
ん。他の一部の特定ブランドが、それ以外の
ブランドよりも相対的に高いパフォーマンス
を長期に発揮するため、それらと比較すると
見劣りする、という意味です。
各ワインブランドで激しい競争が繰り広げら
れる中、特熾烈を極めるブルゴーニュの市場
では目利きは困難である場合があります。し
かし確かな知識と細かい観察眼を持つこと
で、絶好の機会を見つけることも可能でしょ
う。

図4 – 地域取引量の推移

たとえば過小評価されているバックビンテー
ジの在庫を見つけ出せれば、大きなリターン
を期待できます。

Cult Wine Investmentは、長期間にわたって
新進気鋭の生産者やワイン産地の可能性につ
いて言及してきました。2021年では、ブル
ゴーニュとシャンパーニュの生産者で大きな
成長が見られました。前述のLiv-exのレポー
トによると、2021年10月末までに取引され
たワインの種類は過去最高を記録（10,798種
類）、新興ブランドやメーカーが勃興してい
るのです。

2021年、イタリアと米国の取引シェアが過去
3年平均と比較して上昇しました（図4）。ま
た、スペイン、南アメリカ、ドイツなどの新
興地域からもトップブランドになりうるワイ
ンが出てきています。さらには英国のスパー
クリングワインでも、今後の数年の間に世界
の高級ワインコレクターから注目を集めると
予想されます。

選択肢が増えると投資機会も増えますが、こ
れらの新興地域のワイン相場は不安定になる
傾向があります。したがって、これら新興ワ
インへの投資には、ワインの品質、相対的価
値、需要トレンドなど複数の要因を調査、考
慮して取り組むようにしています。
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各地域の見通し

–  ボルドーは依然として高級ワイン(ファイン
ワイン)投資の要です。

– これから始まる2021年プリムール（新酒ワ
イン先物）は、重要な節目です。2021年ブ
ドウ成長期において冷涼な気候であったた
め、生産量が低下する可能性があります。供
給量が少なくなると、プリムール（新酒）取
引の価格は、買い手が望むものよりも高くな
る可能性があります。

– 2020年ヴィンテージプリムール（ワイン先物新
酒）取引の競争は熾烈を極めるでしょう。早めの競
売参加と、バックビンテージの在庫量を注視する必
要があります。

– 需給不均衡は深刻化するでしょう。世界中の買い手
がこの市場へ参加を熱望しているので需要は高まり
ますが、将来のビンテージワインの供給量は減少す
ると予測されるからです。

– トップレベルのメーカーと二級(Tier2)、新興
ブランドのリターンの差異は2021年に拡大し
ました。

一部の二級(Tier 2)と一部の新興メー
カーのブルゴーニュワインは2022年に
成長速度を速めると考えています。

– カルトワインズが独自に厳選したバックビ
ンテージと一部のメーカーは大きな成長を期
待できます。

–  ボルドーの取引シェアは、2020年に初めて
50%を下回り、2021年11月までの平均は
39.0%まで下落しました。このシェアの減少
は、ボルドーの魅力が低下したというより、
他の地域やメーカーの台頭によるものと解釈
されるべきでしょう。

–ブルゴーニュワインの代表的なブランドや一級品
(Tier 1)は、すべての高級ワインの中で最高のリ
ターンを記録しました。リロイルロワやドメーヌ・
ド・ラ・ロマネ・コンティなどのブランドは、依然
として健全且つ安全な長期投資の対象です。しかし
短期的なパフォーマンスは緩やかに推移すると思わ
れます 。

各地域の見通し

ボルドー
ボルドー 500指数

YTD 2021 リターン：
9. 24%

2022年　カルトワインズの予測

ブルゴーニュ
ブルゴーニュ150指数
YTD 2021リターン：

27 .18  %

2022年　カルトワインズの予測

カルトワインズによる等級分類 第3四半期までの平均リターン
特級(Iconic) 28.6%
一級(Tier1) 15.5%
二級(Tier2) 3.8%

新興（Up and Coming） 7.9%
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各地域の見通し

図5 – シャンパーニュの希少性
主要なシャンパーニュのトップブランドの月間オファー数
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出典：Wine Searcher、2021年11月30日時点

–  シャンパーニュは高級ワイン投資の中心で
す。パフォーマンスは劇的上昇の後もなお、長
期的且つ健全な成長を維持すると予測します。

– 最近のビンテージ出荷量は少なく、バックビン
テージの希少性は高まっています。

– ただし、YTDリターンが33%にも達して
いることから、そのペースはやや緩やかにな
るでしょう。パンデミック後に爆発した需要
は、2022年以内に正常なレベルまで戻ると
予想されるためです。

シャンパーニュ 
Champagne 50指数

YTD 2021 リターン：
33.78 %

2022年　カルトワインズの予測

- 27.9%
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– トップレベルのブルゴーニュメーカーと比
べても、ローヌの相対的価値は向上しまし
た。2022年にアルファ値を超えるリターンを
もたらす可能性があります。

ローヌ 
ローヌ 100指数

YTD 2021 リターン：
12.49 %

2022年　カルトワインズの予測

– Liv-exの報告によると、2021年時点では、
これまでに取引されたイタリアワインの種
類は過去より増えています。今後の成長の
可能性を示唆するサインと言えます。

イタリア 
イタリア100指数

YTD 2021リターン：
11 .52  %

2022年　カルトワインズの予測

– 他の地域で生産されたブランドの価格上昇
ペースが早く、ローヌの影は薄かったと言え
ます。しかし、一貫して堅実なリターンが期
待できます。

– チリは引き続き高品質なワインを提供して
おり、長期的なリターンが見込める地域で
す。

– レミレス・デガヌザやテルモ・ロドリゲス
などスペインの新興メーカーも成長の可能
性が見込めます。

– 中国の輸入関税の負担により、オーストラ
リアの取引シェアは低下しています。2022
年も引き続きこの問題は尾を引きますが、
逆にこの状況が一部のオーストラリアワイ
ンに長期的な相対的価値を押し上げる要員
となる可能性もあります。

その他の地域
RoW60 指数

YTD 2021 リターン：
19.02 %

2022年　カルトワインズの予測

– カリフォルニアや他地域のワインには、長期
的な成長が見込めます。しかし、流動性が低
いため、ボラティリティが他の歴史ある地域
のワインよりも高くなるでしょう。

– 2021年、カリフォルニアは他の地域と比較
して、評論家から100ポイント以上高いスコ
アを付与されていました。評価の高さと、供
給量の少なさが相まって、価格上昇が期待さ
れます。

– 近年発生した山火事と煙害は、生産量を押し
下げました。バックビンテージの在庫は少な
く、価格を押し上げる要因になっています。

各地域の見通し

– トスカーナとピエモンテが主導するイタリア
のワインは、高級ワイン投資地域としての中
心地です。アジアからの関心の高まりは、イ
タリアの地位を確固たるものにしています。

– Liv-exのデータによると、イタリアの2021
年（11月末まで）の月間平均取引シェアは
15.4％でした。2020年に急増し、イタリア
の高い取引シェアは3月の米国の

関税撤廃（イタリアが免税のメリットを享受）
の後、高い水準を維持しています。
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wineinvestment.com Co. Reg 
No. 6350591

アメリカ支社
Suite 1116,
200 Park Avenue 
South New York, NY, 10003
T: + (914) 491 8417
E: us@cultwines.com

カナダ支社
110 Cumberland Street
Suite 333
Toronto, Ontario, M5R 3V5 
T: 1 855 808 CULT (2858)
E: canada@cultwines.com

中国支社
2441 CITIC Square,
1168 Nanjing West Road, 
Shanghai 200041
T: +86 21 6085 3559
E: china@cultwines.com




