
1．ワイン城の構成 

 

1.1 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所における「ワイン城」の位置づけ 

 

 本基本計画に際して、「ワイン城」と「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」の関係について整理して

おきたい。 

 「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」は、1962（昭和37）年に設立された池田町農産物加工研究所

を前身として、ワインづくりを本格的に推進するために1964（昭和39）年に設置された事業所（現

在の旧研究所）である。同事業所では、今日まで、独自のブドウ品種の開発・栽培、そして様々な

「ブドウ酒」の製造販売に関する事業を行なってきた。そのため、「池田町ブドウ・ブドウ酒研究

所」は、事業所名であると同時に、上記事業に関わる施設群およびその一帯を指す名称としても違和

感のないものと考えられる。 

 「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」設立の10年後、1974（昭和49）年に建設された古城のような

建物が「ワイン城」とよばれるようになり、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所の中心的施設はワイン城

に移行された。この建物は、当初醸造所として機能したが、2004年（平成16年）に完成した新工場

にボトリング設備を移設したことから展示機能をもった観光施設として生まれ変わり（2005年ワイ

ン城リニューアルオープン）現在に至っている。この「ワイン城」は、その特徴的な名称と形態から

生み出される独特なイメージによって、外からの訪問者を受け入れる中心施設として、そしてある時

から、「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」の愛称として認識され、観光客や町民に親しまれてきた。

しかしながらそのイメージの付与によって、結果的には、「研究所」という名称や実態、そしてその

エリア一帯の認識はほとんど影に隠れてしまったのである。 

 池田町は、気候的にワイン用のブドウ栽培に適した環境とはいえない。そんななかで「清見」や

「山幸」などを代表とする十勝ワインを作り上げてきたことが、池田町の価値であり魅力でもある。

その歴史を生み出した「研究所」というコンセプトは決して影に隠すべきではない。今回の「ワイン

城」改修基本計画においては、その「研究所」としての実践やこれまでの歴史が伝えられるような方

針が求められているのではないだろうか。 

 本改修基本計画では、十勝ワイン製造に関わる施設群一帯を「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」と

改めて定義する。そして、「ワイン城」は、「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」の価値を伝える池田

町の観光交流拠点施設（本計画ではデスティネーション・マネジメント拠点施設としての機能も追加

したもの）として位置づける。 

 



1.2 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所の構成 

 

 本ワイン城改修基本構想において、「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」とは、ワイン城を中

心に、駐車場、展示用のブドウ畑を含む前庭、ワイン城の東側にある工場群、その背後に広が

る生産用ブドウ畑、さらに、工場群の北に位置する旧研究所、農業技術研究所（栽培部門施

設）によって構成されるエリア一帯を指すこととする。したがって本構想では、ワイン城の改

修案に加え、ワイン城の魅力向上において分かちがたく関連すると思われる、池田ブドウ・ブ

ドウ酒研究所内の諸施設、諸機能についても必要に応じて言及する。 

 

図1 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所の構成 



2. ワイン城基本構想

２.1 基本方針 

「ワイン城魅力向上改修事業 調査検討委託業務 報告書」（北海道大学観光学高等研究セン

ター作成）ですでに示したとおり、ワイン城改修の基本方針を下記のとおりあらためて示す。 

（1）町民が集うワイン城への回帰 

ワイン城が完成してから40年の間に、ワイン城は町民の中でもワイン事業に関係する役場職

員やテナントとして入居している事業者を除き、町民からは縁遠いものになっている。「ワイ

ン城観光魅力向上検討結果報告書」（池田町ブドウ・ブドウ酒研究所作成）では「正に『ワイ

ナリー』であるとの原点に立ち返り」とその改修に向けた基本的な考え方が明記されている

が、真の意味での原点回帰を果たす上では「町民のワイン城」への回帰もまた重要であり改修

の基本方針の一つは町民が集うワイン城とする。 

（2）城としての豪華さの再評価 

  ワイン城はその名のとおり城としての格式を保ち、気品と優雅さを併せ持った空間である

必要がある。改修に当たっては、来場者のニーズに迎合して城としての格式を失うことのな

いように配慮し、城という極めて特徴的な空間を最大限にいかしていく。 

（3）空間的な再定義と連続性、一体性の確保 

「町民が集うワイン城への回帰」がもたらす「日常性」と、「城が持つ豪華さの再評価」が

もたらす「非日常性」との共存を可能にするためには、ワイン城を現状のワイン城本体だけで

なく、周囲の空間と合わせてとらえなおすことが重要である。具体的には、ワイン城本体と背

後の倉庫群の間のスペースを中庭として再定義し、ワイン城本体と周囲の施設の連続性を確保

し、それによって施設群としての一体性を担保する。 

（4）「もの」づくりから「こと」づくりへの転換 

従来はワインやブランデーの製造を目的としてきたワイン城が、ワインツーリズムの拠点施

設となるために、来場者が「ワイン文化を通じて池田町というデスティネーションを体験す

る」施設になる必要がある。これはワインという「もの」をつくる（＝造る）施設から、池田

町のワイン事業の歴史や町民の思いを踏まえた文化としてのワイン製造を体現する施設、すな

わちワイン文化という「こと」をつくる（＝創る）施設への転換を意味し、この具現化を図

る。 

 

 



（5）訪問経験の総合的デザイン 

 観光施設運営のグローバル・スタンダードは、利用者の受入から、訪問経験の総合的なデザ

イン（Visitors Experience Design）へと変化しており、それがすなわち「こと」の消費につな

がる。ワイン城が視界に入ったその瞬間から、城内をめぐりワイン製造の工程を目にしながら

丸谷金保の思いに触れ、その雰囲気に圧倒されて土産用のワインを購入し、SNS に画像をアッ

プする瞬間まで、利用者の訪問経験を総合的にデザインし、利用者の「もっといたい」「また

来たい」と潜在的利用者の「行ってみたい」を絶えず生み出す仕組みを作り出す必要がある。

そのためには、動線はもちろんのこと、時間、視点、感情、消費を、空間のデザインを通じて

戦略的にコントロールしなければならない。試飲コーナーを含めたワイン城におけるワインの

ラインアップやワイン以外の商品の販売の是非、有料ガイドツアーや同ツアー参加者限定の空

間のあり方なども、訪問経験の総合的デザインの一環として具体化する。 

2.2 改修に向けた課題 

(1)ディスティネーション・マネジメント拠点としての課題 

 ワイン城への実質的な入口が前庭のある正面玄関ではなく、バックヤード側にあることに象

徴されるように、池田町の入口としての観光案内機能が、ワイン城の中にあることの意義と、

ワイン城のどこにあると相乗効果が生まれるかということについて議論が必要であると思われ

る。空間的な視点からも、ワイン城に池田町の観光案内機能があるのか、またそれがどこにあ

るのかわかりにくい。 

(2)池田町のブドウ酒づくりを伝える場としての課題 

 製造機能の大部分がワイン城から他の建物に移行しているため、ワイン城がブドウ酒づくり

に関する建物であることがわかりにくい。またその痕跡を感じさせるような空間的な工夫もさ

れているとは言い難く、特に平成17年の改修によって製造工場であった元の雰囲気の大部分は

失われてしまったと思われる。また、一階の展示スペース以外は展示が分散してしまってお

り、館内の動線を踏まえた展示構成になっていないため、ワイン城でなければできない展示で

はなく、ワイン城の本質的な価値を伝えきれていない。 

(3)住民利用に関しての課題 

 現在のワイン城は、観光施設としての側面が強く住民が関わる余地が少ないことが、町民を

交えたワークショップなどを通して明らかになった。ワインづくりの文化を通じてさまざまな







2.4 改修基本計画 

（図面A001~A17参照  A３折込） 

2.4.1 ワイン城全体ゾーニングと動線計画 

 

図7 ワイン城動線アイソメ図１ 



 

図8 ワイン城動線アイソメ図２ 

 

 

 

 

 



2.4.2「１階＋２階」：広間＋店舗＋文化事業エリア 

 正面玄関を抜けたところにある、元製造工場のスペースを広間に見立てる。１階及び２階

は、店舗を核とした、十勝ワインのブランド形成に寄与するホール空間とする。元製造工場で

あったスケールの大きな空間を城の広間と読み替え、来場者の気持ちを高める洗練された空間

づくりを行う。２階は、店舗の延長として使えるセミナールームと廊ミュージアムとする。二

階と一階を隔てていたガラスは取り払って空間的に連続させ、より広がりを感じさせる空間と

する。 

 

図9 全体模型写真 

（１）売り場の構成 

 売り場は下記の要素によって構成される。 

 ここで提案するアトラクションウォール、島什器などのシステムは、今後の詳細設計や詳細

なソフト、運営計画にフレキシブルに対応できるような冗長性を与備えている。これらのシス

テムをツールとして、今後詳細設計が行えるようになっており、またそれらの変更によって本

質的な空間の質が損なわれることがないよう意図している。 

 

１．アトラクションウォール 

 広間長手いっぱいに広がり、ワイン城の魅力を伝えるワイン棚やコンシェルジュ、バーなど

のアトラクション（詳細説明は下記）をおさめた、1,2階空間を特徴づける大きな壁。元製造工

場で、大きなタンクが並んでいた光景とスケール感を想い起こさせるべく、タンクのメス型

（タンクによってくり抜かれたように）をモチーフに立ち上げた大きな壁。長手方向の奥行き



感をいかしながら、必要なスペースをゆるやかに囲いとる形状とすることで、広間の流動性を

妨げずに滞留空間を生む。 

 壁の仕上げは、元製造工場の荒々しさを感じさせるように、粒子の大きい弾性左官材料のざ

らざらした質感とする。そうすることで、曲面壁がやわらかく光を受け、空間全体を照らす。 

アトラクションウォールの向こう側は、ひとつながりのバックヤードとし、客動線と明確に分

けるとともに、見せる部分と隠す部分をはっきりさせる。また、各部門間で容易に人員移動で

きるので、少ない人数でのオペレーションを可能とする。 

 

図10 製造工場で感じられる大きなスケール 

 

図11 アトラクションウォール 

 



 

図12 アトラクションウォールのシステム 

 



(ⅰ)定番棚 

 十勝ワインの定番主力製品を陳列する棚。縦置き、横積み、縦置き＋説明パネル組み込みの

三種類の陳列が行えるようになっている。棚は緩やかにカーブした壁に埋め込まれ、周長約10

m以上あるので池田ワインの見取図のように、全体像をプレゼンテーションすることができる。 

 

図13 アトラクションウォール_定番棚アイソメ図 

①10mに及ぶワイン棚が十勝ワインをプレゼンテーションする。 

②定番棚に対し、季節により変化する催事スペースがセットになることで売上増を目指す。 

③緩やかにカーブする壁がブランデースペースへと人を誘う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ⅱ)バー 

有料のバー。カウンターがせり出しているので視認性が高く、注目を浴びやすい。曲面壁に沿

った棚にワインが飾られる。 

 

図14 アトラクションウォール_バーアイソメ図 

 

①十勝ワイン、ブランデーが提供される。バーソムリエがそれぞれのワイン、ブランデーの魅

力をプレゼンテーションする。 

②カウンターがアトラクションウォールから出っ張っていることで、人目をひく。 

③ライトアップされたボトルが高級感を演出する。 

④洗い場はバックヤードに設置。 

 

 

 

 

 

 

 



(ⅲ)コンシェルジュ 

 入り口から広間に入ってすぐ目につくコンシェルジュカウンターは、館内案内やツアーの受

付等を行う。池田町近郊の観光案内の役割も担う。インフォメーションスペースには池田町に

関する情報も。 

 

図15 アトラクションウォール_コンシェルジュアイソメ図 

 

①玄関ホールを抜けると目の前にあるコンシェルジュスペース。ワイナリーツアーの受付、池

田町ブドウ・ブドウ酒研究所の案内、池田町の観光案内等を行う。 

②パンフレット、ブックタブレット等で観光情報を発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ⅳ)レジスペース 

 三列のレジスペース。カウンターが壁に沿って右側に伸び、送り状記入スペースになってい

る。郵送品はそのままバックヤードから発送する。 

 

図16 アトラクションウォール_レジスペースアイソメ図 

 

①1F店舗すべての会計を担うレジスター。 

②タブレット端末を利用したレジシステムを導入し、省スペース化とスピード化を図る。 

③発送状記入スペース。発送品はスムーズにバックヤードで管理し発送ができる。 

 

２．造付壁陳列棚 

「壁面什器＋ワイン棚」 

 豊富な陳列量を備えた壁陳列棚。照明が商品に当たりやすいよう、上に向かってセットバッ

クしている。天井の低い店舗では壁陳列棚によって水平方向の連続性をつくることで、圧迫感

を軽減し、快適に買い物ができる。 

 

 



「ワインセラー」 

既存ワインセラーを活用する。 

３．島什器 

 売り場に必要な機能として、 

１，季節の変化や取扱商品の変化に対応して什器の配置を変更し、売り場を活性化する 

２，オペレーション主体に応じてフレキシブルに売り場を構成する 

ことが挙げられる。そこで、造り付け什器とは別に、フレキシブルに売り場を構成できる「島

什器」のシステムを提案する。 

 

「モデュール」 

 島什器システムは、尺寸法（合板、ランバー板既製寸法モデュール）を考慮したモデュール

を採用しており、比較的安価に制作することを可能にする。高さ600mmの大テーブルタイプと

高さ300mmの小テーブルタイプがあり、それらを組み合わせて立体的な陳列ができる。今後、

売り場構成について検討を詰めていくなかで、必要な什器の組み合わせを検討するとよい。 

 

「モールディング」 

 城の広間に置かれる什器として、テーブルの縁に大きなモールディングを施す。重量物を陳

列するためには、大きな断面の部材が必要となるが、それを利用して城の広間にふさわしい重

量感のあるデザインとした。高さ300mmの小テーブルは、大テーブルの上に載せて使うことが

想定されるので、商品が美しく見えるよう、モールディングを三段使いして足元が見通せない

ようにしている。また、このモールディングは、点対称の構造をしており、モールディングの

上下を反転させれば、似ているが異なる表情のテーブルとすることができる。さらに、モール

ディングが反転関係にあるテーブル同士は連結することができる。このように、装飾を再解釈

し、現代的な合理性を合わせ持った新しい什器システムである。 



 

図17 島什器システムを構成する什器リスト(別紙A3折込あり) 

 

図18 島什器システムの組み合わせによる多様な売り場構成(別紙A3折込あり) 

 



 

図19 モールディング詳細         図20 反転したモールディングの接続 

４．ハイカウンター 

 店舗の中にあり、バーで注文したワイン等を気軽に楽しむことができる立ち飲みができるカ

ウンター。前庭のブドウ畑と池田町の風景に向かって新たに開けられた窓に面している特別な

スペース。 

５．ピクチャウインドウ 

 店舗空間においてもブドウ畑や丘から見える風景とのダイナミックなつながりを感じられる

ように、既存外壁に二箇所新たな開口を設ける。外部の環境との連続を感じられる広がりのあ

る空間で、十勝ワインや池田町の特産品を買い物し、ワインを楽しむ体験をつくる。窓台は奥

行きを大きくし、窓辺の空間を強調するとともに、ベンチや飾り棚としても利用できる。 

６．階段室へ導く門型エントランス 

 １階広間の空間から階段室へのアクセスが非常にわかりにくいので、階段室への入口を１階

広間まで伸ばし、門型に強調することによって動線の誘導を効果的に行い、上下階の活発な移

動を促す。 

曲面の壁を効果的に用いることで、自然な動線を生み出す。 

（２）１階と一体化した２階空間 

１．セミナールーム 

 セミナールームでは、ワイン文化に関わる文化事業、レクチャー、商品説明、プレミアムツ

アー発着地点などに使われる。バーを備え、ワイン文化の成熟に寄与する。団体客受け入れ時



に１階の混雑を避けるため、２階のバーを併用することもできる。既存の壁を取り払い、広間

と一体化させることで、双方の活動を垣間見せ、興味を刺激するようになっている。壁一面に

本棚兼ワイン棚を配しており、ワイン造りの専門書やワイナリー関連の本など、ワインに関係

のあるライブラリーとなっている。床はざっくりとした木目の美しいカラマツフローリングと

し、広間空間と調和させる。 

２．広間を眺めてお酒を楽しめるバルコニーカウンター 

 セミナールームの広間側には、手すりの代わりに一面カウンターを設ける。このカウンター

では広間空間を眺めながら、バーで受け取ったワインを嗜むことができる。カウンターを支え

る脚は細いスチールとし、一階と二階の連続性を高めるよう意図している。 

３．店舗と一体化した廊ミュージアム 

 池田町のワインづくりのきっかけや歴史を伝えるパネルが展示された廊ミュージアム。店舗

に陳列された大量のワインや、元製造工場の名残を感じさせるアトラクションウォールの存在

を感じながら、池田町のワインづくりの歴史に思いを馳せる空間となっている。 

 

 

図21 広間のアトラクションウォールを見る 



 

図22 広間よりブランデー蒸留スペースを見る。左手１Fは店舗、二階はセミナースペースのカ

ウンター。 

 

図23 広間より店舗１を見る 



 

図24 店舗１より広間を見る 

 

図25 アトラクションウォールを見る。左手がコンシェルジュスペース、右手がレジスタース

ペース。 



 

図26 店舗２を見る 



 

図27 店舗２を見る 



 

図28 二階セミナースペースを見る 

 

図29 二階カウンターより広間を見る 



2.4.3「地下２階＋地下１階」 

１．熟成室の樽配置の変更 

 耐震改修に伴う耐震壁の新設により、樽配置を変更する必要がある。図面A001（別紙A3折

込）中、A、Cは既存の鋼製樽ラックを改造して利用し、Bは既存のまま使用、Dには新設する。

耐震壁で分節される鋼製ラックにはそれぞれに階段とキャットウォークが設置されている。木

製スペーサーを使用した二段積みと合わせて、合計約183個の500L樽が保管できる。１段積、

２段積、３段積と高さの異なる樽のまとまりをつくることで、より奥行き感の感じる魅力的な

体験となることを意図している。 

２．大樽屋根のバー 

 大量の樽が並ぶ荘厳な熟成室の空間的特徴を活かしたバーとして、現役を引退した8000Lの大

樽を割いて屋根をつくる。大樽を長手方向に4等分ないし５等分した樽の一部を組み合わせて樽

の洞窟のような空間を囲いとる。熟成室と分節するために、バースペースの床は周囲より200m

あげられた黒皮鉄板敷仕上げ、カウンターと飾りカウンターは軟石とし、地下の熟成室にふさ

わしい重厚なしつらえとする。プレミアムツアー参加者のみが楽しむことのできる特別なバー

である。 

 

 

 



 

図30 地下２階見学通路より熟成室＋バーを見る 

 

図31 地下２階見学通路より熟成室＋バーを見る 



 

図32 地下２階見学通路よりバーを見る 

 

 

３．地下1F廊ミュージアム 

 「ワインができるまで」のプロセスを展示する。膨大に置かれている熟成樽スペースを感じ

ながら、ワインができるまでのプロセスを学ぶことができる。廊ミュージアムからは、大樽屋

根のバーや熟成スペースを眺めることができる。 



 

図33 地下1階見学通路より熟成室を見る 

 

2.4.4「３階」 

1.前室＋テイスティングルーム 

 ３層吹き抜けの玄関ホールを上がると、城主室、講堂につながる前室に出る。廊下の方に開

けられた窓越しにテイスティングルームを眺めることができる。テイスティングルームでは、

ワインの状態チェックや商品開発のためのテイスティング風景が公開されている。テイスティ

ングルームはアーチ型の特徴的な扉によって特別な部屋であることが印象づけられる。部屋の

中央には1F店舗で使われているモールディング付きのテーブルが置かれ、ワインの色を見る際

には白いテーブルクロスがかけられる。前室から細い廊下状の空間を進むと、右手に講堂が広

がる。講堂で会議が行われているときは、講堂の扉が閉められ、廊下状の空間を通り抜けられ

る。 

 

 

 

 

 



 

図34 講堂からテイスティングルームを見る 

2.講堂 

 講堂は、ブドウ・ブドウ酒研究所の会議やゲストの応接などが行われる、ワイン城の中でも

格式の高い空間である。小さなスケールの前室、廊下を通り、曲面壁の中央にあるアーチ開口

から中へ入ると、風景に開かれたシンメトリーな空間に出る。部屋の中央には会議のための大

きく重厚な長机がおかれている。この机も、広間で使用されているモールディング付きのテー

ブルである。シンメトリーにすることで威厳と緊張感のある空間となるよう意図している。曲

面壁は賞状や記録写真などを飾る「名誉の壁」となっており、細い木材が縦方向に敷き詰めら

れており、その隙間に金具を差し込むことで容易に展示替えができる。 



 

図35 講堂を見る 

 

2.4.5 A階段 

 上下移動のメイン動線として活用する。1Fに対しては門型エントランスを設けることでA階段

へのスムーズな誘導を狙う。A階段には中央部に大きな吹き抜けがあるため、安全上の理由から

手すりを1.1mの高さになるように追加工事を行う。螺旋形状を活かして曲面壁を展示壁とし、

展示を照らす照明形式とすることで、ベース照度も確保する計画としている。 



 図36 A階段照明計画 

2.4.6「屋上」 

 １．手すりカウンター 

 屋上からは、西側に十勝平野と日高山脈の雄大な風景が、東側には中庭広場やブドウ畑の風

景が広がる。それらを楽しむための最小限の設えとして、耐久性のあるWPC(木材とプラスチッ

クの合成材料)デッキ材を使ったカウンターを設置する。カウンターにグラスやおつまみをおい

て、雄大な風景を眺めながらバーのカウンターさながらにお酒を楽しむことができる。カウン

ターは、スタンディングでもよいし、ハイチェアに座ってゆっくりと時間を過ごすこともでき

る。日よけのパラソルは、カウンターに取り付けることができ、移動可能である。 

 




