
お料理は、鴨のレバー・豚・キノコなどを使ったPate de campagne　を用意していただきました 

二本目・ピノノワール 
使用ワイン：Bourgogne Rouge /Claude Dugat 2006 

１本目・ガメイ 
使用ワイン：Cuvee Aux Amis 11eme A /Philippe Pacalet 2007 

テーマは基本講座　赤ワインのブドウ品種 
使用したワインはオザミで多く使っているもの、ネットショップでも扱っているもの 

を中心に選んでみました 

第一部 

今回のワイン課通信は１月１９日に行ったPDSの会のレポートです 

ワイン課通信 
2月特大号 

別名（シノニム） 
Gamay Noir à Jus Blanc 
Gamay Noir 
Bourguignon Noir 
Gamay de la Dôle 
Grosse Dôle 

世界で生産されているガメイ種のうち60％がボジョレー地区で栽培されており、 
その痩せた酸性の花崗岩質土壌からは優れた味わい表現を作り出すワインが生産されます。 

またブルゴーニュ地方やロワール河流域地方でも栽培しており、北部の気候がこの品種に適していると されています。 

ボージョレ地区をはじめ多くの地域で栽培されているガメの正式名称は 

Gamay Noir à Jus Blanc〈 ガメイ・ノワール・ア・ジュ・ブラン 〉と言われますが、 

一般的には単にガメイと呼ぶか、ガメイ・ノワールと呼ばれています。 

ガメイと呼ばれるぶどう品種のほとんどはガメイ・ノワール・ア・ジュ・ブランですが、 
中には Gamay de Chaudeney〈 ガメイ・ドゥ・ショードネ 〉や Gamay de Bouze〈 ガメイ・ドゥ・ブーズ 〉のように、 

フランス語で Teinturier〈 タンテュリエ 〉と呼ばれる赤っぽい果肉のぶどう品種もわずかながら栽培されているので、 

意識的にそれらの品種と区別してガメイのことをガメイ・ノワール・ア・ジュ・ブランとあらわすこともあります。 

この品種の樹は、早期に発芽、開花、成熟するため、春先の霜害を受けやすいが、ロワールのように涼しい地域でも繁茂する。 
簡単に過剰な実をつけるので、針金や杭を使わない伝統的なゴブレットの整枝法は、花崗岩質の良質の 

ボジョレーのブドウ畑に適合するように考案されています 

ガメイとボジョレーは完全に相互依存していて、ボジョレーほど強くガメイを生産している地域はなく、 

ボジョレー以外の地区・地域でこの品種から造られるワインは、次第に勢力を失っていった。 

ボジョレーとコート・ドールに挟まれたコート・シャロネーとマコンでは、１９８０年代に主力品種となったシャルドネに 

植えかえられました。また、コート・ドールにおいても、一層収益性の高い品種に急速にとって替わられています。 

フランス以外では、カナダ、イタリア、クロアチア、セルビア、コソボ、マケドニア、スイスなどで栽培されています。 

ちなみに、カリフォルニアで Gamay Beaujolais〈 ガメイ・ボージョレ 〉や Napa Gamay〈 ナパ・ガメイ 〉と呼ばれている品種は 

ガメイ・ノワール・ア・ジュ・ブランとは違う品種です。 

別名（シノニム） 
Pinot Noir 
Pinot Fin 
Noirien 
Morillon Noir 
Plant Noble 
Plant Doré 
Spätburgunder 
Blauburgunder 
Blauer Burgunder 
Klevner 
Pinot Nero 

ローマ人の侵入以前にゴール人によってすでに栽培されていたピノ・ノワール種は、 
常にブルゴーニュ地方の代表的なワインとして定着してきました。その後も アルザス地方を始め、 

ドイツやスペインの最も涼しい場所や、アメリカ・オレゴン州などでも栽培されるようになりました。 
繊細で、霜や病気の影響を受けやす く、早熟なピノ・ノワール種は、非常に優れているのと同時に 
気難しい子どものような存在だと言えます。しかし、温暖な時期が短い北部では、この品種の熟期の早さがひとつのメリットとなっています。 
ブルゴーニュ地方の気候は、ピノ・ノワール種に最適とされ、 

複雑でバランスの取れた豊かなアロマをもつ素晴ら しいワインを生産しています。 

また、ブルゴーニュ地方で育つ主要な黒ぶどう品種であり、驚くほど様々な味わいの表現を作り出します。 
全世界で栽培が行われ ている60,000ヘクタールのうち25,000ヘクタールをフランスが占め、 
フランスはピノ・ノワール種の世界最大の生産地とされています。 

この品種の出来具合に一貫性はないが、ピノ・ノワールは簡単に葡萄のエキス分がジャムに変わってしまうような 

非常に暑い地域を除いて、世界のほとんどすべてのワイン産地に取り入れられてます。 

ピノ・ノワールの魅力は、官能的で、より透明感のある味わいです。 
ブルゴーニュの人たちは、彼ら自身で、ピノ・ノワールを生産しているという言い方を拒みます 
なぜなら、彼らはその土地の、ブドウが栽培されるそれぞれの畑の個性を伝達する単なる媒介物として 

ピノ・ノワールを使っているにすぎないからです 
世界のピノ・ノワールが共有しているといえる唯一の個性は、ある種の甘い果実味とやさしいタンニンと色素であり、 

それぞれの地域の土地の個性がピノ・ノワールの味わいとなっています。 

ピノ・ノワールの出来栄えの幅広い変化は、その遺伝因子の性質に由来します。 
この葡萄は非常に古い品種で、おそらく野生の葡萄樹から人間によって選抜されたのはすくなくとも 
２０００年前で、ピノ・ノワールが紀元前４世紀にブルゴーニュに存在したとういくつかの証拠があるそうです。 

Morillonモリヨン・ノワールが初期時代の一般的な名称であったが、ピノと呼ばれる葡萄の樹は１４世紀の 
ブルゴーニュの記録にすでに叙述されていました。 
ピノ・ノワールは長い間ブルゴーニュで栽培されてきたが、この品種はクローンの多様性が証明するように、 

特に突然変異しやすく、（Pinot Blanc・Pinot Gris・Pinot Meunierなど）退化しやすい 
４６以上のピノ・ノワールのクローンがフランス国内で公式に認められ、１９８０年代にはフランス種苗場から 

メルローに次いでピノ・ノワールの挿し木が引っ張りだこだったそうです。



料理はバルバリー鴨を使った Galantine を用意していただきました。 
鴨自体にクローブなどのエピスを効かせて、フランボワーズ・カシスをつかったソースで 

四本目・シラー 
使用ワイン：Cornas "Chaillot"/Franck Balthazar 2006 

使用ワイン：Cote du Rhone "La Sagesse" /Gramenon 2007 
三本目・グルナッシュ 

別名（シノニム） 
Grenache Noir 

Alicante 

Roussillon 

Rivesaltes 

Tinto 
Sans-Pareil 

Garnacha 

Aragonés 

Lladoner 

Cannonau 

中世に地中海沿岸を支配していたアラゴン王国を原産とするグルナッシュ種は、 

世界で２番目に栽培面積の多い葡萄品種で、さまざまな色合いをもってスペイン全域と南フランスに広がっています。 

南フランスの高貴品種のひとつです。病気に弱い品種ですが、 

ラングドック地方やローヌ河流域地方の風の強い気候がこのぶどう種を病気から守ります。 
広大な栽培面積を占める品種にしては、グルナッシュの知名度はそれほど高くなく、 

大半は、これより色が濃くタンニンの強い品種とブレンドされています 

グルナッシュの樹勢は強く、垂直に成長するため、厚く、乾燥した風の強い葡萄畑で伝統的に行われている 

株仕立ての栽培法が適しています。 

フランスのグルナッシュの栽培地の大半はローヌ川流域南部にあります。 
そこでは様々な特徴をもつコート・デュ・ローヌ、シャトーヌフ・デュ・パプ、ジゴンダス・ヴァケイラスなどの品種の一つとして 

栽培されている 

シャトーヌフ・デュ・パプの最低アルコール度１２．５％という例外的な高さの必要条件を満たしえるのは 

グルナッシュの糖度によるものだといいます。 
この品種から造られるワインは通常、大半の赤ワインよりも色がやや淡く、幾分粗野で果実の甘みがあるものが多いが、 

厳しく剪定し、樹と実の両方が円熟するまで待つことができれば、 

凝縮感のある充実したスパイシーな赤ワインを造ることができます。 

グルナッシュはまた、南フランスではロゼワインにも必要不可欠で、リラックや東のプロヴァンスでも好適な品種として 

使われます。 

ルーションではブレンド原料として使われ、称されることのない脇役でしかないが、 

バニュルス、リヴザルト、モーリィなどの独特の強い甘口ワインに不可欠な存在として重要視されています。 

グルナッシュはワイン市場が流行に左右されなかったころ、干ばつや暑さに強い特徴からニューワールドの生産者に人気があったが、 

次第に流行品種のカベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、シラーといった品種に替わられていっています。 

早期に発芽するので、比較的ながい期間の生長サイクルが受け入れられる地域では、高い糖度を得ることが出来ます。 

原産国のスペインとフランス以外ではイタリア、ポルトガル、ギリシャ、モロッコ、チュニジア、といった地中海沿岸各国と 
アメリカ、メキシコ、アルゼンチン、オーストラリアなどで栽培されています。 

別名（シノニム） 
Sirah 

Syra 
Schiras 

Serine 
Marsanne Noir 
Shiraz 

Hermitage 

Balsamina 

言い伝えでは、シラー種は1224年にイランのシラーズからの長旅を終えた十字軍によって 
持ち帰られたとされていますが、未だに専門家達の間ではこの説について議論がなされています。 

このぶどう種は、ローヌ河流域地方に適し広く栽培されるようになりました。あまり収穫量が高くなく、熟期が遅いシラー種は、 

ランコート・ロティの急斜面に見られる痩せて乾いた土壌でよく育ち 
ローヌの気候がシラー種に非常に適しているとされています。シラー種の栽培は、近年フランス国内で大幅に高まっており 

ローヌ河流域地方からラングドック地方やプロヴァンス地方へと拡がっています。 
また、ヴァン・ド・ペイの生産に非常に人気のある品種でもあります。シラー種から造られる深みのある色をもつワインは、 

まさにその見事にバランスの取れた力強くまろやかなタンニンは、ワイン通をも魅了します。 
近年フランスでは全世界の約70％に及ぶシラー種の栽培が行われています。 

シラーはローヌ川流域北部の偉大な葡萄で、葡萄の樹は比較的収量が多く、病気に対して抵抗力があるが、 

花ぶるいには敏感です。発芽は遅いが幸いにも成熟はそれほど遅くない。 
シラーの深く、濃く、濃密なワインの質は、収量をを上げるとその個性は減少し、 

また、樹に房を長く放置すると急速に香りと酸を失う傾向があります 

場合でさらに長期熟成のワインとなります 

逆に充分な熟成に達しなかったシラーは、単に薄っぺらで、酸っぽくなりえます 

１９７０年まではフランスのシラー栽培は、ほとんどローヌ川流域北部とその周辺地域に限定され、 

シラーズとして知られるこの葡萄の重要な植民地であるオーストラリアのその総栽培面積のために 
ローヌの栽培地は些細に見えていました。 

しかし、それ以降シラーはフランス南部全域で驚くほど人気が急上昇し、フランスでの栽培面積が 

１９６８年の２７００haから２０年後には１０倍にもなりました。 

シラーを完熟させるには温暖な気候が必要で、これが栽培地の広がりを限定しているが、 

ニューワールドの赤ワイン用ブドウとしても重要な地位を築いている。 

シラーの総色素量は、かなり高くなりえる。通常これがオーク樽での熟成に呼応し、完熟した葡萄に新樽を使った



使用ワイン：Chateau du Domaine de L'Egrise /Pomerol 2000 
六本目・メルロー 

料理は　Entrecote Grille 
シンプルに粗塩のみの味付けで 

五本目・カベルネ・フラン 
使用ワイン：Saumur Champigny "Les Poyeux" /Clos Rougeard 2002 

別名（シノニム） 
Gros-Cabernet 
Breton 

Carmenet 
Gros-Bouchet 

Bouchet 
Grosse-Vidure 

Cabernet Frank 

ロワール地方の赤の代表格として知られるカベルネ・フラン種ですが、カベルネ・ソーヴィニヨン種の原種とも云われています 

ボルドー地方など一般的にフランス南西部では、ぶどうのブレンドがとても重要とされています。 

フランスはカベルネ・フラン種の第一生産国であり、 
全世界での栽培面積45,000ヘクタールのうち36,000ヘクタ－ルをフランスが保有します。 

またこの品種は北イタリアやオーストラリアでも栽培が行われています。 
そのタンニンはカベルネ・ソーヴィニヨン種よりも柔らかく、若いうちはより繊細でまろやかな味わいを醸し出します。 

その象徴的な味わいの表現はロワール地方で最もよく造りだされます 

カベルネ・フランはロワール河流域では単独でワインになることも多いのですが、 

ボルドー地方や南西地方では Merlot〈 メルロ 〉や Cabernet Sauvignon〈 カベルネ・ソーヴィニョン 〉とのブレンドで使われています。 

ボルドー地方でも右岸のリブルネ地区ではメルロに次いで重要な品種ですが、 

カベルネ・フランはカベルネ・ソーヴィニョンほど病害虫に強くなく 
カベルネ・ソーヴィニョンのようにはフランス国外での栽培面積は多くありません。 

カベルネ・フランのワインは色調が薄めで、タンニン分がさほど多くないため、カベルネ・ソーヴィニョンよりも幾分早く熟成します 
典型的なカベルネ・フランのワインは、軽めからやや中くらいのボディで、カベルネ・ソーヴィニョンより果実そのものの香りをもち 

未成熟なカベルネ・ソーヴィニョンにみられる青い草の香があります。 

カベルネ・フランはロワール川中央地域のように涼しい内陸性気候に特に適しています。 

発芽、成熟ともカベルネ・ソーヴィニョンより１週間以上早く、そのため花ぶるいの被害を受けやすいが、 
完熟させるのが容易で、収穫期の悪天候に影響されにくい。 

ボルドーのメドックとグラーヴ地区では、代表的な葡萄畑に約１５％のカベルネ・フランが栽培され、常に 

他の品種とブレンドされているが、これは、ワインにカベルネ・フランの味わいを与えるためというよりは、 

悪天候に影響を受けやすいカベルネ・ソーヴィニョンやメルローに対するある種の保険のようなものと考えられています。 

フランス以外ではイタリア、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、南アフリカ、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア 
などで栽培されているが、イタリアを除くどの地域でも、最近まではボルドータイプのワインを造るレシピとして 

カベルネ・フランを植えられいた。しかし最近ではボルドータイプでない単一品種でのワインも造られるようになってきました。 

サン・テミリオンの Château Cheval Blanc〈 シャトー・シュヴァル・ブラン 〉のようにカベルネ・フランが主要品種になるのは 

極めて珍しいことです。 

別名（シノニム） 
Merlot Noir 
Sémillon Rouge 
Médoc Noir 
Bégney 

19世紀まで2流品種と考えられていた品種でした。 
全世界での栽培は190,000ヘク タールに及び、フランスがそのうち100,000ヘクタールを占めています。 

この品種は世界のワインの中での王様と言えます。ボルドー地方からアデレー ド、サンタ・ヘレナそしてメンドーサと、 
まったく違う様々な生育条件や気候に問題なく適応します。しかし一方で、最高のメルロ種の生産地はポムロールの 
小さな村であるとも言われています。力強く早熟なこの品種は、リブルヌように深く冷たい土壌をもつボルドー地方でよく成熟します 
メルロ種には、たくさ んの注目すべき点があります。美しく深みのある赤色、 
少しスパイスの効いた赤い果実やプラムを思わせる広くかぐわしいアロマ、まろやかであっても存在感の 

あるタンニンによる、力強くそれでいて繊細な骨組み。 

メルローはカベルネ・ソーヴィニヨン種を引き立たせるため、メルロ種がよくブレンドされます 

メルローは、カベルネ・ソーヴィニョンよりすくなくとも１週間早く発芽、開花、成熟するので、安心して栽培ができる。 
早期に開花するので、花ぶるいに過敏であるが、樹勢の弱い台木がこれを防止しています。 

カベルネ・ソーヴィニョンよりも、サイズが大きく密集していない房と、とくに薄い果皮をもつ実は 
腐敗の影響を受けやすく、また、ベト病にも敏感です 

メルローはボルドーのサンテミリオンとポムロールのような湿った温度の低い土壌に、カベルネ・ソーヴィニョンより 
もはるかによく順応し、土壌が湿気を保持し、葡萄の実を充分に膨らませることができる。 
逆にかなり水はけのよい土壌では、雨の少ない夏には、ブドウが充分に成熟することができない 

メルローはカベルネ・ソーヴィニョンよりも成熟させるのが容易で、その上、収量もカベルネ・ソーヴィニョンより高い 
という利点があり、フランスと北イタリアで長年にわたってメルローの栽培面積がカベルネ・ソーヴィニョンを 
大きくうわまわっています。 

世界各国でもメルローの人気はウナギ登りで、カベルネ・ソーヴィニョンにとって替わる流行品種となりつつある。 

メルローは早期に成熟し、ふくよかで、魅力的なその果実味が、一般的なボルドータイプのワインの 

カベルネ・ソーヴィニョンの特質に欠けた部分を補うことができるからです。



当日お手伝いいただいたオザミ・デ・ヴァンのスタッフの皆様 
ならびに協力してくださった皆さん 

ありがとうございました。 

つぎに機会があったら、今回の反省を踏まえて 
もっと分かりやすく勉強しやすい会にしたいと思います。 

ワインを使わせて頂いたムッシュ、 
料理を考えてくださった鈴木常務 

ムッシュありがとうございます。 

今回は赤ワインのブドウ品種というテーマでやらせていただきましたが、 
一度に何種類もの品種をやりすぎて、覚えにくかったかと思います 

六本目に用意したワインのヴィンテージ違い！！ 
熟成とはなんて素晴らしい魔法をかけてくれるのでしょう！ 

全く衰えることなく、ワインの女王の名にふさわしい妖艶な味わい！！ 
ヴィンテージの違いも勉強でき、２重の喜びです！ 

Chateau du Domaine de L'Egrise /Pomerol 1983 

そして、今回のムッシュスペシャルは！ 

なんと！！ 

料理は　Marcassin Braisee au vin rouge 

使用ワイン：Chateau Lynch-Bages　/Pauillac 2004 
七本目・カベルネ・ソーヴィニョン 

Cabernet Sauvignon〈 カベルネ・ソーヴィニョン 〉はフランス  ボルドー地方原産の赤ワイン用ぶどう品種で、 

Cabernet Franc〈 カベルネ・フラン 〉と Sauvignon Blanc〈 ソーヴィニョン・ブラン 〉の 

自然交配によってできた品種ということが DNA鑑定によって解っています。 

世界で最も有名な品種で、良質で非常にながい寿命をもつ赤ワインとなります。 
ボルドー地方、特に水はけの良いメドックとグラーヴ地域が本場。 

ボルドーでは、この品種は必ずと言っていいほど他の品種とブレンドされます。 

フランスの他のワイン生産地域、また、多くの世界各国のワイン生産地域で栽培されており、 

それぞれの土地の在来の葡萄品種とブレンドされたり、伝統的なボルドーブレンドのパートナーである 
メルローなどとブレンドされてきた。 

カベルネ・ソーヴィニョンの最も際立った特徴は、どんな遠隔地にも根をおろし、 

どのような環境下であっても、カベルネ・ソーヴィニョンとしての味わいを失わないことです。 
そして、カベルネ・ソーヴィニョンのワインを味わうことの最大の喜びは、個々のヴィンテージの 

個性や、醸造技術、環境要因すなわち、テロワールを表現する力である 

カベルネ・ソーヴィニョンに他の広く栽培されている様々な葡萄品種とは別格扱いの地位を与えているのは 

その豊かなタンニンと色素、そして香味成分です。 

それゆえに、容易に深い色調のワインを造ることができ、長期間のマセレーションや 

きめ細かいフレンチオークで熟成する価値がある。 

カベルネ・ソーヴィニョンの際立った魅力は、果実からくる香り（アロマ）よりも 

長い熟成を経て醸し出されるデリケートな香り（ブーケ）にあると言える 

カベルネ・ソーヴィニョンの果粒の特徴は、小粒で、果肉に対する種子の比率が大きく、 

果皮が厚く、赤や紫の色素に比べて青の比率が高いことです。 

種子の大きさは豊かなタンニン分の証であり、果皮の厚さはワインの色調の濃淡を左右する。 

この厚い果皮のおかげで、腐敗菌に対して比較的抵抗力があります。 

この品種は発芽と成熟は遅く、ボルドーでよく一緒にブレンドされるメルローやカベルネ・フランより 

しかし、最近は単一品種のワインとして醸造されることのほうが多くなってきています。 

１～２週間ほど遅れる。そのため、ボルドーの比較的温暖な気候のもとであっても、 
開花期に低温による悪影響を受けたり、果実の成熟が雨によって台無しになったりするので、 

ボルドーの葡萄栽培者たちは伝統的にボルドー系の早熟、晩熟の品種を混植して栽培することで 

リスクを回避しています。 

別名（シノニム） 
Petit-Cabernet 
Petit-Bouchet 
Bouchet 
Petite-Vidure 
Vidure 
Navarre


