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フランスワインの歴史

BC6C
フランスに初めてブドウ栽培がもたらされる。古代ギリシャの一民族であるフォ
カイア人が、現在のMarseilleにもたらした

古代ローマ人の手によってブドウ栽培とワイン造りが広がる

1C Rhône地方にブドウ栽培が伝播する

Bourgogne地方、Bordeaux地方などフランス各地にブドウ栽培が伝わり、4世
紀ごろまでには冷涼なChampagne地方にも伝播する

中世
教会・修道院を中心にワイン生産が発展（フランス、ドイツ、イタリア）する。
キリスト教の布教と共にミサ用のワインの需要が高まり、特にベネディクト派や
シトー派の修道士たちの働きで急速に広まる

BordeauxやBourogogneで貴族や豪商、教会などによる高品質ワインの生産が
始まる

1789年 フランス革命により一時ワイン生産の勢いが停滞する

19C～
産業革命による経済発展。市民の間でワインが愛飲されるようになるのと同時期
に、ワインがフランスの主要な輸出品目のひとつとなり、ワイン生産が再び隆盛
する



フランスワインの格付け
・フランスでは1935年に原産地統制呼称(A.O.C.= Appellation d‘Origine Contrôlée)法が制定
され、生産地域の地理的範囲の他に、ブドウ品種、収穫量、最低アルコール度数、剪定法や
醸造法などが法律で規定されている。2009年にEUで統一された新たなワイン法が発効した
が、フランスでは独自のワイン法を制定し、下記のように３段階の格付けを行っている

・新ワイン法による格け (2009年～)

1.  地理的表示付きワイン A.O.P.(Appellation d'Origine Protégée)：原産地呼称保護
→固有の特徴を持つテロワールに基づくトップカテゴリー

2.  地理的表示付きワイン I.G.P.(Indication Géographique Protégée)：地理的表示保護
→地域レベルに基づくワイン

3.  地理的表示なしワイン (Vin de France)



赤ワインの造り方
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Bordeaux Bourgogne

位置 フランス南西部 フランス東部（Champagne地方南部）

栽培面積/
年間生産量 約11万ha / 約540万hL (2018)

Beaujolais地区を除く5地区：約3.0万ha(2015-19平均)
Beaujolais地区：約1.4万ha(2018/19) /
Beaujolais地区を除く5地区：約145万hL(2015-19平均)
Beaujolais地区：約 80万hL(2018/19)

気候
海洋性気候
・温暖。昼夜の気温差が少ない
・降水量が多く、湿度は高め
・松林“ランドの森”が畑を海風から守っている

半大陸性 / 大陸性気候
・冷涼。昼夜の気温差、夏冬の気温差が大きい
・季節の違いがはっきりとしている
・ヴィンテージごとの品質差が大きい

主要品種
白ブドウ：Sémillon、Sauvignon (Blanc)
黒ブドウ：Cabernet Sauvignon、Merlot、

Cabernet Franc

白ブドウ：Chardonnay、Aligoté
黒ブドウ：Pinot Noir、Gamay

ワインの特徴
・複数品種をブレンドして醸造
・重め（主にミディアム～フルボディの赤、
甘～辛口の白、貴腐ワイン）

・単一品種で醸造
・軽め（主にライト～ミディアムボディの赤、辛口白、
スパークリングワイン）

ボトルタイプ いかり肩ボトル なで肩ボトル

キーワード Château、大規模生産者、
生産者ごとの格付け

Domaine、小規模生産者、
畑ごとの格付け



【歴史と概要】

・古代ローマ時代より知られる海運業が盛んな港町。北緯45度（北海道と同じ）に位置するが、暖
流の影響により穏やかな気候で、ブドウ栽培の適地である

・ブドウ栽培が最初に持ち込まれたのは1C中頃と考えられているが、この地がワイン産地として飛
躍するのは中世以降のこと。12Cにこのエリアが英国領となり、Bordeauxワインは、英国への交
易により栄えた

・その後、1855年にパリで開催された万国博覧会の際に、Bordeauxワインの格付けが行われた。
この格付けをきっかけにワインは嗜好品としての価値を帯びるようになった

・Bordeauxワインは、単一品種ではなく複数品種のワインをAssemblage (アッサンブラージュ=ブ
レンド) して造られる。赤・ロゼ・白・発泡性ワインから甘口白ワインまで様々なタイプのワイン
が造られている

・ワインの取引は伝統的にネゴシアンと呼ばれるワイン商が行う。5,000軒以上のChâteau(※)が存在
し、ワイン業界は、約14,000軒の生産者、400軒のネゴシアンなどで成り立っている

※Château：フランス語で“城”を意味するが、Bordeaux地方では、“醸造所を持つブドウ園”とい
う意味で使われる
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【代表的なブドウ品種】
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品種名 特 徴

Cabernet Sauvignon

・濃い色調で、タンニン、酸味も強め。長期熟成に向いている
・ブルーベリー、カシス、ブラックベリーの他に若木など、少し青っぽいニュアンスの香
りがある
・特にフランスで造られるワインの場合、濃い紫色で粘性が強く、中程度のブドウの果実
感に、しっかりとした酸と収斂性を感じる渋味がある

Merlot

・丸みのあるなめらかな味わいが特徴
・ブルーベリー、カシス、ブラックチェリーなどの香りの他、樽由来のチョコレート香や
ロースト香が感じられることもある
・フランスで造られるワインの場合、濃縮感のある、全体的に黒みがかった濃い紫色で、
粘性も強い
・フランスで全ブドウ中栽培面積最大、Bordeaux地方でも全ブドウ中栽培面積最大の品種

Cabernet Franc

・Cabernet Sauvignonに似ているが、より早熟で涼しいエリアでも完熟することができる。
小粒で色調はやや薄め、軽やかな味わいに仕上がる
・ブルーベリー、ブラックチェリー、スミレなどの香りの他、冷涼な年はピーマンのよう
な青っぽいニュアンスが出ることもある
・ほどよい酸と収斂性、エレガントな渋みが特徴

Petit Verdot

・フランス語で“小さい緑”の意。完熟前に実を落とすこともあるのが、その名の由来
・フランスでは、他の品種より完熟するのが遅いため、品種本来の味わいを強く出しにく
く、主にCabernet SauvignonやMerlot主体のワインにスパイス的にブレンドされる
・非常に濃く、黒みがかった紫色。カシスやブルーベリーといった黒系の果実のニュアン
スとスミレのような香りが特徴。少量のブレンドでもワインの骨格をはっきりさせるこ
とができる



・Bordeaux地方のA.O.C.は、格の高い方から「村名→地区名→地方名」と３段階に分かれているが、
8つある生産地区のうち、Médoc、Graves、Sauternes-Barsac、Saint-Émilionの4地区が独自に
Châteauを格付けしているのが特徴
例：A.C.Margaux(村名)、A.C.Médoc(地区名)、A.C.Bordeaux(地方名)、
Château Latour (Premiers Grands Crus：Médoc格付け1級)、など

・Bordeaux4地区の独自の格付け
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地区名 格付けと認定Château数 著名なワイン

Médoc
(1855年)

1～5級
(61 Château)

Château Margauxに代表される、Médoc1級
の、いわゆる “5大シャトー”

Sauternes-Barsac
(1855年)

特1級、1級、2級
(27 Château)

Château d’Yquem
(唯一の特1級：Premier Cru Supérieur）

Graves
(1953, 59年)

階級の上下はなく1階級
(16 Château)

Château Haut-Brion
(MédocとGravesの両方で格付けされている)

Saint-Émilion
(1955年～)

Premiers Grands Crus Classés(A), (B)、
Grands Crus Classés
(82 Château)

Château Pavie、Château Angélus
(2012年にクラッセBからAに昇格)
※格付けは10年に一度見直される



【歴史と概要】

・10～11CにBourgogne地方に設立されたベネディクト会系の修道院がワイン造りの発展に大きく寄
与した。修道士たちは場所により、個性の異なるブドウが育ち、様々なワインができることを知り、
良いClimat(クリマ※）を識別することで、多くの銘醸畑を築いた

・14C後半からBourgogne公国を統治したヴァロワ家の公爵は、外交手段としてワインを活用し、品
質向上に努めた。また、14C末には樹勢の強いGamay種の植樹が禁止された

・Bourgogneワインは、Bordeauxワインと異なり、基本的にAssemblageを行わず、単一品種で造ら
れる。Beaujolaisを除く地区では、ChardonnayとPinot Noirが合計で栽培面積の約9割を占める

・主要産地は8地区に分かれており、最北のChablis地区から最南のBeaujolais地区まで南北280kmに
も伸びる縦長な地域であるため、北部と南部では同一品種でも異なるタイプのブドウが育つ

・Bourgogneワイン産業は、約3,580軒のDomaine、約270軒のネゴシアン、16軒の協同組合で構成
されている（Beaujolaisを除く）

※Climat：フランス語で“気候・風土”を意味するが、“明確に区分されたブドウ畑の小区画”をさし、
“自然条件により、そこで生まれたワインに特別な個性が与えられる土地”の意味でも使われる
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【代表的なブドウ品種】
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品種名 特 徴

Pinot Noir

・明るいルビー色で、心地よい酸味と繊細なタンニン、華やかなベリーの香りが特徴
・特にフランスで造られるワインの場合は、透明感のある明るいルビー色、フランボワ
ーズ、イチゴ、サクランボ、ブルーベリーなどの小さな赤～紫色の果実と芍薬のよう
な華やかな香りが特徴となる
・Bourgogneにおいて最も重要な品種

Gamay

・Beaujolais原産の重要品種。この地域の栽培面積の約98%、世界の栽培面積において
も、その半分以上を占めている
・果粒が大きく果皮が薄いため色調が薄めのワインとなる
・スミレやバラ、イチゴのようなチャーミングな香り。タンニンは少なめで程よくフレ
ッシュな酸味が特徴
・Beaujolais Nouveauでも知られる品種



・Bourgogne地方のA.O.C.は、地方名、地区名、村名、Premier Cru、Grand Cruと、細分化されて
いる
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格付け 概要＆全体に占める割合
(Beaujolais地区を除く全生産量に占める割合：2015-19平均) 例

Grand Cru ・特級畑：畑名がラベルに表記される
・1% (アペラシオン数33) A.C. Romanée-Conti

Premier Cru
・一級畑：畑名がラベルに表記されていない場合は複数の
一級畑のブドウをブレンドしている
・10%

A.C. Vosne-Romanée 
Premier Cru Les Chaumes

Communale
・村名：Grand Cru、Premier Cruに格付けされていない畑
でも、村名に畑名を付記できる
・37%

A.C. Vosne-Romanée

Régionale ・地方名・地区名
・52%

A.C. Bourgogne
A.C. Bourgogne Côte d’Or


