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起源：   グラウブルグンダー (フランス名でピノ・グリ) は、ドイツでは別名　
Rulaender ( ルーレンダー）とも呼ばれる、ブルゴーニュワイン用のブドウ・ファミリー（＊）
の一種です。ブルゴーニュ系品種の代表格はピノ・ノワールですが、ピノ・ノワールは
突然変異しやすいことで知られており、ピノ・グリもまたピノ・ノワールの突然変異種
です。ピノ・グリは中世からブルゴーニュ地方で知られており、スイスでは 1300 年にこ
の品種について報告されていました。また、この品種はドイツで長い間自生していまし
たが、1711 年に Ruland( ルーラント)というドイツ人商人によって “発見” され、それ
以降 “ルーレンダー” として知られるようになりました。かなり後に、この品種は実はピ
ノ・グリであるということが立証されました。ピノ・グリは、19 世紀までブルゴーニュ
地方やシャンパーニュ地方でも広く栽培されていましたが、収穫量が安定しないため、
その後ほとんど栽培されなくなりました。しかし、ドイツでは収穫量がより安定するクロー
ンが開発されたため、今でも広く栽培されています。

シノニム：多くのシノニムが存在します。次のものが主に使われています：Auxerrois Gris, Fromentau, Grauburgunder, Grauklevner, 
Malvoisie, Pinot Grigio, Ruländer

栽培国： この品種は多くの国で栽培されています。栽培面積は、フランスで約 2,600ha、ドイツで約 4,500ha、オーストリアで約 450ha、
スイスで約 250ha、オーストラリアで約 2,500ha、ニュージーランドで約 1,500ha、（合衆国の）カリフォルニア州とオレゴン州で約 900haです。
世界的に見て、この品種の栽培面積はおよそ15,000 ～ 16,000haと推定されています。

テイスト＆ノート：この品種は冷涼な気候を好み、糖度は高く、早熟です。甘口から辛口とそのスタイルは多様で、辛口のワインは大抵ア
ルコール度数が高いです。ワインの色は、深みのある金色系黄色から淡いピンク系とかなり変化に富んでいます。この品種から造られるワ
インもかなり多種多様で、基本的にその生産国や地域で最も評価されているスタイル次第と言えます。そのスタイルの違いは、栽培されて
いるクローン種に由来し、それらのクローン種は、地域の栽培条件や好まれているスタイルに合うように、長年にわたって改良されてきま
した。アルザスでは、高貴品種として分類され、このブドウからグラン・クリュワインを生産することが認められています。アルザスのピノ・
グリ ワインは、フローラル系アロマが強いミディアムからフルボディが大半です。これらのワインは熟成によってさらに良くなります。ドイツ
ではグラウブルグンダーと表示されているワインは主に辛口または中辛口です。風味豊かで力強いフルボディのワインで、多くが熟成によっ
てさらに良くなります。オレゴン州のピノ・グリ　ワインは大抵ミディアムボディ、一方、カリフォルニア州のこの品種のワインは、どちらか
といえばライトボディで、切れ味が良くさわやかな感じです。イタリアのピノ・グリージョも淡い色合いで、切れ味が良い、さわやかな酸味
があるライトボディのワインです。一般的に、これらのワインは長い熟成を必要とせず、2‐5年の間が飲み頃です。

ピノ・グリ / ピノ・グリージョ / グラウブルグンダー 
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Origin : The Grauburgunder Pinot Gris  also named Ruländer in Germany is part of 
the Burgundy vine family the best known of which is the Pinot Noir. Pinot Noir is 
known to mutate easily which resulted in the Pinot Gris. The variety is known since 
the middle ages in Burgundy. It was reported in Switzerland already in 1300. The 
variety grew wild in Germany for a long time and was “discovered” in 1711 by a man 
named Ruland and subsequently became known as “Rulaender” . Much later it was 
established that the variety was in fact the Pinot Gris. The variety was popular in 
Burgundy and in Champagne until the 19th century. But because yields were 
unreliable plantings were discontinued. It survived in Germany because more 
reliable clones were developed there.                                                                                                                                                                   
Red wine mutations: Pinot Meunier, Fruehburgunder, Sankt Laurent, Pinot Liebault, 
Samtrot,  
*White wine mutations: Pinot Gris, Pinot Blanc                                                                                                                       

*Vine crossings: Chardonnay, Auxerrois

Synonyms:  There are many synonyms for the variety. The ones mostly used are: Auxerrois gris, Fromentau, Grauburgunder, 
Grauklevner, Malvoisie, Pinot Grigio, Ruländer. 

Countries:    Pinot Gris is grown in many countries. In France about 2,600 hectares are planted with the variety, in Germany about 4,500 
hectares, in Austria about 450 hectares, in Switzerland about 250 hectares, in Australia about 2,500 hectares, in New Zealand about 
1,500 hectares, and in California and Oregon (USA) about 900 hectares. It is estimated that about 15,000 ~16,000 hectares worldwide 
are planted with the variety.  

Taste and Notes:   Pinot Gris grows well in cool climates and ripens early with a high sugar content. The styles vary between sweet to 
dry, with the latter ones usually with a higher degree of alcohol. The colour of the wines can vary considerably from deep yellow gold 
to light pink shades. Wines made from the variety can also vary considerably and which one depends essentially on the style most 
appreciated in the country and region. The differences also derive from the  different clones planted and which were developed o ver 
the years to better suit the regional growing conditions and preferred styles. In Alsace the variety is classified as a noble grape and is 
permitted to produce Grand Cru wines. Alsace Pinot Gris wines are mostly medium to full bodied with floral aromas. The wines can age 
well. In Germany Grauburgunder wines are mostly dry or off dry, rich, powerful and full bodied. Most of them will also age well. In 
Oregon Pinot Gris are mostly medium bodied while in California they tend to be lighter bodied, crisp and refreshing. Pinot Grigio in 
Italy are also mostly lighter coloured and lighter bodied wines which are crisp and possess a refreshing acidity. In general the wines do 
not require cellaring and are best drunk within 2 ~ 5 years.

Pinot Gris /  Pinot grigio / Grauburgunder


