
起源：バルベーラは、イタリアに古く（13 世紀頃）からある赤ワイン用の

ブドウ品種です。最近のDNA鑑定は、バルベーラがフランスやスペインの

ブドウのMourvedre （ムールヴェードル）と関連しているであろう、とい

うことを示唆しています。ベルベーラ・ワインを巻き込んだ１1985 年のあ

る不祥事後、バルベーラ種の栽培は減少し、Montepulciano （モンテプルチ

アーノ）の栽培がそれを上回りました。今ではバルベーラは、Sangiovese （サ

ンジョヴェーゼ）とモンテプルチアーノに続く、イタリアでの総生産量第

3位のブドウ品種です。主にピエモンテ州で栽培されていますが、ロンバ

ルディア 州、エミリア・ロマーニャ州、サデーニャ州でも栽培されています。

•シノニム：  バルベーラには多くのシノニム（別名）があります。それらの 

多くは名前の一部として≪Barbera≫の呼称を使っています。他のシノニム

は Besgano、Cosses Barbusen、Gaietto、Lombardesca、Perricone、Pignattello、Ughetta です。

 栽培国：イタリア人移民たちが、バルベーラを新世界に持ち込みました。南アフリカでは、アルゼンチン、ブラジル、

ウルグアイで栽培されています。また、ギリシャ、ルーマニア、そしてスロベキアの沿岸地帯で見られます。また、オー

ストラリアでは、バルベーラは主にヴィクトリア州で栽培されています。カリフォルニア州では、栽培面積第 5位の品

種となっています。

バルベーラ種はたくましい品種で、どのような土壌でもうまく育ちますが、肥沃でない土壌に一番適しています。この

品種は真菌病に対して抵抗力が高く、生来酸味を多く含んでいます。つまり、暑い気候で栽培されても、酸味をよく保

ちます。バルベーラは、Nebbiolo （ネッビオーロ） より約２週間早く熟します。ワイン醸造業者たちは収穫期中とても

忙しいので、収穫時期が早いのは大歓迎です。バルベーラの色々な特性を考えますと、ブドウ 栽培者たちに人気がある

ということは当然です。バルベーラ・ブドウはアントシアニンが多く、タンニンの含有量は少ないのです。若いときに

はワインは深い、 紫がかった黒い色ですが、熟成の初期には褐色で明るい色になる傾向があります。以前はオーク樽で

熟成する習慣はありませんでしたが、今ではよく行われています。特にバルベーラが単一畑のワインとして造られる場合、

オーク樽での熟成は色を安定させるのに役立ちますし、さらに、ワインに良い構成要素を提供し、 ワインが香り豊で奥

深くなるのを促進します。

バルベーラのニュートラルな香りと深い色調と強い酸味が、伝統的な目的として、主にフレンド用として使うことを運

命づけています。しかし、温暖な地域で栽培され、収穫量を抑え、ヴァニラとスモークのタッチやトーストのようなノー

トを与えるオーク 樽で熟成されると、熟した赤い果実、カラント、ブラックベリーの魅力的な香りを表すようになり、

ワインは自ら高級ワインとなります。
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Origins:

Barbera is an ancient red wine grape variety in Italy dating back to the 

thirteenth century. Recent DNA evidence suggests that it may be related to 

the French-Spanish vine Mouvedre. After scandals in 1985, which involved 

Barbera wines, planting of the grape variety declined and the 

Montepulciano surpassed it. Barbera is now Italy’ s third largest grape 

variety after Sangiovese and Montepulciano. It is mostly grown in the 

Piemont region but also in Lombardy, Emilia-Rogmagna and Sardinia. 

Synonyms:

Barbera has a number of synonyms, most of them carry the denomination « 

Barbera » as part of their names. Others are Besgano, Cosses Barbusen, Gaietto, Lombardesca, Perricone, Pignatello and 

Ughetta

Countries:

Italian immigrants brought Barbera to the New World. In South America, it is grown in Argentina, Brazil and Uruguay. It 

is also found in Greece, Romania and the coastal zone of  Slovenia. In Australia Barbera is especially grown in Victoria. It 

is the fifth most widely planted variety in California.

Taste and Notes:                                                                                                                                                       

Barbera vines are vigourous and produce well in a wide variety of soils but does best in less fertile ones.  It is highly 

resitant to fungal diseases and is naturally high in acidity, which it retains well even if grown in hot climates. It ripens 

about two weeks earlier than the Nebbiolo which is welcome by vintners as they are very busy during the harvesting 

season. It is not surprising that, with all its attributes, the grape variety is popular with growers. Barbera grapes are high 

in anthocyanins, but are low in tannins. The wines are deep, purplish black in their youth, but tend to early browning 

and lightening as they age. Ageing in oak barrels which was not the custom previously but is now done more often has 

helped to stabilize colour and provide structure to the wine which is a welcome feature, especially when Barbera is 

produced as a single varietal wine. 

Barbera is mostly used for blending, its neutral aroma, deep colour and high acidity predestines it for this traditional 

purpose. Yet, when cultivated in temperate areas, cropped for quality, aged in oak barrels which add a touch of vanilla 

and smoky or toasty notes, the wine exhibits an attractive aroma of ripe red fruit, currant or blackberries which make it 

an excellent wine on its own.
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