
起源：カベルネ・フランは黒ブドウ品種（赤ワイン用）です。18 世紀末に

初めてカベルネ・フランの記録が残されていた、リブルネ地域（ボルドー

右岸）に由 来していると考えられています。しかし、17世紀に、リシュリュー

枢機卿によってロワールに挿し木が持ち込まれたので、それより以前にこ

の品種は存在して いたことになります。今日でも、ロワールにカベルネ・

フランは植栽されています。DNA鑑定は、（ソーヴィニヨン・ブランと共に）

カベルネ・ソーヴィニヨンの親であることを示しています。カベルネ・フ

ランはメルロー、マルベック、カルメネール品種ととも関連があるようです。

シノニム：Bordo、Breton、Bouchet、Cabernet Gris、Carmenet、Grosse 

Vidure、Messange Rouge、Noir Dur、Petit Vidure、Veron、Trouchet Noir

などの別名でも知られています。

 栽培国：世界中で植えられている主な品種の一つなので、カベルネ・フランはヨーロッパ、新世界、中国などの多くの

国で見つけることができます。

テイスト＆ノート : カベルネ・フランは、主にブレンド用として使われる品種ですが、カ ベルネ・フラン単品種のワイ

ンも造られています。とりわけフランスのロワール渓谷では、アンジュ・ヴィラージュ AOC/AOP として単品種ワイン

が醸造さ れています。また、僅かですがカリフォルニア州やその他の生産地域でも、単品種ワイン生産が行われていま

す。有名な ” ボルドー・ブレンド” はカベルネ・ソーヴィニヨン、メルローを主体に、カベルネ・フランとかプティ・ヴェ

ルドとかマルベックの混醸です。カベルネ・フランは、カベルネ・ソーヴィニヨンと同じフェノールとアロマの化合物

を多く含んでいますが、特徴は異なります。カベルネ・ソーヴィニヨンよりも、果皮は薄く、色は明るく、熟成が早く、

また、酸味もカベルネ・ソーヴィニヨンよりも弱いのですが、力強い芳醇なワインを造ります。さらに、カベルネ・ソー

ヴィニヨンよりも香りが豊かで、よりスパイシーで、強い香りとラズベリー、ブラックカラント、スミレのノートで有

名です。カベルネ・フランは、カベルネ・ソーヴィニヨンと比べるとタンニンがいくらか少なく、一般的にハーブのよ

うな植物性のノートを感じます。どちらかと言えば、飲みやすいワインです。
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Origin: 

Cabernet Franc is a black grape (red wine) variety.  It is thought to have 

originated in the area of Libourne (right bank of Bordeaux). It was recorded 

there at the end of the 18th century.  It is, however, older than that, as 

Cardinal Richelieu brought cuttings to the Loire in the 17th century where 

the variety is still planted today.  DNA evidence has shown that it is parent 

(together with Sauvignon Blanc) of the Cabernet Sauvignon.  It may also be 

related to the Merlot, Malbec and Carmenere grape varieties.

Synonyms: 

It is also known as Bordo, Breton, Bouchet, Cabernet Gris, Carmenet, Grosse 

Vidure, Messange Roughe, Noir Dur, Petit Vidure, Véron, Trouchet Noir and by other synonyms.

Countries: 

As one of the mostly planted varieties in the world the variety can be found in Europe, the New World, China and many 

other countries.

Taste and Notes:

Cabernet Franc is mostly used in blends yet single variety Cabernet Franc wines are also produced, notably in the Loire 

Valley of France as Anjou-Villages AOC/AOP and to a lesser extent in California and other regions.  The famous 

"Bordeaux blend" is made up of Cabernet Sauvignon, Merlot and/or Cabernet France and/or Petit Verdot and/or 

sometimes Malbec.  It shares many of the same phenolic and aroma compounds with the Cabernet Sauvignon but it is 

none-the-less different.  The skin is thinner, its color is lighter, it ripens earlier and it has a lower degree of acidity yet it 

too produces intense and rich wines.  It is more aromatic than the Cabernet Sauvignon, spicier and known for its 

pronounced perfume and notes of raspberries, black currants and violets.  It is somewhat less tannic than Cabernet 

Sauvignon and in general shows more herbal and vegetative notes. The wines also tend to be smoother.
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