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カリニャン

起源：
カリニャンはフランス南部で広範囲に栽培されており、フランスでは今もなお栽培量第
2位のブドウ品種です。スペイン、カリニェナ原産であると考えられ、ローマ人たちが
その地域でブドウ栽培を開拓した、紀元前 50 世紀ごろです。後に、カリニャンはリオハ・
ブレンドの不可欠なブドウになりました。フランスの栽培家たちはアルジェリアにカリ
ニャンを大量に植えて、値段の安いワインをフランスに輸出しました。1962年にアルジェ
リアが独立した時、容量が多く、低価格なテーブル・ワインを造るために、カリニャン
はラングドック地域に広範囲にわたって栽培されていました。消費者の好みが変わり、
テーブル・ワインの消費が下降したので、全てのカリニャンは（スペインでも）、上質
のワインを造るためにもっと特徴のある品種に全て取って代わられました。

シノニム：
フランスでは Carignon Noir、Bois Dur、Catalanまたは Planet de Ledenon とも呼ば

れています。スペインでは Carinena、Carinyena Mazuelo、Tinto Mazuelo、Crujillonと呼ばれています。カリフォルニアでは Carignane、
イタリアではGragnano、ポルトガルでは Pinot Evaraです。

栽培国：
ヨーロッパでは、この品種はフランス南部、スペイン、イタリアで栽培されています。新世界においては暖かい気候の国、つまり南アフリカ、
ウルグアイ、アルゼンチン、チリ、メキシコ、カリフォルニアで栽培されています。アルジェリア、チュニジア、モロッコでも栽培が続けられ
ています。

テイスト＆ノート：
カリニャンは生育期間が長く、暑くて乾燥した気候の地域で一番良く育ちます。ヘクタール当たり200 ヘクトリットルまで搾れる生育旺盛な
品種ですが、晩腐病、うどん粉病、べと病、害虫のブドウホソハマキには影響を受けやすい品種です。ブドウの木は茎が太く成長するので、
機械で収穫するのが難しいです。造られたワインは色、タンニン、酸味においては申し分ないのですが、際立った風味や味わいが欠けて
います。本質的にブレンド用です。しかし、旺盛な生育を調整されて育てられたカリニャンは、僅かなグルナッシュとかサンソーとかムール
ヴェードルを加えると個性、フィネス、エレガンスを持ち合わせた良質のヴァラエタルワインを造ることができます。



グキ・セラーズ ・ジャパン株式会社
〒231-0862　横浜市中区山手町 155-7

Tel: 045-232-4499 Fax: 045-623-7906 Email: service@gukicellars.jp

Origin : 
Carignan is widely planted in the south of France and is still the 2nd largest variety 
grown in France. It is thought to have originated in Carinena, Spain, perhaps as early 
as 50 BC when the Romans developed vine growing in the area. Later it became part 
of the Rioja blend. French growers heavily planted the variety in Algeria, exporting 
the low cost wine to France. When, in 1962, Algeria became independent Carignan 
was widely planted in the Languedoc area to produce high volume/low cost table 
wines.  As the taste of consumers changed and the consumption of table wines 
declined the variety is being pulled out (as in Spain) and replaced by more distinctive 
varieties to produce higher grade wines. 

Synonyms:                                                                                                                                     
 In France the variety is also called Carignan noir, Bois dur, Catalan or Plant de 

Ledenon. In Spain it is called Cariñena, Carinyena Mazuelo,Tinto Mazuelo and Crujillon. In California it is Carignane, in Italy Gragnano 
and in Portugal Pinot Evara.  

Countries:
In Europe the variety is planted in the south of France, Spain and Italy. In the New World it is grown in warm climate countries i.e. South 
Africa, Uruguay, Argentine, Chile, Mexico and California. It is also continues to be grown in Algeria, Tunesia and Morocco. 

Taste and Notes:   
Carignan grows best in hot and dry climate regions with long growing seasons. The variety is vigorous producing up to 200 hl/ha but is 
sensitive to rot, powdery mildew, downy mildew and grape berry moth. The plant grows thick stalks that make it difficult to harvest 
them mechanically. The wines produced are high in colour, tannins and acidty but lack distinctive flavours or taste. They are essentially 
used in blends. However, old vines, careful plant management and adding small amounts of Grenache and/or Cinsault and/or 
Mourvedre can produce excellent varietal wines with character, finesse and elegance.  

Carignan


