
起源：長い間、シャルドネの起源は知られていませんでした。伝統的にピ

ノ種と一緒に植えられていたので、シャルドネはピノ・ファミリーの一員

と想定されていました。1999 年の DNA検査で、この ” 高貴なブドウ” は（ど

れとはまだ確定されていませんが）あるピノ種のブドウと” 農民のブドウ” 

と呼ばれているグアイス・ブランとの自然交配種であると確認されました。

さらに結果として、シャルドネはリースリング種とも関連があります。（ド

イツではヴァイサ・ホイネッシュと呼ばれている）グアイス・ブランは、

中世ではドイツやフランスの農民たちによく知れわたっていました。その

起源はオーストリアまで足跡をたどることになります。

シノニム：  バシャルドネのシノニムは数多くあり過ぎて、全てを記載する

ことはできませんが、この品種が今やあまりにも ” 市場向き” になってい

るので、これらのシノニムはだんだん使われなくなってきています。

 栽培国：何世紀にもわたる学習と経験が、比類ないシャルドネ・ワインの生産をもたらしてきている国、フランスがシャ

ルドネの故郷です。シャルドネはフランスで植栽面積第 2位の白ワイン用の品種です。今では、シャルドネは世界的に

有名になり、メジャーとかマイナーに関係なく、全てのワイン生産国で栽培されています。このブドウは、植栽された

土地の土壌にとてもよく適応します。また、各国のワイン生産者は顧客の多様な味覚に応えようとするので、シャルドネ・

ワインのスタイルや品質は多種多様です。シャルドネはシャンパーニュやその他のスパークリング・ワインを造るのに

も使用される主要な品種の一つであることも注目すべきです。

Taste and Notes：シャルドネ・ブドウは、栽培のしやすさと保管に適していることが評価されています。そのブドウは、

様々な気候や土壌でよく育ちます。しかし、チョーク、泥灰土、石灰岩土壌で一番良いブドウが生産され、シャルドネ

は温暖な気候を好みます。シャルドネ・ワインは、基本的に風味も味感もニュートラルですが、一般的にフルボディで、

のどごしが良く、そのうえ甘味と酸味のバランスが良いワインです。土壌がそのブドウの特徴を授け、ワイン醸造者が

保管庫でそのワインのスタイルを発育させます。（良い）シャブリはすっきりとした味わい、辛口、または火打石のよう

な香り、ふくよかで、コクがあり、丸みをおびて、力強く、ミネラル豊かで、トロピカルなどの様々なスタイルを持つ

ことができます。さらに、（時には強すぎるのですが）オーク樽の風味があり、果実味豊かなワインにもなります。栽培

のしやすさと洗練されたワインが造りやすいことで人気がありますが、この品種はケアが必要です。つまり、成長力が

旺盛なのでまめに剪定が必要ですし、成熟期に酸味を失う傾向があり、様々なブドウの病気に感染しやすく、また腐敗

しやすく、発芽が早いので霜害もうけやすいのです。 
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Origins:

For long Chardonnay’ s origin was not known. As it was traditionally 

planted with Pinot varieties Chardonnay was assumed to be part of the 

Pinot family. It came as a surprise when DNA tests, in 1999, established that 

this “noble grape” was a natural crossing between a pinot grape (not yet 

established which one) and a so called “peasant grape” , the Goulais Blanc. 

And that, as a result, the Chardonnay is related to the Riesling. The Goulais 

Blanc (called Weisser Heunisch in Germany) was well known to peasants in 

Germany and France during the Middle Ages. Its origins have been traced 

to Austria.

 

Synonyms:

There are so many synonyms for Chardonnay that it is impossible to list all. Besides, as the variety has now become very 

“marketable” these synonyms are used less and less. 

Countries:

Chardonnay’ s home country is France where centuries of learning and experience have resulted in producing 

Chardonnay wines without equal. It is the 2nd most widely planted white grape variety there. By now the variety has 

become world famous and is grown in all major and minor vine growing countries. As the grape adapts itself very well 

to the prevalent soil and as wine makers in each country cater to the varying tastes of their customers there are many 

different styles and qualities of Chardonnay wines. It should be noted that Chardonnay is also one of the main varieties 

used in producing Champagne and other sparkling wines.  

Taste and Notes:                                                                                                                                                       

The Chardonnay grape is reputed for its ease of planting and cellaring adaptiveness. It will grow well in a large variety of 

soils and climates, but it produces best in chalk, marl and limestone soils and prefers a temperate climate. Chardonnay 

wines are essentially neutral in flavours and taste yet they are generally full-bodied, smooth and show a good sugar to 

acidity balance. The soil imparts the character while the wine maker develops the style in the cellar. Styles range from 

crisp, dry and flinty for a (good) Chablis to rich, buttery, rounded, powerful and minerally to fruity with tropical and 

(often too much) oak flavours . Though popular for its ease of planting and producing stylish wines the variety needs 

care; it is vigorous requiring aggressive pruning, it has a tendency to lose acidity when ripening and it is susceptible to a 

variety of grape diseases and rot, and, as it buds early, to frost

Chardonnay

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


