
起源：ドルンフェルダーは現在に至るまでドイツで栽培されている伝統的

な赤ワイン用品種です。果皮が非常に濃いのが特徴です。1955 年、オーガ

スト・ヘロルドによって、ヘルフェンシュタイナー (Fruehburgunder と

Trollinger の交配種 ) とヘロルドレーベ (Blauer Portugieser と Lemberger

の交配種 ) を交配してつくられました。交配に使用したヘルフェンシュタ

イナーとヘロルドレーベも彼がつくった品種です。ドルンフェルダーはド

イツでつくられた最も重要な新しい赤ワイン用のブドウ品種で、その品種

から造られるワインはとても好まれています。この品種は（主にファルツ、

ラインヘッセン、ナーエ、ヴェルテンベルグ地域で）今では栽培面積が

8,000 ヘクタール以上、有名な Spaetburgunder（シュペートブルグンダー）

（＝ピノ・ノワール）に次いで生産量第 2位です。

シノニム：  この品種にはシノニムはありません。

 栽培国：ドイツ以外の国ではまだドルンフェルダーは広範囲に栽培されていません。ただ少量ですが、イギリスや米国

の寒い地域やその他の国でも植えられています。

テイスト＆ノート：ドルンフェルダーは冷涼なを好み、白ワイン用ブドウに適した地域で栽培するのが相応しいとされ

ています。果皮の色が濃いので、深い色調で、酸味、構成、タンニンのバランスが良い “国際的なスタイル” の赤ワイ

ンを造るのに優れています。伝統的なオーク樽で熟成することでさらに良くなります。他のドイツの赤ワイン用のブド

ウ品種よりも成長しやすく、そのアルコール度も ( 自然に ) 高く造られます。ドルンフェルダーは病気にかかりにくく

元気に成長しますが、より高品質のワインを造るために摘果され収穫量をおさえます。やや辛口もありますが、ほとん

どのドルンフェルダーは辛口です。造られるワインには二つのスタイルがあると言えます。ひとつはチェリー、エルダー

ベリー、ブラックベリーのようなフルーティーな香りを強調し、あまり熟成しないで販売されるものです。もう一つは、

オーク樽で寝かされ、構成の良い、しっかりとしたタンニンのある、熟成期間の恩恵をうけているワインです。
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Origins:

Dornfelder is (by now) a new classic German dark-skinned red wine grape 

variety. It was created in 1955 by August Herold and derived from crossing 

the varieties Helfen- steiner (Fruehburgunder x Trollinger) and Heroldrebe 

(Blauer Portuieser x Lemberger). Both varieties were also created by him. It 

is the most important new red wine grape variety created in Germany and 

wines made with it have become very popular. Over 8.000 hectares are 

now planted with the variety (mainly in the Pfalz, Rheinhessen, Nahe and 

Wuertemberg regions) which puts the grape in 2nd place, after the famous 

Spätburgunder (Pinot Noir). 

Synonyms:

There are no synonyms for the variet.

Countries:

The variety is not yet widely grown outside Germany but is planted in small quantities in the UK, in colder locations in 

the USA and some other countries.  

Taste and Notes:                                                                                                                                                       

Dornfelder grows well in cooler climates and is thus well suited to be planted in areas hitherto thought to be best for 

white wines. This dark skin variety is capable of producing excellent “International Style” red wines of a deep colour, 

with good acidity, structure and tannins. It benefits from ageing in traditional oak barrels. The variety is easier to grow 

than other German red wine varieties and also produces higher (natural) alcohol levels. The Dornfelder can grow 

vigourously but usually is contained so as to produce higher quality wines. Most Dornfelder are dry while some are 

off-dry. It can be said that two styles exist: one to be sold young with fruit forward aromas of Cherry, Elderberry and 

Blackberry, the other raised in oak barrels, well structured, with pronounced tannins and which benefits from being 

aged for a time.
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