
起源：フランス語の名前（グルナッシュ）で広く知られていますが、ガルナッ

チャはスペインが起源です。この品種は 100 年前のアラゴン地域に由来し、

Tinto Aragones （アラゴンの赤）として知られていました。ガルナッチャは、

アラゴン地域から、その頃 ” アラゴン連合王国” （12 世紀から 18 世紀）の

一部であったその他の国々や地域に広がりました。それらはカレドニア、

ルシヨン地域（現在のフランス）、サルジニア、イタリアやギリシャの地域

でした。その後、ラングドック地域、ローヌ・ヴァレー、プロヴァンスな

どのフランスの各地に広がりました。  

シノニム：グルナッシュ /ガルナッチャ品種のシノニムはあまりにも多い

のですべてを記載することはできません。主に使われているのは次のよう

なシノニムです。Alicante、Alicante Grenache、Aragones、Cannonau、

Carignane Rosso、Garnaccho Negro、Garnacha Negra、Garnacha Roja、Garnacha Tinta、Garnatxa Negra、Garnatxa 

Pais、Grenache Rouge、Navaro、Navarra Tentillo、Tintilla、Tinto Menudo、Tinto Navalcamero、Tocai Rosso、

Toledana、Uva di Spagna、さらに” 毛むくじゃらのグルナッシュ” ブドウ品種のシノニムとしては、Gamatca Peluda、

Garnatxa Peluc、Lladoner Gris、Lladoner Pelud、Lledoner Pelut です。

栽培国：グルナッシュ・ノワールは、もっとも広く栽培されている赤ワイン用ブドウ品種で、世界第２位だと言われて

います。スペインとフランスで多く栽培されています。この品種はイタリア、主にサルジニア島、シチリア島、ウンブ

リア州、カラブリア州でも栽培されています。かつてはアルジェリアで多く栽培されていましたが、モロッコ、ギリシャ

の島々、キプロスでは今でも栽培され続けています。カリフォルニアでは、栽培されている赤ワイン用のブドウ品種の

第３位です。グルナッシュ・ノワールは、赤ワイン用のブドウ品種としてオーストラリアで最も多く栽培されていまし

たが、シラーズとカベルネ・ソーヴィニヨンに追い越されました。

テイスト＆ノート : グルナッシュは高温・乾燥に強く、成長力がある丈夫なブドウの木です。この品種は発芽が早く、

長い成熟期間を必 要とします。多くはブレンド用に育てられます。グルナッシュは低い酸味とタンニン、高いアルコー

ル度、柔らかな果実味、明るい色調などの特徴を持つので、ブレンドすることによりタンニンの強いワインを早飲みタ

イプのワインに仕上げることができます。さらに、単体で収量を低く栽培すると、グルナッシュ は、深みのある、長期

熟成に耐えるワインに成り得ることを証明します。スペインでは、この品種はテンプラニーリョ、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン、メルローに 取って代わられたので、その栽培は減少してきています。しかし、濃厚で、色合いの濃い、風味豊

かなワインを造っているプリオラート （スペイン） での 1980 年代の（樹齢 40 年から 60 年またはそれ以上の）古いブド

ウの木の ” 発見” は、グルナッシュの状況の再評価を引き起こし、再びこの品種の栽培を増やすことになりました。古

いグルナッシュのブドウの木は、収穫量が低く、ブラックカ ラント、コーヒー、チェリー、ハニー、黒こしょう、スパ

イス、ローストされたナッツなどの強烈なノートを表し、凝縮味のある長期熟成に耐えるワインを造り ます。グルナッ

シュ・ノワールは昔から高い評価をうけている、Chateauneuf-du Pape （シャトーヌフ・デュ・パプ）のブレンドの主要

な品種でもあります。シャトーヌフ・デュ・パプはフランス、ローヌ・ヴァレーで醸造されています。             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。

グルナッシュ・ノワール
( ガルナッチャ )
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Origin: 

Grenache Noir, although widely known under its French name is of Spanish 

origin; the variety originated in the area of Aragon hundreds of years ago. It 

was known as Tinto Aragonés (red of Aragon). From there it spread to other 

countries and areas which, at that time, were part of the “Crown of Aragon” 

(12th to 18th century) i.e. Caledonia, parts of Roussillon (now France), 

Sardinia, parts of Italy and Greece. The variety later spread to the 

Languedoc area, the Rhone valley, Provence and other areas in France. 

Synonyms: 

There are too many synonyms of the Grenache/Garnacha grape variety to 

list all. Those mostly used are: Alicante, Alicante Grenache, Aragones, 

Cannonau, Carignane Rosso, Garnaccho Negro, Garnacha Negra, Garnacha Roja, Garnacha Tinta, Garnatxa Negra, 

Garnatxa Pais, Grenache Rouge, Navaro, Navarra,Tentillo, Tintilla, Tinto Menudo, Tinto Navalcarnero, Tocai Rosso, 

Toledana and Uva di Spagna while Garnatca Peluda, Garnatxa Pelud, Lladoner Gris, Lladoner Pelud and Lledoner Pelut 

are synonyms for the “hairy Grenache” grape variety. 

Countries: 

Grenache Noir is said to be the world’ s 2nd most widely planted red wine grape variety. It is widely planted in Spain 

and in France. It is also grown in Italy, mainly in Sardinia, Sicily, Umbria and Calabria. Once it was widely planted in 

Algeria and continues to be grown in Morocco, the Greek islands and Cyprus. It is the 3rd largest red grape variety 

grown in California and was Australia’ s most widely planted red grape variety but was overtaken by Shiraz and 

Cabernet Sauvignon. 

Taste and Notes:

Grenache thrives in hot, dry climates; it is a vigorous and sturdy plant. It buds early and needs a long ripening season. 

Most Grenache vines are grown for blending. Its low levels of acidity and tannins, its high degree of alcohol, soft 

fruitiness and lighter colour make it a good partner for such purposes as it  renders more tannic wines suitable for early 

consumption. Yet, it is, when grown to produce stand-alone low yield wines that it shows what it is really capable of, 

namely profound, long living wines. In Spain its cultivation had been declining as the variety was replaced with 

Tempranillo, Cabernet Sauvignon and Merlot. But the “discovery” in the 1990th of very old vines (40~60 years and older) 

in Priorat (Spain) that produce concentrated, dark coloured and rich wines led to a re-evaluation of the situation and 

resulted in a once again increased cultivation of the variety. Old Grenache vines have low yields and produce 

concentrated, long lived wines that display intense notes of black currant, coffee, cherries, honey, black pepper, spices 

and roasted nuts. Grenache Noir is also and since a long time the main variety in the blend of the highly acclaimed 

Chateauneuf-du-Pape, produced in the Rhone valley, France.
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