
起源：マルベックは、カベルン・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、カ

ルメネール、メルロー、プティ・ヴェルドとともに、ボルドー・ファミリー

の 6ブドウ品種の一つです。しかし、ブドウのおよそ 4分の 3を台無しに

した 1956 年の大冷害以来、マルベックの需要は大幅に減少しました。こ

のブドウ品種はバーガンディ北部が起源である、と言われています。マル

ベックは、フランスでかつて広範囲に栽培されていました。それぞれの地

域で独自の名前を使っていたため、フランスには 1,000 以上のマルベック

のシノニムがあります。今日、フランスでマルベックが広く移植されてき

ている唯一の生産地域は、カオールです。フランスの総計 6,000 ヘクター

ル未満のなかで、カオールではおよそ 4,500 ヘクタールでマルベックが栽

培されています。この品種が第二の故郷をみつけたのはアルゼンチンにお

いてです。19 世紀半ばに。初めてアルゼンチンで栽培され、その後、この品種は 20,000 ヘクタール以上で栽培され、

ある種の国民的ブドウ品種となっています。

シノニム：  マルベックはあまりにもシノニムが多いので、それらすべてを記載することは不可能です。最も重要なシノ

ニムは、Auxerrois、Auxerrois De Laquenexy、Auxerrois Des Moines、Cahors、Cot、Cot a Queue Vert、Malbek、

Medoc Noir、Noir De Pressac、Pressac、Plant de Lot です。

 栽培国：アルゼンチンのマルベックワインの世界的成功のおかげで、マルベック品種は米国（主にカリフォルニア）、チリ、

オーストラリアでも栽培されてきています。栽培量は少ないですが、イタリア、南アフリカ、その他の国々でも育てら

れています。

テイスト＆ノート：伝統的なマルベック品種は色調が濃く、タンニンがしっかりとしていて、成熟するのに時間を必要

としますが、腰の強いワインを造ります。この品種はクリュール（花ぶるい）、べと病、霜などの多くのブドウの病気に

かかりがちです。フランスではほとんどの場合ブレンド用に使われます。マルベックは一般的にボルドー・ブレンドの

一部でしたが、最近ではボルドー・ブレンドに使われるのは稀なことです。フランスでマルベックが主に栽培されてい

る生産地であるカオールはでは、ブレンドの少なくとも 70%の割合をマルベックが占め、残りの構成はメルローとタナ

でブレンドされています。マルベックは様々な土壌で良く育ちますが、フランスではカオールの石灰岩土壌で一番良く

育ちます。フランスでのブレンドされたマルベックワインに反して、アルゼンチンで醸造されるワインは、基本的に単

一品種ワインです。その理由は、アルゼンチンの気候条件がフランスと異なっているからです。もう一つの理由は、19

世紀に植えられたクローン（親株）は、フィロキセラ蔓延による荒廃後にフランスに残っていた株とは異なるものだっ

たからです。醸造されるワインは濃い色調ですが、情熱的な果実味があり、のどごしがとてもスムーズで、ヴェルヴェッ

トのようなとても柔らかな舌触りです。
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Origins:

Malbec is a member of the Bordeaux family of six grape varieties along with 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenere, Merlot and Petit Verdot 

but its popularity has considerably declined since the 1956 frost which 

destroyed about ¾ of the vines.  The grape variety is said to have originated 

in northern Burgundy. It was once planted widely in  France to which over 

1.000 synonyms attest. Today, the only region in France where Malbec has 

been widely replanted is Cahors where the variety is grown on about  

4.5000 hectares out of a total of less than 6.000 hectares in France. It is in 

Argentina that the variety has found a 2nd home. Planted there first in the 

mid-9th century  the variety, with over 20.000 hectares, has become a 

national variety of sorts. 

Synonyms:

Malbec has so many synonyms that it is impossible to list them all. The most important ones are : Auxerrois, Auxerrois 

De Laquenexy, Auxerrois Des Moines, Cahors, Cot, Cot a Queue Verte, Malbek, Medoc Noir, Noir De Pressac, Pressac, 

Plant du Lot.

Countries:

Due to the worldwide success of the Malbec wines from Argentina the variety has also been planted in the USA (mostly 

in California), in Chile and Australia. Small quantities are also grown in Italy, South Africa and other countries. 

Taste and Notes:                                                                                                                                                       

The traditional Malbec variety produces a dark coloured, robustly tannic and intense wine which needs time to mature. 

The variety is prone to a number of grape diseases such as coulure, downey mildew and frost. In France it is almost 

always used in blends. It was commonly part of the Bordeaux blend but that is rare these days. In Cahors, it main 

growing region in France, the variety must account for at least 70 % of the blend with Merlot and Tannat making up the 

rest. Malbec produces well in different soils,but in France it does best in the limesone soil of Cahors. Contrary to the 

blended Malbec wines in France the wines produced in Argentina are essentially single variety wines. The different 

climatic conditions are one reason for it. The other reason is that the clones planted in the 19th century were different 

from the ones remaining in France after the devastation of the phylloxerra epidemic. The wines produced are as dark in 

colour but softer with intense fruity flavours and more of a velvety in texture.
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