
起源：主にカリフォルニアで栽培されている、ジンファンデルは合衆国で

大変人気のあるブドウ品種で、頻繁に全米の (All American) ブドウである

と考えられています。実際には、この品種はイタリアのプリミティーヴォ

ブドウと同じです。しかし、どちらのブドウも、15 世紀からブドウが栽培

されているクロアチアの「トリビドラッグ」という名前の古代品種のクロー

ンです。このブドウは 18 世紀にイタリアに植え付けられ、早く熟すので「プ

リミティ―ヴォ」（初期のもの）と名付けられました。1829年にトリビドラッ

グは、生食用のテーブル・ブドウを栽培する意図でオーストリアからボス

トン（合衆国）に持ち込まれ、ゼンフェンダルと名付けられました。両品

種の本当の起源を確立するために 50 年以上の研究が必要でした。しかし、

2001 年に研究者たちがクロアチアのブドウ園でトリビドラッグブドウの小

さな畑を発見し、その後それらのブドウの共通の起源が確認されました。これによって、正式に共通の祖先が立証され

ました。。

シノニム：  主なものは、クルイェナック・カシュテランスキー、プラヴァッツ・ヴェリキ、プリミティーヴォ・ネロ、

ウヴァ・ディ・コラート、ジン、ジンファルデル、ターラント、プリミティヴォ・ディ・マンドゥーリア、ジョイア・デル・

コッレ・プリミティーヴォ、プリミティーヴォ・デル・マッシコです。

 栽培国：シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・ノワールに次いで、ジンファンデルはカリフォルニアで 4番

目に多く植え付けられたブドウです。イタリアでのプリミティーヴォブドウ品種は、カリフォルニアでのジンファンデ

ルと同等ではありません。このブドウは主にプーリアで栽培され、イタリアで栽培されている全てのブドウの２％未満

しか占めていません。クロアチアでは、（古代ブドウ品種の）トリビドラッグはおよそ 70 ヘクタールでしか栽培されて

いません。オーストラリア、チリ、カナダ及び南アフリカでも、少量ですが栽培されています。

 Taste and Notes：土壌とその他の栽培条件は、ブドウ品種から造られたワインのテイストと個性に強く影響を与えます。

したがって、同じブドウ品種から造られたワインでも、栽培条件によってかなり異なる場合があります。カリフォルニ

アのジンファンデルワインは、ほとんどの場合、果実味が前面に感じられ、穏やかな酸味でまろやかな口当たり、アルコー

ル度の高いフルボディであることが多いです。プリミティーヴォワインは、イタリア料理のために造られています。こ

のワインは、パワフルでストレートな味わい、果実味が少なく、通常アルコール度が低く、構成がしっかりしています。

ジンファンデルワインは成熟し、時間の経過とともに豊満になり、5年から8年間で最高の状態になります。このワインは、

濃厚な風味豊かな食べ物とよく合います。概して、濃厚で複雑味のあるワインです。

プリミティーヴォ
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Origins:

Zinfandel , mainly grown in California, is a very popular grape variety in the 

US. It is often thought to be an All American grape. In-fact the variety is the 

same as the Primitivo grape from Italy. Yet, both grapes are clones of an 

ancient variety named “Tribidrag” from Croatia where the grape is grown 

since the 15th century. In the 18th century the grape was planted in Italy 

and named “Primitivo” (the Early One) because it ripens early. In 1829 the 

Tribidrag variety was brought to Boston (US) from Austria with the 

intension to grow table grapes. It was named Zenfendal. It took more than 

50 years of research to establish the true origin of both varieties. But in 

2001 their collective origin was confirmed after researchers found a small 

lot of the Tribidrag grapes in a vineyard in Croatia. This finally confirmed officially their common ancestry.  

Synonyms:

The main ones are: Crljenak Kaštelanski, Plavac Veliki,  Primitivo Nero, Uva Di Corato, Zin , Zinfardel, Taranto, Primitivo di 

Manduria, Gioia del Colle Primitivo, Primitivo del Massico .

Countries:

After Chardonnay, Cabernet Sauvignon and Pinot Noir Zinfandel is the fourth most planted grape in California. In Italy 

the Primitivo grape variety does not have the same following as the Zinfandel in California. The grape grows mainly in 

Puglia and accounts for less than 2 % of all vines grown in Italy. In Croatia Tribidrag (the ancient grape variety) is grown 

only on about 70 hectares.  Small quantities of one or the other grape varieties are also grown in Australia, Chile, Canada 

and South Africa.

Taste and Notes:                                                                                                                                                       

Barbera vines are vigourous and produce well in a wide variety of soils but does best in less fertile ones.  It is highly 

resitant to fungal diseases and is naturally high in acidity, which it retains well even if grown in hot climates. It ripens 

about two weeks earlier than the Nebbiolo which is welcome by vintners as they are very busy during the harvesting 

season. It is not surprising that, with all its attributes, the grape variety is popular with growers. Barbera grapes are high 

in anthocyanins, but are low in tannins. The wines are deep, purplish black in their youth, but tend to early browning 

and lightening as they age. Ageing in oak barrels which was not the custom previously but is now done more often has 

helped to stabilize colour and provide structure to the wine which is a welcome feature, especially when Barbera is 

produced as a single varietal wine. 
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