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オーストラリアワインのエデュケーターの方に
は、このエデュケーター・ガイドを含む教材一
式、配布資料にアクセスしていただけます。

エデュケーター・ガイド
このガイドでは、各トピックに関する詳細な情
報、講座及びテイスティングを効果的に進行す
るためのヒントを提供しています。あくまでガイ
ドとして参考にしていただき、受講生や設定時
間に合わせ、適宜カスタマイズしてください。よ
り柔軟にご対応いただけるよう資料の中で下
記の通りに提示しています。

資 料

オプションの教育項目では、さらに掘り下
げた題材を取り上げています。

追 加 メモ

各トピックに、背景と彩りを加えてくれる
サイド・ストーリーです。

参 考 資 料

ワインオーストラリアのアセット・ギャラリ
ーには、プログラム毎の動画ファイルが
あり、ご自由に活用いただけます。講座当
日までにダウンロードし、ビデオのアイコ
ンで再生時間を確認しておくことを推奨
します。

ループ（リピート）動画
イべントが始まるまでの時間や休憩時
間、イベントの開催中に、BGMとして再生
できるようデザインされています。動画は
音楽のみで、会話などは含まれていませ
ん。BGMの音量は調整できます。ループ
ビデオは「ループ」または「リピート」機能
で再生してください。どのメディア再生ソ
フトでも簡単に調整できる設定になって
います。

特集動画
これらの動画は、オーストラリアのワイン
メーカー、専門家などによる考察が語ら
れています。特集動画は、講座本編でオー
ディオ再生とともにご利用ください。

動 画

講座内で受講生同士の交流を促せるよ
う、いくつか議論ポイントを追加しまし
た。少人数のグループワークで話し合い、
さらにクラス内でも共有してみましょう。
教室内での動きをより活発にするため、
付箋紙に意見を書き込み（１枚の付箋紙
につき１つの意見を記入する）、壁やホワ
イトボードに貼り付けてみましょう。

ディスカッションポイ
ントの提案
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プレゼンテーション・スライド 
（パワーポイント）

プレゼンテーションは講義内容に沿って、受講
生がヴィジュアルや写真を使って要点を確認で
きるように制作されています。受講生全員に見
えやすいよう、大型スクリーンを使用すること
を推奨します。また、受講生がメモをとるスペー
スが設けられた別ヴァージョンもご利用可能で
す。講座の前に印刷し、受講生に配布できるよう
ご用意ください。編集可能なパワーポイントは、
リクエストに応じてご用意できます。

補足配布資料
ワインオーストラリアのアセット・ギャラリーには
ダウンロード可能な配布資料があります。これ
らは印刷して配布いただけます。

テイスティング・リスト
テイスティングリストのテンプレート（編集も可
能）はワインオーストラリアのアセット・ギャラリ
ーにて入手いただけます。 
受講生には、試飲するワインの情報、購入可能
な場所などを記録してもらいご活用いただくこ
とを強く推奨します。

サーティフィケイト（受講認定証）
受講認定証もまた、ワインオーストラリアのアセ
ット・ギャラリーにてダウンロードいただけます。
また、受講生に配布する前に、ご自身のロゴや、
講座内容に関連する詳細を追加することも可
能です。
このガイド及びその他の補足資料はワインオーストラリアによっ
て2018年に制作されました。情報や統計は出版当時のものです。
題材により、さらに最新の情報をご入手いただける場合もござい
ます。

＊これらの書類、情報、図式、映像はワインオーストラリアが著作権
を有し、無断転用、再生、配布は禁止されております。
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このプログラムは、半日間の講座として、あるいはお好きなテーマに絞って開講していただくことも可
能です。その場合の時間配分などはご自身でご自由に調整いただけます。制限時間制限に応じてトピ
ックを絞るなど、講座の対象や制限時間などにより、講座へのアプローチは適宜変えていただけます。
以下は、４つの重要なモジュールと、半日間の講座を行う場合の時間配分の例です。

半日間の講座

テーマ 時間（分）

挨拶とイントロダクション 10 分

オーストラリアワインの歴史 15 分

オーストラリアの地勢、 
気候、土壌 15 分

注目すべきオーストラリア 
のワイン産地 45 分

休憩 10 分

オーストラリアの重要品種 
とワインスタイル 2 時間

まとめと挨拶 5 分

時 間 配 分
の 提 案

重要なモジュール

1. オーストラリアワインの歴史

2. オーストラリアの地勢、気候、土壌

3. 注目すべきオーストラリアのワイン産地

4. オーストラリアの重要品種とワイン 
     のスタイル
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3週間前
 日時と会場の確認
 備品の確認（ワイングラス、プロジェクター、マットなど）
 集客開始（申し込み締め切りを１週間前までに設定することをお薦めします）

1週間前
 会場の再確認 （会場のものを使用する場合、テーブルと椅子の確認）
 最終受講者数の確認
 講座内容の復習と、必要に応じてプレゼンテーションスライドの編集
 ワインの選択（16名で1本）。ワインは下記の提案を参照すること
 試飲順にテイスティングリストの作成と印刷（白紙テンプレートあり）

前日
 受講者リストの印刷
 講座の配布資料、テイスティング・シート、受講認定証の作成と印刷
 ワイングラスの準備
 必要に応じてワインは冷蔵庫で一晩冷やす
 講座に必要な備品の再確認

3時間前
 ワインが適温であるか確認し、白ワインとスパークリング・ワインは冷蔵庫で保管
 教室の準備
 プロジェクター、ラップトップ、もしくはiPadの設定と確認
 必要な場合は、会場の担当者が受講生を案内できるよう、講座の開始時間 

 と場所を把握しているか確認

30分前
 ワインを集め、白ワインとスパークリング・ワインは氷と水を半分ずつ満たしたワ 

 インクーラーに入れる。

講 座
の 準 備
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必 要 備 品

各受講生につき
    試飲するワインの数のグラス

    水　600ml

    吐器（プラスチックカップが適切）

    クラッカーなど口直し

    テイスティング・マット、ワインリス
ト、その他必要な配布物

    筆記用具

ヒント：
ディスカッションしやすいように、テーブル
と椅子の位置を工夫しましょう。丸テーブ
ルに、U字型に着席するのが理想的です。

教室の準備をする
   受講生全員分のテーブルと椅子

   前方にワインを展示するテーブル 
 （もしくは樽）

   ワインを冷やす氷とワインクーラー

   ワインオープナー

   布巾もしくはペーパータオル

   プロジェクターとスクリーンも 
 しくは壁

   必要に応じ、マイクとスピーカー

試飲ワインの提案
スパークリング

 – ハウス・オブ・アラス”ブリュット 
エリート” タスマニアン・スパークリング

リースリング
 – グロセット ”ポリッシュ・ヒル”・クレア 

ヴァレー・リースリング
 – フランクランド・エステート・フランクランド 

リヴァー・リースリング

セミヨン/SSB
 – ブロークンウッド・ハンター・ヴァレー・セミヨン
 – フレーザー・ギャロップ・ マーガレット 

リヴァー・セミヨン・ソーヴィニヨン・ブラン

シャルドネ
 – ルーウィン・エステート ”アート 

シリーズ” マーガレット・リヴァー・シャルドネ 
 – ジャイアント・ステップス ”セクストン 

ヴィンヤード” ヤラ・ヴァレー・シャルドネ

ピノ・ノワール
 – ストニアー・モーニングトン・ペニンシュラ ・ ピノ 

ノワール
 – ジョセフ・クローミー・ワインズ・ タスマニア 

ピノ・ノワール

グルナッシュ
 – シリロ・バロッサ・ヴァレー・グルナッシュ　
 – エス・シー・パネル ・マクラーレン 

ヴェイル・グルナッシュ

シラーズ
 – ジョン・デュヴァル ”エンティティ”バロッサ 

ヴァレー・シラーズ
 – ティレルズ・ワインズ ”ヴァット 

ナイン”ハンター・ヴァレー・シラーズ

カベルネ・ソーヴィニヨン
 – ウィンズ・クナワラ・カベルネ・ソーヴィニヨン
 – ヴァセ・フェリックス・マーガレット・リヴァー ・ 

カベルネ・ソーヴィニヨン

次のページに続く...
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オルタナティヴ品種
 – コリオール・マクラーレン・ヴェイル 

フィアーノ
 – カスターニャ ”ラ・キアーヴェ” ビーチワース 

サンジョヴェーゼ

さらにテイスティングの範囲を広げたい場合は、
以下のワインを推奨します

スパークリング
 – バード・イン・ハンズ アデレード・ヒルズ ピノ 

ノワール・スパークリングNV
 – ダル・ゾット ”リミグランテ” キング・ヴァレー 

プロセッコ

リースリング
 – ヘアウッド・エステート マウント・バーカー 

リースリング
 – クロフォード・リヴァー・ヘンティ 

リースリング

セミヨン／SSB
 – ティレルズ ”スティーヴンス・ヴィンヤード”ハン

ター・ヴァレー・セミヨン
 – ソレンバーグ ・ビーチワース ソーヴィニヨン 

ブラン・セミヨン

シャルドネ
 – プリンシー ”マウント・カノボラス” オレンジ 

シャルドネ
 – マクウィリアムズ ”842” タンバランバ 

シャルドネ

ピノ・ノワール
 – ウィリアム・ダウニー ・ギップスランド 

ピノ・ノワール
 – ピカーディ ペムバトン・ピノ・ノワール

グルナッシュ・ブレンド
 – マウント・メアリー ”マルリ・ラッセル” ヤラ 

ヴァレー ・グルナッシュ・ムールヴェードル 
シラーズ

 – ラ・ヴィオレッタ ”アルミランテ・イ・オビスポ” 
ジオグラッフ・グルナッシュ・ムールヴェードル・
テンプラニーリョ

備考：
 – 16名につき1本のワインを用意する。
 – コルク栓のワインがある場合は、念の

為予備を1本用意する。
 – 時間に制約がある場合は、赤ワインを

事前に注いでおいても良い。
 – ワインは15℃で提供すること。白とス

パークリング・ワインは冷えた状態で
提供できるよう、事前には注がない。

シラーズ
 – ベスツ ”ホワイト・グラヴェルズ・ヒル”グレー

ト・ウエスタン・シラーズ
 – イーデン・ホール ”ブロック・フォー” イーデ

ン・ヴァレー・シラーズ

カベルネ・ソーヴィニヨン
 – ブレマートン ”ウォルターズ・リザーヴ” ラング

ホーン・クリーク・カベルネ・ソーヴィニヨン

オルタナティヴ品種
 – ゴールデン・グローヴ グラニット・ベルト 

ヴェルメンティーノ
 – レイヴェンスワース・ヒルトップス 

ネッビオーロ
 – シオン・ラザグレン・ドゥリフ

必 要 備 品



AUSTRALIAN  
WINE  
DISCOVERED
EDUCATION PROGRAM  

ワインオーストラリアは、責任あるアルコ
ール飲料の提供に賛同いたします。

お問い合わせメールアドレス
discovered@wineaustralia.com

講座のプレゼンテーション、ビデオ、テイ
スティング・ツールその他のプログラム
はこちらか
www.australianwinediscovered.com 

オーストラリアワインを発見 するための、
情報、ツール、教材を提供する 無料の総
合 エデュケーション・プログラム。



プログラム情報
とプレゼンテーションスライド
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FOUNDATIONS
OF AUSTRALIAN WINE

·

100
65
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 – オーストラリアのワイン・コミュニティは、その
創造性と新しい試みへの積極性でよく知ら
れています。ワインメーカーたちは生来好奇
心旺盛で、古典的な概念を追求しつつ、同時
に新しいアイデアを取り入れ、傑出したワイ
ンを造り出します。

 – オーストラリアワインは、それを造った人々
と、育った産地の独特な個性をありのままに
体現しています。 
ワインメーカーたちは地に足の着いたアプ
ローチを取ることで、オーストラリアの持つ美
しい古代土壌と、さまざまな気候をワインを
反映させています。 
また、オーストラリアのブドウ畑の多くは、多
世代に渡り継承され、家族経営にて栽培さ
れています。

 – オーストラリアには、非常に熟練したワイン
醸造のコミュニティがあり、傑出した品質の
プレミアム・ワインを産出しています。 
世界でもトップ・クラスの品質を誇るブドウ畑
と、受賞歴を誇るワインは、世界最高峰のレ
ベルに匹敵するものです。

FROM 
UNSPOILT 
LANDS

UNIQUE WINES

-
100

65

-

-

-

最初の試飲 
まずクラシックなオース
トラリアワインを、参加
者全員に試飲いただき
ます。本試飲はプログラ
ム後半で行います。

手付かずの土地から造られるユニー
クなワインたち

 – オーストラリアは世界で最も多様なワイン・
シーンを持つワイン生産国の一つです。100
種以上のブドウ品種が65のワイン産地で栽
培されており、現代のオーストラリアワインは
この国の特徴的な気候、土壌、そしてそれら
を育む情熱あふれるコミュニティを表現して
います。
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TODAY

-

-
-
-

WE’LL

COVER…

オーストラリアは世界第5位のワイン輸出
国であり、総生産量の約60％を輸出して
います。

知っていましたか？
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THE HISTORY

WINE
OF AUSTRALIAN

1900 TO 1940s

LATE 1700s, 1800s

THE FORTIFIED ERA:
1900 1940

THE PIONEER ERA:
1700 1800

---

- - -

-

オーストラリアワインの歴史と
遺産
開拓時代：1700年代後半、1800年代
オーストラリアのワインの先駆者たちは、ブドウ
畑を植え、拡大し、ワインを生産し、輸出を開始
します。規模は小さくも、将来有望なワイン産業
を確立しました。重要なワイン産地と歴史的な
ブドウ畑の遺産を築いたのです。その当時の畑
の一部は今も現存し、素晴らしい古樹が残され
ています。
オーストラリアワインの品質を向上させるため、
ロイヤル・アグリカルチャー・ショー（農業祭）か
らオーストラリアのワインショー（審査会）システ
ムが19世紀から始まりました。

このショーのシステムは、それ以降オーストラリ
アのワインシーンで引き継がれ、オーストラリア
の最もエキサイティングなワインの発見やプロ
モーションに貢献しました。

1788年 
ヨーロッパ移民の定住
ヨーロッパからの移民がオーストラリアへ定住
し始め、最初のブドウがニュー・サウス・ウェール
ズの現在のシドニー植物園に植えられました。 
ブドウの苗木は、イギリスからオーストラリアへ
派遣された最初の植民船団「ファースト・フリー
ト」によって、海路の途中のリオデジャネイロと
ケープタウンで集められました。

1791年 
最初の重要な植栽
その数年後には、パラマッタ近くのローズヒルに
は3エーカーのブドウ畑に約8,000本のブドウの
苗木が、ノーフォーク島に800本の挿し木が存在
していました。 
しかし当時のオーストラリアにはブドウ栽培や
ワイン醸造の経験者が存在していなかったこと
から、これらの初期の努力は実りませんでした。

ここで「オーストラリアワインの歴史」の
特集動画を再生しましょう。

特 集 動 画
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1960s TO TODAY
THE GOLDEN AGE:

1960

-

1940s TO 1960s
THE RENAISSANCE ERA:

1940 1960

- 1970

1980

- 1980
18

1990
6

-

- -

1815年 
マッカーサーがヨーロッパのワイン産地
を訪問する
開拓者で農場主のジョン・マッカーサー
が、1797年にシドニーで自身の土地に3.5ヘク
タールのブドウを植えました。さらにその20年
後、マッカーサーはオーストラリアワインに最も
偉大な貢献をします。 
ジョンは息子のジェームズとウィリアムととも
に、「ブドウの苗木の収集および、栽培に関する
情報の入手」を目的に、ヨーロッパに向かいま
した。 
彼らはペンリスとカムデン・パークの苗床でこれ
らのブドウの苗木を繁殖させ、ニュー・サウス・ 
ウェールズ植民地全体に分配しました。

1822年 
ワインの輸出開始
オーストラリアワインの最初のボトルが輸出さ
れます。その行き先はロンドンでした。

1823年 
ハンター・ヴァレーの設立　
1823年までに、ハンター川の北岸に沿って約20

エーカーのブドウがハンター・ヴァレーに植えら
れ、その数年後、商業的なブドウ栽培が成功し
始めました。

タスマニアのワイン産地の台頭
元囚人のバーソロミュー・ブロートンが、タスマ
ニアで最初の重要なブドウ畑を植えました。そ
の約10年後の1834年、開拓者のウィリアム・ヘ
ンティがブドウの穂木や苗木を携えてビクトリア
へ向かいました。これらの苗木がビクトリアと南
オーストラリアの最初のブドウ畑の起源となり
ました。

オーストラリアワインの最初の国際的な
受賞
英国王立芸術商工奨励協会は、グレゴリー・ブ
ラックスランドがシドニーのブラッシュファーム
で作ったワインを高く評価し、銀メダルを授与し
ました。 
賞を授与する際、当時の審査員は「関心かつ時
間をかけ、（オーストラリアワインが）貴重な輸出
品になり得ると、穏当に期待できる」と賢明な予
見を述べています。
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1829年 
ブドウ樹が西オーストラリアに到達
西オーストラリアでは最初の入植者が到着した
直後、フリーマントル近郊に最初のブドウが植え
られました。1832年までには、植物学者トーマ
ス・ウォーターズ・オブ・オリーブファームが、 
西オーストラリアで最初のワインを生産、販売 
していました。

1832年 
ジェームズ・バスビー・コレクションの到
来
スコットランドの文官でありブドウ栽培家でも 
あったジェームズ・バスビーが1824年、オースト
ラリアに到着しました。バズビーはオーストラリ
アで短期間の間にブドウ栽培とワイン造りにつ
いての本を書きあげ、この本はオーストラリア
のワインコミュニティの設立に大きく貢献しまし
た。バズビーは4ヶ月間スペインとフランスのブ
ドウ畑を訪れ、何百もの穂木を収集しました。 
この時の穂木は、後に オーストラリアの希少な
古樹コレクションの核となります。

1838年 
ヤラ・ヴァレーがビクトリア州のワインを
確立
ヤラ・ヴァレーに最初のブドウが植えられ、ビク
トリア州初の主要なワイン生産地となりました。
しかし、この地域がワイン産業を牽引するよう
になるまで、その後10年以上かかりました。最
初のビクトリア州副知事、チャールズ・ジョセフ・
ラ・トローブは、スイスのヌーシャテルの主任者
の息子であるクレマン・デシャン氏をビクトリア
州に招き、ブドウを植えました。さらに彼の故郷
から友人や知人がデシャン氏と共にビクトリア
州に移住します。彼らはその後、急成長するビク
トリアのワイン・シーンに大いに貢献することに
なります。

1838年 
南オーストラリア州初の商業用ブドウ畑
若き農民のジョン・レイネルがマクラーレン・ 
ヴェイルに南オーストラリア州初の商業用ブド
ウ畑を設立します。その後レイネルに師事した 
トーマス・ハーディが1850年に加わり、ハーディ
は1853年に彼自身のワイナリーを創設し、後に
自らもオーストラリアワインの伝説となります。

1842年 
バロッサの誕生
ヨーロッパの開拓者が到着した後、オーストラリ
アで最も有名なワイン産地の一つであるバロッ
サ・ヴァレーが設立されました。その後すぐにシ
レジアのルター派移民がこの地域に独特のドイ
ツ流をもたらします。 
1847年に、最初のイーデン・ヴァレーのブドウが
ジョセフ・ギルバートによってピュージー・ヴェイ
ルに植えられました。バロッサに植えられたこれ
らの初期のブドウの多くは、現在でも実を付け
続けています。

1844年 
オーストラリアワインの有名ブランドの
誕生
イギリスの開業医、クリストファー・ローソン・ペ
ンフォールド博士と妻のメアリーが南オーストラ
リアに到着し、アデレードに土地を購入します。
この土地は現在ペンフォールズ・マギル・エス 
テートの所在地として有名です。ペンフォールズ
がオーストラリア最大の酒精強化ワイン生産者
に成長するまでには、50年以上かかりました。

1849年 
世界でも最も偉大なワイン一族、ヤルンバ
世界で最も偉大なワイン一族の一人、サミュエ
ル・スミスがオーストラリアへ到着します。その
後すぐに、彼はバロッサの土壌と気候がブドウ
栽培に理想的であることに気づきます。1849年
にヤルンバに最初のブドウを植え、世界的に偉
大なワイン造りの一族へと成長する種を撒いた
のです。

1858年 
ティレルズ・ワインズ、伝統と革新
ハンター・ヴァレーで有名なティレルズ・ワインズ
の創設者、エドワード・ティレルは、1858年に彼
の最初のブドウ畑を植えるために土地を購入し
ました。1867年、1879年、1908年にブドウが植
えられ、ティレルズはハンター・ヴァレー・セミヨ
ンとシラーズの覇者となりました。1971年、ティ
レルズはオーストラリアで初のシャルドネの品
種名が記載されたラベルを発表し、オーストラリ
アワイン革命の火付け役となりました。
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1864年 
ラザグレンの台頭
ビクトリア州の金鉱地で商店を開き、財産を築
き上げたジョージ・モリスが、100ヘクタールの
土地を購入し、この地域の他の多くの人々と同
様にそこにブドウを植えました。1880年代半ば
までに、この地域のブドウ畑の数は3倍になり、
ラザグレンはビクトリアで最大のワイン生産地
となりました。現在、この地域はオーストラリア
の酒精強化ワインの中心地となっています。

1877年 
伝説的な伝説、マクウィリアムズ・ワイン
伝説的な人物であるサミュエル・マクウィリアム
がニュー・サウス・ウェールズのコロワ郊外にブ
ドウを植樹します。彼の息子ＪＪ・マクウィリアム
は、リヴァリナを開拓し続け、オーストラリアの
最も重要な商業ワイン地域の一つへ発展させ
るのに貢献しました。現在、マクウィリアムズ・ワ
インは、オーストラリアワイン最大手のブランド
の一つです。

フィロキセラの到来
フィロキセラは1877年にヨーロッパの穂木から
ビクトリアにもたらされ、1884年にニュー・サウ
ス・ウェールズのカムデンで検出されました。し
かし厳格な検疫規制により、南オーストラリア全
体を含む、オーストラリアの多くのワイン産地に
はフィロキセラの存在しないブドウ畑が残され
ました。 
現在、南オーストラリアにはヨーロッパからの到
来当初の台木のままで生息する世界最古のブド
ウが存在しています。 そして現在オーストラリア
の主要なワイン産地のほとんどでは、フィロキセ
ラは存在しません。

1886年 
英国でオーストラリアワインが嗜まれる
ロンドンでのコロニアル・エキシビションはイギ
リス市場でのオーストラリア・ワインの転機とな
り、大手のワイン商がラザグレン、マクラーレン・
ヴェイル、バロッサ・ヴァレーなどの産地からの
大量のワインを購入しました。一方で、イギリス
の中流階級の人々が、オーストラリアワインの
味わいを嗜むようになります。

1891年 
ジョン・リドックがクナワラフルーツコロ
ニーを設立
牧畜家ジョン・リドックがクナワラで最初のブドウ
を植樹します。1951年、デヴィッドとサミュエル・ 
ウィンがリドックの土地を購入し、有名なウイン
ズ・クナワラ・エステートを設立しました。現在、そ
の赤いテラ・ロッサの土壌があるクナワラのワイ
ン産地は世界中で有名な産地となりました。

酒精強化時代：1900年から1940年代
国内と輸出需要の双方に突き動かされ、酒精強
化ワインが生産と貿易が市場のほとんどを占
めていました。オーストラリアで育つブドウの大
部分は、豊潤な甘口ワインとなりました。特にラ
ザグレンから採れる上質なマスカットとミュスカ
デルは、この時代のハイライトでした。消費者の
酒精強化ワインへの飽くなき渇望は、古いシラ
ーズ、マタロ（ムールヴェードル）とグルナッシュ
のブドウの樹の保全へと繋がり、後に何十年も
後に再発見され、大切に保護されることになり
ます。

1910年 
カール・アンゴーヴがリヴァーランドにブ
ドウを植樹
リヴァーランドは、オーストラリアで最大規模の
量産性ワイン生産地で、様々な種類のワインを
生産しています。その始まりはこの地域のブドウ
栽培のポテンシャルに気づいたカール”スキッ
パー” アンゴーヴが、1910年にブドウを植えたと
ころからでした。
その後、第一次世界大戦後のヨーロッパ移民たち
が新たな伝統を持ち込み、着実に成長しました。

1921年 
モーリス・オシェアがハンター・ヴァレー
のブドウ畑を購入する
オーストラリアで最も有名なワインメーカーの
ひとりであるモーリス・オシェアが、母親にハン
ター・ヴァレーのポコルビンにある、歴史的なマ
ウント・プレザントの土地を購入するよう説得し
ます。彼は（当時は珍しかった）単一品種のワイ
ンとしてのセミヨンに情熱を注ぎ、当時は生産
され消費されるワインの大部分が酒精強化ワイ
ンであったにも関わらず、斬新なテーブルワイン
を造りました。
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1928年 
デ・ボルトリ・ワインズ：進化と革新
ヴィットリオ・デ・ボルトリが友人や家族のため
のワインを作ろうとリヴェリナで15トンのブドウ
を破砕したことをきっかけに、デ・ボルトリ・ワイ
ンズはオーストラリアを象徴するワイナリーへ
と成長します。「ノーブル・ワン」は画期的なセミ
ヨンのデザートワインとして知られ、デ・ボルトリ
は、革新と品質を追求し、オーストラリアのワイ
ン業界を牽引し続けています。

オーストラリア初の定温ワインセラー
アデレードのハミルトン・エウェル・ワインズの 
シドニー・ハミルトンが南アフリカへの訪問後、
オーストラリア初の定温ワインセラーを建設し
ました。発酵温度を管理することによって、白ワ
インの品質が大幅に改善されました。 また、シ
ドニーは1940年代に発酵温度をコントロール
するための冷蔵庫を使用し始めた第一人者で
もありました。

ルネサンス時代：1940年代から1960年代
オーストラリアワインは、一握りの野心的で品 
質にこだわったワインメーカーが、消費者の酒
精強化ワインへのニーズに相反し、最高品質の
テーブル・ワインを極少量生産、これが大きな飛
躍を遂げました。この間、酒精強化ワインの需要
がピークを過ぎ、人々はテーブル・ワインを嗜む
ようになりました。その後のヨーロッパからの移
民の流入と兵士たちの帰還により、この流行は
さらに後押しされました。

1951年 
ペンフォールズ・グランジの最初のヴィン
テージ
ペンフォールズ・グランジは最も有名なオースト
ラリアワインで、伝説的なワインメーカーのマッ
クス・シューバートにより、化学者のレイ・ベック
ウィズの力添えを持って生み出されました。オー
ストラリアが世界最高峰のワインを作り出すこ
とができると、身をもって証明したのです。

1955年 
ワインの研究による品質の追求
オーストラリアワイン研究所（AWRI）が設立さ
れ、以来ブドウ栽培と醸造を最新科学によって
支え続けています。AWRIは世界有数のワイン研
究機関となり、ワインメーカーが伝統を超えた
味わいを生み出すことを目的に、古いワイン造
りの慣習に挑み改善点を模索しています。

黄金時代：1960年代から現在
冷涼気候スタイルの流行は食とテーブルワイン
文化が成長するにつれて始まり、それに伴い先
駆的なブドウ農家とワイン生産者たちが、新た
なワインと産地を模索し始めました。 
彼らのような近代のパイオニアたちには、かつ
ての開拓者たちといくつもの共通点があり、現
在オーストラリアの高級ワイン産地と知られる
産地の半分以上を発見、あるい再発見し、その
半分以上が冷涼気候の産地でした。
赤ワインの売り上げは1970年代に急成長し、白
ワインの需要は1980年代に増加しました。ワイ
ン生産国としてのオーストラリアの世界的な評
判は高まり、輸出もそれに応じて伸びていきま
した。1980年代初頭、オーストラリアは世界18
番位のワイン輸出国でしたが、1990年代初頭ま
でには世界6位となっていました。
65のそれぞれ特徴的なワイン産地と、オースト
ラリア独自の自然環境をいかに活用するかをよ
り深く理解することによって、オーストラリアのワ
イン産業はこれまでになく最高の時代となるべ
く新たな段階へと入っていきます。 
その多様性に富んだ地理と、気候変動に対応す
べく、産地の中で品種を植え替え、現存する品種
をより冷涼な地域に移植するなど、 オーストラ
リアは 世界でも他に例をみない柔軟性を誇る
国なのです。
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1963年 
ヤラ・ヴァレーの復活
ビクトリアで最初にワイン産地となったもの
の、1877年にフィロキセラの襲撃によって、ほぼ
失われかけた産地でした。この事と景気低迷と
相まって、1800年代後半から1900年代初頭にブ
ドウが引き抜かれることにつながりました。しか
し、1960年代と70年代に先駆者たちがこの地
域の可能性を再び注目しました。 ワンターナ・
エステートのレッグ・イーガンは1963年に最初
にブドウを植え替え、ヤラ・イエリングのベイ 
リー・カローダス博士が、1973年にこの産地で
50年ぶりに商業ワインを生産しました。

1967年 
急成長を遂げた花形産地、マーガレット・
リヴァー
心臓専門医のトム・カリティ博士が、マーガレッ
ト・リヴァーで最初の近代的な商業用ブドウ畑
をヴァセ・フェリックスに植樹します。この地域は
急速に成長し、上質なワインの産地として国際
的な名声を築き上げました。ことさら感心すべ
きことは、この産地のワイン生産者たちの多く
が、この地を訪れた当時はワインに関しては全
くの素人であったということです。現在マーガ 
レット・リヴァーは世界最高レベルに匹敵する 
ワインを生産しています。

1979年 
アデレード・ヒルズにてブドウ栽培の復活
1870年代頃まではアデレード・ヒルズにはブド
ウが植えられいましたが、そのほとんどは1930
年代までに引き抜かれていました。ワイン生産
者のブライアン・クローサーとその家族がシャル
ドネを植え、この産地の再生が始まりました。す
ぐに他のワインの先駆者たちも加わり、現在、こ
のプレミアム冷涼気候産地には、約100軒のワ
イン生産者がいます。

1980年代 
テーブルワインが主流となる
テーブルワインへのゆるやかなシフトは続き、 
オーストラリアワイン史上初めて、酒精強化ワイン
の消費がテーブルワインのそれを上回りました。

新たな冷涼気候の産地、オレンジ
冷涼気候の産地であるニュー・サウス・ウェール
ズ州のオレンジがブドウ栽培の産地は19世紀
に始まっていまたが、オレンジが急激に成長し

はじめたのは1980年代以降でした。その後わず
か30年で、オレンジは60以上のワイナリーと世
界レベルのワインを生産するまでに成長しまし
た。オレンジの急速な産地としての成功は、オー
ストラリアの冷涼気候ワインの人気の高まりを
象徴する出来事です。

2007年 
輸出のピーク
世界へのオーストラリア産ワインの輸出は9億
5000万豪ドルに達しました。2011年には4億
2,500万豪ドルにまで落ち込みましたが、その後
2017年には4億6,400万豪ドルに上昇しました。

2010年代 
ワイン造りの新潮流
新世代で新たな試みに積極的に取り組むワイ
ン生産者が出現し始め、アルティザン（職人的
な）ワイン生産者やオーガニック・バイオダイナ
ミックのワイン造りが探求され始めます。これら
の創造的な造り手たち が、今を生きる現代の 
オーストラリア・ワインのストーリーに、さらなる
多様性を追加したのです。

オーストラリアの古樹について、さらに
詳しいプログラムはこちらへ 
www.australianwinediscovered.com

補完プログラム

 – なぜオーストラリアには世界最古の
ブドウの樹があるのでしょうか？これ
らのブドウは、どこで栽培されていま
すか？

 – 1900年代半ばには、酒精強化ワイン
からテーブルワインへと市場が劇的に
変化しましたが、それはなぜですか？

 – オーストラリアには５世代、６世代に
渡ってワインを造るワイン一族が数多
く存在しています。ワイン造りの伝統
を代々受け継ぐことの利点は何でしょ
うか。これはオーストラリアのワイン
にどのような影響を与えていますか？

ディスカッションポイ
ントの提案
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AUSTRALIA’S GEOGRAPHY, 

ANCIENT 
AND 
DIVERSE

CLIMATE AND SOILS:

オーストラリアの地勢、気候、土壌
オーストラリアは世界で6番目に大きな大陸で、
唯一の島大陸であり、地質学的にも生物学的に
も、地球上で最も多様性に溢れた国のひとつで
す。雪原、延々と続く海岸線、熱帯雨林、独特の
動物と植物、そして世界最古の土壌を有してい
ます。
オーストラリアの地勢、気候、土壌、ワイン産地
を理解することで、オーストラリアワインをよりよ
く理解することができます。オーストラリアは6つ
の州と2つの特別地域に区分され、そのすべて
でワインは生産されていますが、ワイン生産の
ほとんどは、気温の最も低い大陸南東部と南西
部に集中しています。オーストラリアの国土総面
積のうち約135,000ha（0.02％）がブドウ畑で、
これはボルドーとブルゴーニュを合わせたより、
やや狭い面積です。
オーストラリアの気候と土壌は、オーストラリア
南東部とタスマニアの高山帯から、オーストラリ
ア南部と南西部の地中海性気候の地域、そして

クイーンズランドの熱帯地方まで非常に多様で
す。ブドウ畑が集中している南部地域では、寒冷
で荒々しい南大洋が気温を低く保ち、ワインの
生産に理想的な気候をもたらします。オーストラ
リアは、南大洋に長い東西境界を持つ唯一の陸
地です。これらの冷涼気候の恩恵に加え、オース
トラリアの南岸には世界で最も澄んだ空気が
流れ込み、さらには人口密度の低さに加え厳正
な環境保護により、産業汚染や都市公害にさら
されることのない、高品質のブドウを生産してい
ます。古代の土壌と、ヨーロッパから対蹠地点と
なるオーストラリアの独特の気候とテロワール
はヨーロッパのワインに匹敵しつつも、スタイル
の異なるワインを生産することができるのです。
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Gippsland
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オーストラリアのワイン産地の多様
な気候
緯度、海洋からの影響、標高など、これらすべて
が、オーストラリアの驚くほどに多様な気候を
作り出す 要因となります。大まかに言って、世界
には3つのタイプの気候があります。熱帯、亜熱
帯、そして温帯です。世界のワイン産地のほとん
どは気候の穏やかな温帯気候にあります。これ
はオーストラリアでも同様で、ニュー・サウス・ 
ウェールズ州、南オーストラリア州、タスマニア
州、ビクトリア州、西オーストラリア州など、南東
部と南西部の温帯地域でのワイン生産に最も
適した地域です。
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GEOGRAPHICAL
FEATURES

3 : 
- WA
- SA
- QLD NSW VIC1,000-

1,200M
(3,281–3,937FT)

ALTITUDE

100m 328ft.
0.65℃

オーストラリアのプレミアム栽培エリ
アの気候に影響を与える主な要因

 – 緯度： 
赤道から遠いほど、つまり緯度が高い地域ほ
ど涼しくなるため、オーストラリア南部は北
部よりもはるかに涼しくなります。 
ブドウ樹は温帯気候を好み、主に赤道から
30°と50°の緯度内に分布します。そしてオー
ストラリアのワイン産地のほとんどはこの範
囲内にあります。

 – 冷却効果のある天候パターン： 
南大洋からの冷たい風は、多くのオーストラ
リアの有名なワイン産地の天候を和らげま
す。南部、南東部、南西部における冷却効果
は、冷涼な地中海性気候や海洋性気候を 
持つイタリアやニュージーランドの産地の 
パターンに類似しています。

 – 標高： 
気温は標高100m（328ft.）ごとに約0.65℃
下がります。オーストラリアのワイン産地
は、最高点で海抜1,000〜1,200m（3,281
〜3,937ft.）まであります。

 – 地理的特徴： 
オーストラリアのワイン産地の気候と天候に
影響を与える3つの主要な山脈、西オースト
ラリア州のダーリング崖、南オーストラリア州
のロフティ山脈、世界で3番目に長い陸地の
山脈である大分水嶺山脈で、これはクイーン
ズランド、ニュー・サウス・ウェールズとビクト
リアに跨っています。これらの山脈は、周辺地
域の雨、雪、風のパターンに影響を与えます。
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大陸度
冬と夏の気温の差は大陸度と呼ばれます。大陸
度を定める要素は、地域が海や大きな湖などの
大きな水域との距離です。ブドウ栽培の気候に
は、大陸性、海洋性、地中海性の3つのタイプが
あり、これらはすべてオーストラリアのワイン産
地に存在します。

大陸性気候の産地
これらは、夏が暑く、冬が寒い傾向にある大規
模な陸地の内陸地域です。リースリングや、ピノ・
ノワールなどの早熟品種に適しています。冷涼
な大陸性気候は、成育期の春の霜と低温のリス
クにさらされる可能性があります。夏乾燥しすぎ
ることもあり、灌漑が必要な場合があります。
大陸性気候の産地: 
クレア・ヴァレー（SA）、イーデン・ヴァレー（SA）、 
グレートサザン（WA）の一部、ヤラ・ヴァレー

（Vic）など。

海洋性気候の産地
海岸近くの産地で、気温の変動が少なく、年間を
通して雨がより均等に降ります。生育期が長く、
カベルネ・ソーヴィニヨンのように成熟期間が長
く必要な品種に適しています。オーストラリアに
は海洋の影響を受ける産地は多くあますが、厳
密な意味での「海洋性気候」の産地は少数に限
られます。
海洋性気候の産地： 
モーニングトン・ペニンシュラ（Vic）、タスマニア
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地中海気候の産地
海洋性気候と似ていて、夏は暖かく乾燥している
傾向があります。最も暑い月と最も寒い月の気
温の差が少なく、暖かく日照が豊富な産地では、
ワインは酸が低くアルコールが高くなります。

地中海性気候の産地
バロッサ・ヴァレー（SA）、ジオグラッフ（WA）、マ
クラーレン・ヴェイル（SA）、さらにより海洋の影
響を受けているマーガレット・リヴァー（WA）な
どがあります。

BAROSSA VALLEY

MEDITERRANEAN GEOGRAPHE

(+ )

MARGARET RIVER

McLAREN VALE

CLIMATE
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(3 5 )AUSTRALIA’S 
GRAPE 
GROWING 
SEASONS (12 2 )

(9 11 )

(6 8 )

オーストラリアのブドウ成育シーズン
世界中のすべてのワイン産地と同様に、各地域
の季節や天候によって、ブドウ畑での作業がい
つ行われるかが決まります。南半球であるため、
オーストラリアの季節は北半球の季節とは異な
ります。

冬（6月から8月）
冬芽：ブドウ樹は剪定され、僅かな数の芽だけ
が残されます。
冬眠：ブドウ樹が休眠する時期です。

春（9月から11月）
芽吹き、成長と開花：萌芽し、新しい葉や花をつ
ける芽になります。芽は成長し続けます。

夏（12月から2月）
結実とヴェレゾン：花はブドウの実を形成。成 
熟し始め、ブドウのサイズが飛躍的に大きくな 
ります。

秋（3月から5月）*

ヴェレゾンと収穫：ブドウの成長は、生産者が収
穫時期と判断するまで続きます。収穫時期はブ
ドウ品種、産地、求められるワインのスタイルに
よって異なります。ブドウの房が摘まれ、そこか
らヴィンテージ（仕込み）が始まります。栽培家
やワイン生産者にとって、1年で最も忙しくてエ
キサイティングな時期です。収穫後、葉は色が変
わり、落葉します。

*注釈：ワイン産地によって、1月か2月に収穫が始まることがあり
ます。
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UNEARTHING AUSTRALIA’S 
ANCIENT SOILS 

著しい地震活動がないこともまた、古代土壌の
一因となっています。オーストラリアは地質学的
に安定しており、プレート境界から離れたテクト
ニックプレートの中央に位置しているため、火
山活動と地震活動がないことが特徴です。
一方で、オーストラリアには砂と石灰岩でできた
より若い土壌や肥沃な火山性土壌も存在しま
す。オーストラリアの他の非常に多くの側面と同
様、土壌構成もまた、多様性によって特徴付け
られています。土壌の種類は、ワイン産地間でも
地域内でも、あるいは同じのブドウ畑の一画の
中ですら大きく異なる場合もます。このため、 
オーストラリアのワイン産地では「この土地の典
型的な土壌」といった説明が、非常に難しくなる
場合があります。

オーストラリアの古代土壌の謎を掘
り起こす
オーストラリアは1億年以上前から陸地であり、
その土壌は地球上でも最古のものです。生物学
上の多様性には富んでいながらも、これらの土
壌の多くは比較的栄養価が低いです。しかし、ブ
ドウ樹は肥沃すぎる土壌では育ちません。一般
的に、肥沃度の低い土壌では、ブドウ樹の果実
の生産量が少なくなり、より凝縮した味わいを
生み出します。
約2万〜2万6千年前の最後の氷河期の間、地球
の大陸の大部分は氷床で覆われていました。 
それは、大陸を越えて移動しながら土壌を削り
取って、肥沃な新しい土壌を作り出しました。し
かし、この時期に氷で覆われたのはごくわずか
なオーストラリアのみで、土壌はほぼ失われる
ことなく、継続的に風化にさらされていました。
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( )

GEOLOGICAL
CLASSIFICATIONS

( )

地質分類
オーストラリアのブドウ栽培地域の土壌の大部
分は、海洋堆積物（石灰岩）、花崗岩、火山堆積
物（玄武岩）、および先カンブリア紀とカンブリア
紀の変成堆積層に由来します。
海底堆積物（石灰岩）：南オーストラリア南東部

（クナワラ、ラングホーン・クリーク、マクラーレ
ン・ヴェイルを含む）、アデレード・プレーンズの
麓、西ビクトリア、マレー・ヴァレー。
花崗岩：マーガレット・リヴァー、マウント・バー 
カー、グランピアンズ、ビクトリア州北東部。
火山性土壌（玄武岩): セントラル・ビクトリア、北
タスマニア、ハンター・ヴァレー、オレンジ。
先カンブリア紀およびカンブリア紀の変成堆積
物地層：バロッサ・ヴァレー、イーデン・ヴァレー、
クレア・ヴァレー、アデレード・ヒルズ、フルリオ
半島、カンガルー島。
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THE MAIN 
SOIL GROUPS

IN AUSTRALIA’S 
WINE REGIONS
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土壌の種類
国連食糧農業機関は、100種類以上の土壌の種
類を認定しています。オーストラリアには77の土
壌の種類があり、オーストラリアのワイン産地の
土壌は、大きく4つのグループに分類できます。

 – 砂：ザラザラした、水はけの良い土壌 です。 
栽培は簡単ですが、栄養素を欠くこともあ 
ります。

 – 粘土：乾燥すると硬くなり、低温を保ちやす
い、重く水はけの悪い土壌です。これらの土
壌には小さな粒子が含まれており、これによ
り水がたまりやすくなります。

 – シルト：滑らかできめの細かい土壌で、保水
性に優れ、砂質の土よりも肥沃です。

 – ローム：水はけのよい土壌で、シルト、粘土、
砂、そして有機物がほぼ均等に混ざり合い、
さらには腐植土と呼ばれる有機物も含まれ
ています。 
こういった肥沃な土壌では、ブドウの樹勢が
過剰になり色の薄い、風味に欠ける果実を
付ける場合があるため、厳格な剪定作業が
必要となります。

 – オーストラリアの生産者たちは、
非常に多様な気候や土壌を用い
たブドウ栽培とワイン生産に成功
しました。この環境の多様性は、
オーストラリアのワインにとって
何を意味するのでしょうか。

 – 南氷洋はなぜオーストラリアの
高級ワイン生産地にそれほど重
要な影響を与えるのでしょうか。

 – 「テロワール」はワインの産地や
スタイルについて話すときによく
使われる言葉です。あなたはこの
言葉をどのように理解しています
か？どのような要素がテロワール
に寄与しますか？

ディスカッションポイ
ントの提案
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オーストラリアのワイン産地
オーストラリアのワイン生産者は、その土地の
個性を表現するワインを生産します。全国65の
ワイン産地で100以上のブドウ品種が栽培され
ています。地域性はオーストラリアのワイン業界
の要であり、各地域にはそれぞれ独自の特徴と
ワインスタイルがあります。
オーストラリアのブドウ畑は、地理的表示（GI）
に分類されます。これらはオーストラリアのワイ
ン生産地の名前で、ゾーン、産地、小地域に分類
されます。 GIシステムはヨーロッパで使用され
ている原産地呼称制度に似ており、地域名の使
用を保護することを目的とした国際法によって
承認されています。
ニュー・サウス・ウェールズ州のリヴェリナと南
オーストラリア州のリヴァーランドの温暖な地域
で栽培されているブドウからは、量産型のワイン
が生産されています。一般的に、より高価なプレ
ミアムワインは、より小規模な産地で、温帯気候
の産地で生産されています。

オーストラリアのGI（地理的表示）は、国
際的に保護されています。GIの定義は、ひ
とつのGIにつき通常1年に500トン以上の
ワイン用ブドウを生産し、個別に所有され
た5ha以上の畑が5つ以上必要です。 
GIで指定された地域はお互いに離れてい
てかつ、その土地内のブドウ栽培の特徴
が均質でなくてはいけません。 
オーストラリアでは85％の規則が適用さ
れます。つまり、ラベルに表示されるには、
少なくとも85％のワインがその地域のも
のである必要があります。この割合は国
によって異なります。

知っていましたか？
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南オーストラリア
アデレード・ヒルズ
アデレード・ヒルズの景観は、そこで生まれるワ
インと同様に多様です。オーストラリアで最も
冷涼で最も標高の高いワイン産地のひとつで
す。オーストラリア最古のドイツ人居留地があ
り、1930年代までにほとんどのブドウが引き抜
かれてしまいますが、1970年代後半にワイン産
地として再生します。現在、この地域では高級ワ
インが生産されており、オーストラリアのワイン
の進化において重要な役割を果たしています。

気候：全体的に気候は穏やかで、標高の高い特
定の地域では冷涼な気候が特徴です。
標高：400〜650m（1,312〜2,133ft.）
土壌：土壌は多様で、灰褐色または褐色のロー
ム砂質で、粘土質下層の上に砂質土がまだら状
に混在しています。重い土壌である低地では樹
勢が増す場合があり、一方、高地は石がゴロゴ
ロとした土壌で、水はけがよく、樹勢を抑えるこ
とができます。
主な品種：アデレード・ヒルズは、ソーヴィニヨ
ン・ブラン、シャルドネ、ピノ・ノワール、シラーズ
がその冷涼な気候に適しています。グリュー 
ナー・ヴェルトリナー、サンジョヴェーゼ、ネッ 
ビオーロなど、さまざまな品種のオルタナティ 
ヴワインを模索している革新的な生産者でも 
知られています。
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土壌：バロッサ・ヴァレー  
・土壌は多様ですが、肥沃で深い土壌が一般的
です。土壌の種類は比較的痩せた粘土質のロー
ム土から砂質の土壌まであり、色も灰色あるい
は褐色、そして赤色まで様々です。 
イーデン・ヴァレー  
・多様な地勢が存在し、それゆえに多くの土壌
の種類が存在します。最も一般的なのは、浅く 
て岩の多い土壌で、色は灰色から褐色、そして
ローム砂質から粘土質までさまざまです。
主な品種：バロッサ・ヴァレー  

・温暖な気候からフル・ボディの赤ワイン、優れ
た酒精強化ワインをもたらし、白ワインは一般
的に力強い白ワインのスタイルが多いです。特
にシラーズ、カベルネ・ソーヴィニヨン、グルナッ
シュで知られています。 
イーデン・ヴァレー 
・ 冷涼気候から、リースリング、シャルドネ、シラー
ズ、カベルネ・ソーヴィニヨンを中心とした、エレ
ガントなワインを生産しています。

バロッサ
オーストラリアで最も賞賛され、歴史的に重要
なワイン生産地のひとつで、その上質なワイン
で世界的に有名です。バロッサは、バロッサ・
ヴァレー地区とイーデン・ヴァレー地区に分か
れ、1840年代に植えられた、世界最古でなおか
つ今も実を付け続けているシラーズ、カベルネ・
ソーヴィニヨン、マタロ、グルナッシュ、リースリ
ングのブドウ樹が存在しています。
気候：バロッサ・ヴァレー 

・日照時間が長い温暖な地中海性気候です。 
イーデン・ヴァレー 
・標高が高くより冷涼な気候で、さまざまな高
度、方角、そして斜面を要因とする多様なメゾク
リマがあります。
標高：バロッサ・ヴァレー  
-  112〜597m（367 〜1,959ft.） 
イーデン・ヴァレー  
-  380〜550m（1,247 〜1,804ft.）

ここで特集動画「バロッサ・シラーズ」を
再生しましょう。

特 集 動 画

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳しいバロッサのプログラ
ムをご覧ください。

補完プログラム



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

CLARE 
VALLEY

-
-
-

標高：300〜500m (984~1640ft.)
土壌：クレア・ヴァレーには、石灰岩（ウォー 
ターヴェール地区）、古典的なテラ・ロッサの 
赤い表土、破砕したスレート（ポーリッシュ・ 
ヒル・リヴァー地区）まで、11の土壌の種類が 
確認されています。
主な品種：オーストラリア最高品質のリースリン
グの一部がここで栽培されています。この産地
の生産者たちにより、クラシックなリースリング
の味わいと、国際的評価にふさわしく、熟成に値
するワインとしての指標を作りました。その他、
シラーズとカベルネ・ソーヴィニヨンも、この産
地の注目すべき品種です。

クレア・ヴァレー
クレア・ヴァレーは、繊細な白ワインとフル・ボデ
ィの赤ワインで世界的に有名な、美しいワイン
産地です。伝統的な生産者が培った礎がありな
がら、同時に新たな試みを決して厭わずに発展
してきた産地でもあり、その歴史から影響力の
ある産地となっています。
気候：温暖で穏やかな大陸性気候。ただし、標高
と、日中の気温差、気温の下がる午後と夜間に
涼しい風が吹き込むことにより、さまざまな気候
条件と冷涼な場所が発生します。これはリースリ
ングの生育にとって特に重要な要素となります。

ここでクレア・ヴァレー リースリングの特
集動画を再生しましょう。

特 集 動 画



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

COONAWARRA

’ ’

-

-
-

主な品種：様々な種類のワインが生産されてい
ますが、カベルネ・ソーヴィニヨンがこの地域の
王者です。クナワラは、カベルネにとってオースト
ラリアで最も重要な産地のひとつです。その他
の主な品種はシラーズとメルローです。

クナワラ
南オーストラリア州のライムストーン・コースト
にあるクナワラは、細長く広がる貴重なテラ・ロ
ッサ土壌で有名な産地で、そこで造られる上質
かつ熟成に値する赤ワインで知られています。
気候：クナワラは海岸からわずか100km（62マ
イル）内陸にある地域で、穏やかに海の影響を
受ける気候で、乾燥し適度に冷涼な夏が、多く
のブドウ品種の成熟に理想的な条件をもたらし
ます。
標高：50m (164ft.)
土壌：テラ・ロッサ（赤い土）はこの地域特有の
ものはありませんが、クナワラに広がる色鮮や
かなテラ・ロッサの一帯は、オーストラリアの中
でも最も価値のある土壌です。テラ・ロッサはも
ろい粘土質もしくはローム土壌で、石灰岩の母
岩の上層部に広がっています。

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なクナワラのプログラ
ムをご覧ください。

補完プログラム



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

McLAREN 
VALE

-
-

-

土壌：マクラーレン・ヴェイルは世界で最も地質
学的にも多様な地域のひとつで、その多様な地
勢を反映するように、多種多様な土壌の種類が
存在しています。これらの土壌の共通項は、水は
けが非常によいことで、最高品質のブドウを生
産するのに理想的な条件をもたらしてくれます。
主な品種：栽培されているブドウの約90％が黒
ブドウ品種で、そのうちの3つがシラーズ、カベル
ネ・ソーヴィニヨン、グルナッシュです。さらにあ
らゆる異なるブドウ品種の栽培が盛んで、バル
ベラ、フィアーノ、サンジョヴェーゼ、ヴェルメン 
ティーノ、ジンファンデルなどの試験的栽培にも
注力しています。

マクラーレン・ヴェイル
南オーストラリアのワインの発祥の地であり、現
在のマクラーレン・ヴェイルはオーストラリアで
最も進歩的かつ環境に配慮したワイン・コミュ
ニティを持つ産地です。
気候：暖かい夏と穏やかな冬が特徴の地中海
性気候です。付近にあるマウント・ロフティとセ
ント・ヴィンセント湾が、気候を緩和する上で重
要な役割を果たしており、それらは多くのメゾク
リマとミクロクリマへの大きな要因となってい
ます。
標高：50〜250m (164~820ft.)

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳しいマクラーレン・ヴェイ
ルのプログラムをご覧ください。

補完プログラム

ここでマクラーレン・ヴェイルのオルタナ
ティブ品種の特集動画を再生しましょう。

特 集 動 画



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

MARGARET
-

-
-

RIVER 

西オーストラリア
マーガレット・リヴァー
マーガレット・リヴァーは、世界で最も新しいワ
イン産地のひとつです。 1970年代初頭に最初
のヴィンテージが造られ、瞬く間に上質なワイン
の産地として国際的な評判を築きあげました。
また、ここは世界で最も地理的に孤立したワイ
ン産地のひとつでもあり、高品質なブドウを生
産する、手付かずの自然環境を有した産地です。
気候：三方海に囲まれた強い海洋性気候を受け
る地中海性気候です。降雨量の点においてオー
ストラリアの他の度の産地よりも強い海洋性気
候の特徴を持つ産地でもあります。
標高：40〜90m (131~295ft.)

土壌：花崗岩と片麻岩を主成分とした深く水は
けの良い赤い砂利です。これらの古代の土壌は
栄養分が少なく、高品質のブドウを栽培するの
に理想的です。
主な品種：赤と白のブドウの植え付けの割合は
6:4で、この産地で最も重要なワインは、セミヨ
ンとソーヴィニヨン・ブランのブレンド、シャルド
ネ、カベルネ・ソーヴィニヨンです。マーガレット・
リヴァーのワインは優雅で洗練されていること
で知られています。

www.australianwinediscovered.com 
から、マーガレット・リヴァー プログラム
でさらに詳しい情報をご覧ください。

補完プログラム

ここでマーガレット・リヴァー シャルドネ
の特集動画を再生しましょう。

特 集 動 画



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

CANBERRA 

ACT NSW

-
-

DISTRICT

ニュー・サウス・ウェールズ州と
オーストラリア首都特別地域
キャンベラ・ディストリクト
キャンベラ・ディストリクトの多様な景観と冷涼
気候は、高品質のワインを生産するのに理想的
な条件をもたらします。この産地には、オースト
ラリア首都特別地域とニュー・サウス・ウェール
ズ州が含まれています。この比較的新しいワイ
ン産地は、高級ワインを生み出すこと首都キャ
ンベラから近距離であるということから、観光
地としての人気も一層高まっています。
気候：この地域は極端な大陸性気候で、寒く厳
しい冬と暑く乾燥した夏があります。

標高：500〜800m (1,640~2,625ft.)
土壌：土壌は主に硬い赤色の二重構造で、浅い
粘土ローム質の表土がみられます。
主な品種：この産地では、上品な冷涼気候スタ
イルのワインが生産されています。最も注目す
べき品種はリースリングとシラーズ、シラーズ・
ヴィオニエなどのブレンド・ワイン、さらにオルタ
ナティヴ品種への注目も高まっています。



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

HUNTER 
-
-
-

VALLEY 

土壌：ローワー・ハンター・ヴァレー地域の土壌
は、砂質の沖積平野から深いローム、もろい赤
色の二層土壌まで様々です。アッパー・ハンター
では、近辺の川や小川由来の黒いシルト質の 
ロームの土壌が、アルカリ性の粘土ロームの土
壌の上に広がっています。
主な品種：この地域は優れたシャルドネ、シラー
ズ、およびその温暖な気候に適したオルタナティ
ヴ品種が増加するとともに、世界品質かつ最も
ユニークなセミヨンを生み出すことで知られて
います。

ハンター・ヴァレー
ハンター・ヴァレーはオーストラリアで最初の
商業的ワイン産地であり、現在では最も有名で
かつ多くの人々が訪れるワイン産地のひとつで
す。1860年代からの、世界最古のブドウ畑を有
しています。
気候：亜熱帯気候で、海洋性の影響を受けます。
春と夏は日中温暖で湿気の多い日が続き、秋と
冬は夜間に気温が下がるのが特徴です。
標高：50〜220m (165~720ft.)

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なハンター・ヴァレー
のプログラムをご覧ください。

補完プログラム



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

ORANGE 

-
-
-
-

主な品種：オレンジは様々なスタイルのワイン
を生産できる産地です。シャルドネは特に代表
的な品種で、さわやかでエレガントなものから 
フル・ボディでリッチなものまで幅広いスタイル
のワインが存在します。その他の重要な品種は、
ソーヴィニヨン・ブラン、シラーズ、カベルネ・ 
ソーヴィニヨンです。

オレンジ
オレンジは、オーストラリアで最も標高の高いブ
ドウ栽培地域のひとつであり、プレミアムワイン
の種類が増えている冷涼気候産地で、その地勢
は死火山であるマウント・キャノボラスによって
形成されています。
気候：日中温暖で夜涼しい夏、乾燥した秋の気候
が特徴の大陸性気候で、ブドウ栽培に最適です。
標高：600〜900m (1,969~2,953ft.)
土壌：オレンジの肥沃で火山性の土壌は多様
で、その大半は粘土、ローム、まだら状に点在す
るテラ・ロッサに分類されます。



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

PENINSULA
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-
-
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MORNINGTON 

ビクトリア
モーニングトン・ペニンシュラ
オーストラリア本土の南の片隅にあるモーニン
グトン・ペニンシュラは、国内で最も冷涼なワイ
ン産地であり、小さな海辺の地域です。この地域
にある200以上のブドウ畑のほとんどは小規模
で、その多くは家族経営です。この地域はメルボ
ルンに近く、ブティック・ワイナリーが多く活躍す
る地域でもあります。
気候：三方を水域に囲まれ、オーストラリアで唯
一の、真の海洋性気候のワイン産地です。標高、
斜面の方向、海からの風などが、ブドウ畑の気
候に大きく影響を与え、あらゆるメゾクリマとミ
クロクリマを生み出します。

標高：25〜250m (82~820ft.)
土壌：黄色と茶色の土壌から、砕けやすく水は
けの良い粘土、火山性の赤い粘土、北部の肥沃
な砂質の土壌まで、多様な土壌があります。
主な品種：ピノ・ノワールは素晴らしい表現力を
魅せる花形品種です。他の重要な品種はシャルド
ネとピノ・グリ／グリージョです。ここで栽培され
ているすべての品種にある共通項は、異なる畑で
も顕著に品種の特徴が表れていることです。

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なモーニングトン・ペニ
ンシュラのプログラムをご覧ください 。

補完プログラム



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド
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RUTHERGLEN
5
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ラザグレン
ラザグレンはオーストラリアの酒精強化ワイン
の中心的な産地であり、その素晴らしいワイン
の多くは、世界中で高い評価を受けています。  
5世代目、6世代目のワインメーカーたちが、受
賞歴を誇る白、赤、酒精強化ワインを生産する、
歴史的な産地です。
気候：古典的な大陸性気候、暑い夏、涼しい冬、
そして長い乾燥した秋が特徴です。夜はビクト
リアアルプスの麓からの気流の影響で涼しくな
ります。
標高: 170 m (558 feet). 
土壌：土壌は粘土の上の赤いロームからマレー
川に近い砂浜の土壌まで多様。

主な品種：マスカットとミュスカデルから造られ
るラザグレンの酒精強化ワインはオーストラリ
ア特有のワインで、世界最高品質です。その他の
重要な品種はシラーズと、希少かつ珍しいデュ
リフという品種で、熟成に値するフル・ボディの
赤ワインを造ります。



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

VALLEY
-
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YARRA

土壌：根本的に全く異なる二つの土壌タイプが
地域の多様性を生み出します。北部地域は表土
が灰色から灰褐色の土壌で岩を多く含む赤褐
色粘土質の下層土に広がり、南部地域ははるか
に若く深い肥沃な赤い火山性土壌を特徴として
います。
主な品種：気候の多様性により、あらゆる品種
が光る産地です。ヤラ・ヴァレーは長い間シャル
ドネとピノ・ノワールで有名でしたが、さらには
有望なオルタナティヴ品種のラインナップと、世
界クラスのカベルネ・ソーヴィニヨンとシラーズ
も生産しています。

ヤラ・ヴァレー
ビクトリアのワイン産業の発祥地として知られ
るヤラ・ヴァレーは、オーストラリア有数の冷涼
産地のひとつです。その広大で多様な風景は、
伝統的な方法と全く新しい技術の両方を取り入
れているワインメーカーたちの本拠地です。
気候：地中海性の影響を受ける大陸性気候で
す。山に囲まれた、オーストラリアの冷涼気候ワ
イン産地のひとつです。標高と方角の違いによ
る数多くのメゾクリマが存在します。
標高：50〜400m (164~1,312ft.)

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なヤラ・ヴァレー プロ
グラムをご覧ください。

補完プログラム

ここでヤラ・ヴァレー・ピノ・ノワールの特
集動画を再生しましょう。

特 集 動 画



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド
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TASMANIA

主な品種：タスマニアは、自然かつエレガント
で、風味豊かな香り高いワインを生産するのに
理想的な栽培条件を誇ります。リースリング、シ
ャルドネ、ピノ・ノワールが最も重要で、特に冷
涼な気候で育ったシャ  ルドネとピノ・ノワールの
大部分は、スパークリング・ワインに使われてい
ます。

タスマニア
タスマニアの手付かずの島はオーストラリアで
最も冷涼な気候のワイン産地のひとつです。近
代的なワイン産業は1970年代後半に始まり、す
ぐに世界的な評判を築き上げました。
気候：オーストラリアで最も寒冷なワイン産地で
す。南西沖の西風の影響を受けており、穏やか
な海洋性気候です。
標高：0〜80m (0~262ft.)
土壌：土壌の種類は極めて多種多様です。低い
斜面では、ブドウ畑の土壌は古代の砂岩、泥岩、
火山由来の土壌から形成されています。砂岩と
片岩がダーウェント・ヴァレーにみられます。泥
炭性の沖積土および砂質の低腐植土がコール・
リヴァー・ヴァレーに分布しています。 パイパー
ズ・リヴァーの土壌は深く、水はけの良い、砕け
やすい土壌です。一方、テイマー・ヴァレーは粘
土と石灰岩の基盤の上に砂礫質の玄武岩がみ
られます。

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なタスマニアのプログ
ラムをご覧ください。

補完プログラム



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

NOTEWORTHY

VARIETIES
AND STYLES

マルチ・リージョナルブレンド
マルチリージョナルブレンドは、バラン
スの取れた、一貫性のあるワインを生
産するため、複数の産地から最高品
質のブドウを集めブレンドしたワイン
です。これは長い間、オーストラリアの
ワイン醸造の歴史の中でも革命的な
一部でもありました。産地の強みを利
用し、ワインメーカーたちがヴィンテー
ジによる誤差を狭めながら独自のワ
インスタイルを確立させたのです。

知っていましたか？

 – オーストラリアで有名なワイン産地
を挙げてみましょう。

 – それぞれの産地の有名な品種とワ
インスタイルを挙げてみましょう。

 – オーストラリアのワイン産地に対す
る認識は、どのように変わりました
か？

 – なぜバロッサ・ヴァレーのワインは、
モーニングトン・ペニンシュラのワイ
ンと違うのでしょうか？

ディスカッションポイ
ントの提案
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SPARKLING WINE:
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RIVALING THE
WORLD’S BEST

スタイルと特徴
オーストラリアは、3つの主要なスパークリング・
ワインのスタイルを生産しています。オーストラ
リアのスパークリング・ワインの大部分は、シャ
ルドネとピノ・ノワールから生産され、最も一般
的なスタイルはこれら2品種のブレンドです。一
部のワインメーカーはまた、ブラン・ド・ブラン（フ
ランス語で「白の中の白」）として呼ばれる単一
品種（100％）のスパークリング・シャルドネを生
産しています。オーストラリアのブラン・ド・ブラン
は、エレガントで豊潤な味わい、フローラルな香
り、辛口で力強い酸のあるスタイルです。熟成を
経たブラン・ド・ブランは、澱とともに長期間熟成
させた他のスパークリング・ワインと同様に、トー
ストのような味わいを醸し出すことがあります。
また、ブラン・ド・ノワールとして知られる単一品
種（100％）のスパークリング・ピノ・ノワールを
造る生産者もいます。
ピノ・ノワールに加えて、オーストラリアのワイン
メーカーは、シャルドネとピノ・ムニエをブレンド
することもあります。ピノ・ノワールやピノ・ムニ
エなどの赤の品種をブレンドしたスパークリン
グ・ワインは、よりフル・ボディの傾向があり、シャ
ルドネのみで作られたものよりもデリケートな
赤い果実の味わいを呈します。

スパークリング・ワイン
オーストラリアは19世紀後半からスパークリン
グ・ワインを生産しています。現在では、さまざま
なスタイルのスパークリング・ワインの世界有数
の生産国のひとつとなりました。冷涼気候や標
高の高い産地で生産される名声を誇るスパーク
リング・ワインは、お祝いの機会にも相応しいワ
インとして選ばれています。
スパークリング・ワインは、オーストラリアワイン
産業の総生産の中では少量ではあるものの重
要な部分であり、消費者の関心を引くニッチ市
場です。ここ数年で、スパークリング・ワインの消
費量は著しく伸びています。

テイスティングの時間
ここで用意したワインを
試飲し、話し合ってみまし
ょう。



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

REGIONSSTYLES AND

CHARACTERISTICS

3

KEY 

主な産地
溌剌としフレッシュなプロセッコから、複雑でパ
ワフルな伝統製法（メトード・トラディショナル）
スタイルまで、オーストラリアのスパークリング・
ワインは素晴らしいワイン産地と腕の立つワイ
ンメーカーの手に委ねられています。
アデレード・ヒルズ： 
標高の高さによって、スパークリング・ワイン用
のシャルドネとピノ・ノワールに重要な酸を保
ち、果実味を活かすのに理想的な条件がもたら
されます。キリッとした冷涼気候のワインに繊細
さとスタイルが加わる、オーストラリアで最もエ
キサイティングなスパークリング・ワイン産地の
ひとつです。

タスマニア： 
オーストラリアのスパークリング・ワイン界の真
の花形産地です。手付かずの冷涼な環境におい
て、素晴らしい骨格とスタイルを持つワインを生
産します。大部分は伝統的製法で造られた高級
ワインです。
ヤラ・ヴァレー： 
冷涼な気候と土壌に恵まれ、ドメーヌ・シャンド
ンをはじめとする優れたスパークリング・ワイン
生産者を引き付ける魅力的な産地です。

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なオーストラリアのス
パークリング・ワインのプログラムをご
覧ください。

補完プログラム
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リースリング
リースリングはオーストラリアで長い歴史があり
ます。その始まりはごく小さなものでしたが、現
在はこの国の最も重要な品種のひとつへと成
長しました。オーストラリアは世界でもトップク
ラスのリースリング生産国であり、米国と同様、
フランスよりも高い生産量を誇っています（生産
量１位はドイツ）。
オーストラリアのほとんどのワイン産地で栽培
されていますが、特に最高品質のリースリング
は冷涼な地域から生まれています。ワイナリー
では、溌らつとした、ピュアな香りと風味をその
ままワインに閉じ込めることが重要です。その
ため多くの場合、ステンレス製のタンクでの低
温発酵や早期の瓶詰めするといった「Less is 
More(手を加えすぎない方が良い）」というアプ
ローチにつながります。
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オーストラリアのリースリングは非常に若いと
きには快活でフレッシュで飲みやすいですが、最
高品質のものではは何十年もの間熟成すること
が可能です。若いときの溌剌とした柑橘系の味
わいや香りは、熟成を伴うことにより蜂蜜、トース
ト、レモンカード（レモンを砂糖などと煮詰めた
ペースト状のもの）の風味に変化します。一方、
酸味は時間とともに柔らぎ、より滑らかな食感
とより豊かな口当たりをワインに与えます。

スタイルと特徴
オーストラリアで最も一般的なスタイルは辛口
で、オフドライや一部デザートワインも生産され
ています。

 – 辛口：細身、柑橘系、低残糖。 
 – オフドライ：酸味とバランスがとれ、より残糖

感が感じられる。
 – デザートワイン：甘口で熟成に値する、 

豊潤。
オーストラリアのリースリングは、世界でも特に
ピュアでエレガントな辛口の白ワインです。リー
スリングは酸味の強い、香り高く、ライト・ボディ
からミディアム・ボディのワインを生産します。樽
不使用のすっきりとしたワインで、フローラル系
の香りがよくみられ、強い柑橘類の香りや青リン
ゴ、そしてリンゴやオレンジの花のような特徴が
あります。
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は新鮮で儚げな繊細さがあり、そしてその多く
が見事に熟成します。フランクランド・リヴァー、
マウント・バーカー、ポルンガラップの3つの北
部地域はリースリングが特に高く評価されてい
ます。
ビクトリア南西部：冷涼で海洋の影響を受ける
地域で、グランピアンズやヘンティなどはは特に
リースリングに適しており、上質でライムの香り
のする、熟成能力の高いワインを生産していま
す。
タスマニア：島特有の冷涼気候のため、良質の
辛口リースリングの生産に最適です。典型的な
タスマニアのスタイルは、柑橘類とミネラルの特
徴、そして高レベルの自然な酸味と、すばらしく
長い余韻があります。

主な産地
キャンベラ・ディストリクト： 
豊かな冷涼気候ワイン文化の宝庫で、特にリー
スリングが白ワインを牽引しています。一般的に
爽やかで辛口のスタイルが多いが、オフ・ドライ
のスタイルも再流行しつつあり、これらのワイン
には素晴らしい熟成のポテンシャルがあります。
クレア・ヴァレー：オーストラリアでも最高峰の
リースリングを生み出し、クラシックなスタイル
のリースリングの味わいの指標と、国際的に評
価に値する熟成にふさわしいワインの基準を打
ち立てました。典型的なスタイルはミディアム・
ボディ、果実味の豊かさと余韻に持続する酸味
が特徴です。
イーデン・ヴァレー：この土地の特徴であるスレー
ト、ミネラルの特徴と強いライム果汁の風味、華
やかなフローラル系のアロマ、そして強く凝縮し
た味わいが感じられます。優れたイーデン・ヴァ
レーのリースリングは、熟成のピークに至る前
で10年もしくはそれ以上かかることもあります。
グレート・サザン：典型的なハーブのニュアンス
と柑橘類の風味で、非常に凝縮したリースリン
グを生産することで知られています。若い時に

www.australianwinediscovered.com 
からさらに詳細なリースリングのプログ
ラムをご覧ください。

補完プログラム
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セミヨン
真のオーストラリア・オリジナル
セミヨンはオーストラリアで長い歴史を持ち、繊
細かつ汎用性の高いブドウです。オーストラリア
では、セミヨンがあらゆるスタイルのワインとし
て造られています。この象徴的な白ワインが特
にエキサイティングである理由の一つに、その長
期熟成のポテンシャルがあります。それによりワ
インメーカーには、様々な表現を試す時間がそ
の分長く与えられます。また、オーストラリアで最
も賞賛されている甘口ワインの一つである、ボト
リティス「貴腐」に適し  ている数少ないブドウ品
種のひとつです。
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セミヨンのブレンド
新鮮で繊細なセミヨンは、ワインメーカーにとっ
て魅力的な真っ白いキャンバスです。シャルドネ
や最も一般的にはソーヴィニヨン・ブランなど、
他の品種とブレンドされることにより、香りや味
わい、そして風合いに影響を与えてくれます。
セミヨンとソーヴィニヨン・ブランはもともとお
互いを補完し合う関係にあります。味わいと丸
みを持つセミヨンと、よりシャープで簡素な印象
のソーヴィニヨン・ブランが合わさり、二つを合
わせた以上に素晴らしい結果を生み出す事が
できます。このブレンドは広く一般的に受け入れ
られているスタイルで、フレッシュで爽やか、エレ
ガントかつ果実味主体です。一般的には早飲み
スタイルに造られています。

スタイルと特徴
オーストラリアのセミヨンには4つの特徴的なス
タイルがあります：

 – 樽不使用
 – 樽使用
 – ブレンド（樽不使用あるいは樽使用）
 – デザートワイン

典型的に、セミヨンはライトからミディアム・ボデ
ィの辛口ワインで、さわやかで若い状態のうち
にすぐに楽しむことができます。主に柑橘類、青
リンゴやハーブの風味を持っています。さらにま
た、多くセミヨンは長期熟成することも可能で、
熟成によりトーストや蜂蜜の風味を発達させる
ことができます。樽発酵、樽熟成したものは、よ
り豊潤になる傾向があります。デザート・ワイン
のセミヨンは、豊潤で肉厚、そして蜂蜜のような
風味を持っています。
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マーガレット・リヴァー： 
セミヨンとソーヴィニヨン・ブランのブレンドは、
マーガレット・リヴァーが得意とするスタイルです。
トロピカルフルーツ、レモン、そして鮮烈なハーブ
や草のような香りなどが特徴的で、その溌らつ
とした個性で知られています。
リヴァリナ： 
オーストラリアの量産性のデイリーユースのワ
インの大部分を生産する地域であり、また、甘美
で凝縮した、複雑な貴腐セミヨンのデザートワ
インの本拠地でもあります。

主な産地
バロッサ・ヴァレー： 
樽発酵される事もよくありより熟した豊潤なタ
イプが多い中、最近では消費者の味覚がよりさ
わやかで新鮮な白ワインにシフトしていること
を受け、より軽やかで繊細なスタイルを目指して
早期に収穫し、樽の使用を避けるバロッサのワ
インメーカーも増えています。
ハンター・ヴァレー: 
ハンター・ヴァレーのセミヨンは20年以上も優
雅に熟成することのできる、ワインの世界でも
特にユニークな存在です。全く樽を使用しない
にも関わらず、若い時にはキリリと爽やかな白
ワインが、熟成を経て深い黄金色をした、ナッツ
や蜂蜜、麦わらなどの味わいへと変化し、まるで
樽で熟成させたような複雑なワインへと変貌を
遂げます。

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なセミヨン・ソーヴィ
ニヨン・ブランのプログラムをご覧くだ
さい。

補完プログラム
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シャルドネ
典型的なオーストラリアのシャルドネ、というも
のはありません。オーストラリアで最も栽培され
ている白品種で、オーストラリアの白ワインの生
産の半分以上を占めています。オーストラリアに
は、世界最古のシャルドネの樹もいくつか存在し
ています。また、最近ではスパークリング・ワイン
用のクローンも栽培されています。
シャルドネは、育った気候や土壌によって生命
を吹き込まれ、ワインメーカーの手腕によってあ
らゆる表現するものへと精巧に仕上げられてま
す。ここ10年の間に、醸造過程で人的介入を減
らし、より栽培に注力する事により、畑と産地の
純粋な個性がそのままワインに残すやり方が注
目され、　ワインスタイルに大きく影響を与えて
来ました。1980年代、90年代にかけてその多く
がオークの風味の強い、ビッグなスタイルで知
られていたオーストラリアのシャルドネは、現在
のシャルドネはより酸味が豊かで引き締まった
スタイル、そしてエレガンスさを特徴とします。
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主な産地
シャルドネは、事実上オーストラリアの全てのワ
イン産地で栽培されています。それはヤラ・ヴァ
レーやタスマニアなどの冷涼気候の地域から、
マーガレット・リヴァーなどの地中海性気候にま
で至ります。バロッサ・ヴァレーやハンター・ヴァ
レーなどより温暖な気候では、冷涼気候産地の
それとは対照的な、豊潤で熟したスタイルのシャ
ルドネを引き続き産出しています。
アデレード・ヒルズ： 
この標高の高い産地では、酸のもたらす骨格に
よる熟成力を誇る、エレガントで質感のある細
身のシャルドネが生み出されており、その品質
は、世界最高峰の冷涼気候スタイルのシャルド
ネに匹敵するものです。
ハンター・ヴァレー： 
かつてはオークの影響の強い、濃厚でバターの
ようなワインが主流でしたが、過去15年ほどで、
生産者たちはしっかりとした味わいのスタイル
は守りつつも、樽の使用を控えめにし、マロラク
ティック発酵も控えめに行うようになってきてい
ます。味わいの幅は白桃から柑橘類まで幅広く、
スレートのような酸味を伴います。

スタイルと特徴
オーストラリアには大まかに言って３つの幅広
いスタイルのシャルドネがあります。

 – 樽不使用：フレッシュ、フローラル、活き活き
とした、スリムな。

 – 樽使用：フル・ボディ、滑らか、クリーミー、複
雑、トースト。

 – スパークリング：辛口、エレガント、うま味の
ある。

汎用性の高いシャルドネは、育った畑の個性を
ワインにそのまま表現する事もできれば、醸造
家のための白いキャンバスになる事もできます。
オーストラリアのワインメーカーたちは、細身で
ライト・ボディの冷涼気候スタイルから、温暖気
候のより豊潤で熟したスタイルのものまで、この
品種の持つあらゆる味わいと特徴を活かしてい
ます。
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ヤラ・ヴァレー： 
酸のレベルを高く保つため、ブドウは糖度の低
いうちに早めに収穫されることが多いです。香り
と風味は柑橘類や核果、ミネラル感を感じさせ、
フローラルな香りも感じられます。熟成ともに、
イチジクの魅力的な味わいへと発達することも
あります。

マーガレット・リヴァー： 
この産地の高級ワインは、世界でも最高峰のワ
インです。シャルドネには熟した果実味と深みの
ある味わい、丸みのある質感と、清々しい酸味
がワインに骨格を与え、ワインを優雅に熟成へ
と導きます。
モーニングトン・ペニンシュラ： 
樽を使用しないデリケートなものから、豊潤で
複雑味のあるミディアム・ボディのものまで幅広
いスタイルがあります。典型的な味わいとして、
メロン、柑橘類、イチジクなどが見られます。地
域の冷涼気候がもたらす素晴らしい自然の酸
度により、引き締まった骨格がしっかりと感じ取
れるワインが生み出され、この地域のワインの
スタイルとして認識されています。
タスマニア： 
タスマニアの冷涼な気候と適切な土壌は、シャー
プな自然の酸味と、洗練された風味を備えた、
辛口でエレガントなシャルドネを生み出します。
樽を使用せず、過度な果実味も感じさせない、
引き締まったエレガントなワインです。また、シャ
ルドネは、高級スパークリング・ワインの生産に
も使用されています。

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細のシャルドネのプログ
ラムをご覧ください。

補完プログラム
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ピノ・ノワール
ピノ・ノワールは、オーストラリアで最も冷涼な
地域のいくつかで盛んに栽培されています。商
業的ワイン界では比較的遅参者でしたが、現在
では欠かすことのできない品種となりました。ワ
インメーカーたちがオーストラリア独自のスタイ
ルを追求したことで、ピノ・ノワールはオーストラ
リアの重要な赤ワインの中で、重要な存在となっ
たのです。
ピノ・ノワールは最も栽培が困難なブドウ品種
の一つですが、相応しい土地で細心の注意を 
払って栽培され、ワイナリーにおいて確かな技
術を持って取り扱うことにより、繊細さとフィネ
スを持った素晴らしいワインを生み出すことが
できます。多様なクローンを活用することにより
品質と複雑さが向上につながっています。ディ 
ジョン・クローンは、オーストラリアの多様なワイ
ン産地に特に適していると、広く認識されていま
す。オーストラリアの生産者たちが技術の向上
に勤しむにつれ、オーストラリアのピノは着実に
世界の舞台へと前進しています。
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ピノ・ノワールは、単一品種のスティル・ワインだ
けでなく、伝統製法のスパークリング・ワインに
使用される3種類の品種のひとつです。オース 
トラリアで栽培されているピノの約半分は、ス 
パークリング・ワインとして使用されています。

スタイルと特徴
ピノ・ノワールの栽培、醸造は非常に困難です。
ピノ・ノワール作りに成功するということは、す
なわち繊細さとフィネスを持ち合わせるプレミ
アムワインを作り上げるということです。ピノ・ノ
ワールは産地の特徴の影響を受けやすい品種
ですが、オーストラリアのトップ・クオリティのピ
ノ・ノワールは通常ライトからミディアム・ボディ
で、本質的に引き締まったスタイルです。
オーストラリアのピノ・ノワールは、若いうちは上
質なチェリーやレッドベリーの味わい、ハーブの
ニュアンスを有します。その質感はしばしば絹や
サテンのように柔らかく、ライトからミディアム・
ボディのスタイルが最も一般的です。熟成するに
つれて、オーストラリアのピノ・ノワールの中に
は、クラシックなピノ・ノワールの特徴とも言え
る土壌や苔などの風味豊かな特徴が発達し、新
たな側面を発達させるものもあります。
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KEYREGIONS 

タスマニア： 
島の冷涼な気候が高品質のピノ・ノワールの生
産に理想的です。典型的なスタイルは、繊細な 
チェリーやイチゴの味わいで、ライト・ボディから
ミディアム・ボディです。
ヤラ・ヴァレー： 
この産地では標高や方角の違いを活かした様
々な表現が生み出されています。典型的なス 
タイルはライト・ボディからミディアム・ボディで、
チェリー、ストロベリー、プラムなどの味わいを
伴います。特に冷涼な気候で育った果実はス 
パークリング・ワインに使用されます。

主な産地
ピノ・ノワールはオーストラリアの中でも最も冷
涼な産地で良く育ち、エレガントで引き締まった
ワインが生産されています。
アデレード・ヒルズ： 
標高の高さと冷涼な気候を生かした、南オー 
ストラリアで重要なピノ・ノワールの産地です。 
ピノ・ノワールはスティルの赤ワインとスパーク
リング・ワインの両方に使用されています。ワイ
ンはミディアム・ボディが多く、より豊潤で熟した 
チェリーやベリーの味わいを持ちます。
モーニングトン・ペニンシュラ： 
この冷涼な海辺の産地のピノは典型的にはミ
ディアム・ボディが多く、溌剌とした品種の特徴
であるイチゴやチェリー、そしてジューシーな酸
味が骨格を与えています。 www.australianwinediscovered.com 

から、さらに詳細なピノ・ノワールのプ
ログラムをご覧ください。

補完プログラム
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GRENACHE:
REBIRTH OF 
A CLASSIC 

-

-

-

-

グルナッシュ
グルナッシュはオーストラリアで最初に植樹さ
れた品種のひとつで、温暖で乾燥した南オース
トラリア州の気候の中で繁栄しました。しかし、
初期の頃はそのポテンシャルを見落とされてお
り、主に馬車馬的なブドウとして使用され、酒精
強化ワインと伝統的なブレンドの骨格を形成し
ました。
現在ワインメーカーたちは、グルナッシュがもた
らす、熟したスパイシーなチェリーとラズベリー
の特徴の美しい個性を認識しています。オース
トラリアは、世界最古のグルナッシュのブドウ樹
を誇り、その樹齢は1850年にまで遡ります。そ
れは信じ難いほどに素晴らしいワインを生産す
る、貴重なオーストラリアの資源です。
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REGIONS

現在、グルナ
ッシュのスタ

イルは

リッチで強い
ものから軽く

鮮やか

なものまで多
様

KEY 

-
-
-

GSM

GSM

STYLES AND
CHARACTERISTICS

サ・ヴァレーとマクラーレン・ヴェイルでは、トッ
プ・レベルのグルナッシュが生み出されていま
す。ではどちらの産地が本当のナンバー・ワンな
のか、というテーマは、活発に議論されています。
バロッサ・ヴァレー：温暖な気候条件と涼しい夜
がワインに重みと豊かな果実味を与え、ミディア
ム・ボディからフル・ボディの豊かな質感と赤い
果実、土壌や白コショウの香りを持つワインを
作り出します。GSMブレンドには古樹のグルナッ
シュがよく使用され、スパイシーで皮革のような
香りを持つ、力強く複雑な熟成に値するワイン
です。
マクラーレン・ヴェイル：古いブドウ畑が多く散
在している産地で、ミディアム・ボディからフル・
ボディの豊かな質感と熟したジューシーな果
実、スパイスのニュアンスを持つワインを作り出
します。GSMは一般的にフル・ボディで、ジュー 
シーな口あたり、上質なビロードのような滑ら
かなタンニン、そして長い余韻が特徴です。

スタイルと特徴
グルナッシュは、時に温暖気候のピノ・ノワール
と呼ばれることがあり、色の淡い、香り高いエレ
ガントな赤ワインを作ります。風味を欠くことな
く、それでいてフレッシュで生き生きとした果実
とバランスのとれた骨格を作ります。現在、オー
ストラリアのグルナッシュにはさまざなスタイル
があり、濃厚で味の濃いワインからより軽やかで
溌剌としたスタイルまで様々です。大変エレガン
トな赤ワインで、食事に合わせやすく、とても飲
みやすいワインです。
グルナッシュは汎用性の高い品種で、いくつか
の異なるスタイルに使用されます:

 – 辛口の単一品種の赤ワインとして。
 – ブレンドワインの一部として、特にGSMとし

て、シラーズ、ムールヴェドレとのブレンドによ
く使用されます。

 – ロゼとして。
 – 酒精強化ワイン、特にトゥニースタイルとして。

主な産地
グルナッシュは温暖な気候を好む品種で、また、
樹齢を重ねることにより品質が上がります。オー
ストラリアで最も古いワイン産地であるバロッ

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なグルナッシュのプロ
グラムをご覧ください。

補完プログラム
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SHIRAZ:
AN AUSTRALIAN LEGEND

-

-
4 1

-

-

シラーズ
シラーズはオーストラリアを象徴するブドウとし
て、また最も有名なワイン輸出品として確固と
した地位を確立しています。果実が熟成しづら
い一部の冷涼地域を除き、オーストラリアのほ
ぼ全てのワイン産地で栽培され、全ワイン生産
量のほぼ４分の１を占めています。手頃な価格
で飲みやすいものから世界でも最高クラスの、
壮大かつ熟成に値するクラシックなものまで、
ありとあらゆるスタイルのワインを見つけること
ができます。
シラーズはオーストラリアで最初に植樹された
ブドウ品種の一つで、現在オーストラリアには世
界最古で現在も継続的に実を付け続けている
シラーズが存在し、中には1843年にまで遡る畑
も存在しています。オーストラリアは19世紀にフ
ランスのシラーという名前に代わって、シラーズ
という名前を採用しました。
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STYLES AND 
CHARACTERISTICS

-
-
-

GSM

AGED

-

オーストラリアのシラーズはまた、優秀なブレン
ドパートナーでもあります。代表的な例として:

 – GSM。GSMとは、シラーズの「S」、グルナッシ
ュの「G」、マタロ（ムールヴェードル）の「M」
です。 

 – シラーズ・カベルネ。オーストラリアで発祥し、
人気を博したスタイルです。 

 – シラーズ・ヴィオニエ。ヴィオニエをブレンド
することにより香りが高まり、しなやかな質
感が得られます。

スタイルと特徴
シラーズはミディアム・ボディからフル・ボディ
の、味わいや骨格の異なるワインを作り出しま
す。その違いは産地や気候、ブドウの樹齢、醸造
技術などによるものです。
伝統的な温暖気候スタイルのシラーズは多くの
消費者に親しまれています。ガツンとした力強
い味わいと、ジューシーでジャムのような果実
味、熟したタンニンが与える滑らかな質感、そし
て高いアルコール度、これら全ての要素がバラ
ンスよく纏まっています。その一方で、より冷涼
な気候で作られたシラーズを受け入れる消費
者も多く、これらはよりエレガントで品種の個性
をありのままに生かしたスタイルで、産地特有
の個性がより分かりやすく反映されています。ま
た、食事と合わせるにも理想的なワインです。
オーストラリア最高峰のシラーズは、長期間に
わたり優雅に熟成することができます。若い時
にみられる豊かな果実味は、ワインの熟成とと
もに、スパイス、茶葉、タール、甘草、大地のよう
な、より複雑な香りへと発達します。

オーストラリアのワインメーカーの中に
は、ユニークなスパークリング・シラーズ
を作る生産者もいます。一般的によく使わ
れるシャルドネやピノ・ノワールの代わり
にシラーズをベースとしています。赤いス
パークリング・ワインはどの赤ワイン品種
でも作ることができますが、シラーズが最
も一般的に使われています。

知っていましたか？
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KEYREGIONS 

グランピアンズ: 深い紫色の、エレガントで旨味
のあるスパイシーなシラーズを生み出します。洗
練された冷涼気候のシラーズの持つべきもの全
てを兼ね備えています。
ハンター・ヴァレー: 温暖で湿気の高いこの産地
では、以前はビッグで力強いシラーズが主流で
したが、現在ではよりミディアム・ボデイで旨味
のある、食事に合わせやすいワインへと変化し
つつあります。
マクラーレン・ヴェイル: 温暖な気候でフル・ボ
ディのブルーベリーやチョコレートの特徴を持
つシラーズを生産しています。
マウント・バーカー: グレート・サザン地域の小
区域で、この産地のシラーズは典型的に滑らか
でエレガント、ミディアム・ボディで、甘草、ブラッ
クチェリー、コショウのようなスパイスのニュアン
スを伴います。

主な産地
アデレード・ヒルズ: 南オーストラリア州のビッ
グで力強い赤ワインとは著しく対照的なワイン
を作ります。海洋の影響を受ける冷涼気候の産
地では、控えめなアルコール度数、香り高いコシ
ョウとスパイスの香り、そして上質なタンニンと
酸を持つシラーズが生産されています。
バロッサ・ヴァレー: 温帯の地中海気候の恩恵
を受け、味わいと個性あふれる力強いシラーズ
を生み出します。
キャンベラ・ディストリクト: 冷涼気候の産地で、
パワフルでありながらエレガントで申し分のな
いバランスと、風味あふれるシラーズを生み出
します。
クレア・ヴァレー: ブラックベリー、プラム、甘草
の風味を持ち、柔らかな質感でフル・ボディ、豊
潤な質感のある新鮮なシラーズです。
イーデン・ヴァレー: バロッサ・ヴァレーに隣接す
る、より冷涼な気候の地域で、ミディアム・ボディ
からフル・ボディのクラシックなブラックベリー、
ブルーベリー、セージ、コショウのニュアンスの
あるシラーズが造られています。

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なシラーズプログラム
をご覧ください。

補完プログラム
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CABERNET SAUVIGNON:

- 3
-

-

-

POWERFUL AND 
AGE-WORTHY

カベルネ・ソーヴィニヨン
深い色をしたカベルネ・ソーヴィニヨンは、オー
ストラリアで３番目に栽培されているブドウ品
種で、オーストラリア・ワインの遺産にとって欠か
せない品種です。色の濃さ、酸味とタンニンの強
さ、そして何十年も熟成できる品種として知ら
れています。オーストラリアワイン史上において、
数多くのシーンで歴史的、あるいは成功するワ
インとして名を連ねる品種となりました。カベル
ネ・ソーヴィニヨンは様々な気候で成熟するこ
とができる晩熟品種で、特に温暖あるいは冷涼
の乾燥した産地が適しています。



オーストラリアワインの基礎  /  エデュケーター・ガイド

STYLES AND 
CHARACTERISTICS

-
-
-

AGED

オーストラリアのカベルネは他の多くのワイン
と比較しても熟成力のあるワインで、その本来
の風味を開花させるためには、熟成が必要な場
合もあります。高品質なカベルネの例を挙げる
と、タンニンよる骨格、凝縮感、何十年にものぼ
る熟成力と、それに伴って生まれる複雑さがあ
ります。 
若いカベルネ・ソーヴィニヨンには、堅牢なタン
ニン、高い酸味、そしてカシス、ブラックベリー、
ハーブなどの味わいがあります。ワインが熟成す
るにつれてタンニンが和らぎ、まろやかで滑らか
になり、スギ、タバコ、大地、醤油やココアなどの
特徴を呈します。

スタイルと特徴
オーストラリアはフル・ボディで凝縮したカベル
ネ・ソーヴィニヨンで知られていますが、ミディ
アム・ボディでタンニンが主体となるスタイルの
ワインも生産しています。単一品種のヴァラエタ
ル・ワインとしても、クラシックなブレンドの主要
品種としても成功しています。カベルネのブレン
ド・ワインの中には、ワインメーカーたちがこれ
ぞオーストラリア独自のブレンドとして誇る、風
味豊かなカベルネ・シラーズが含まれます。
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KEYREGIONS 

ラングホーン・クリーク： 
海洋の影響を受け、カベルネ・ソーヴィニヨンの
生産に適した気候です。フル・ボディで豊潤、味わ
い豊かなワインで、柔らかなタンニンと熟した黒
い果実の風味を持ちます。また、オーストラリア
の典型的なブレンドワイン、シラーズ・カベルネ
は、ラングホーン・クリークの代表的なスタイル
でもあります。
マーガレット・リヴァー： 
やや温暖な産地で、ミディアム・ボディからフル・
ボディのクナワラよりも豊潤で丸みのある質感
のワインを生産しています。果実味と酸味、明確
なタンニンの骨格が、驚くほどに見事なバランス
を魅せます。ブルーベリーなどの黒い果実や月
桂樹の葉、ブーケガルニやドライハーブのアロマ
などが特徴です。

主な産地
カベルネ・ソーヴィニヨンの素晴らしさはオース
トラリア全土に見られ、カベルネの品種の特徴
は、どの産地でも際立っています。が、中でも特
に３つのワイン産地が、象徴的かつ世界クラスの
カベルネ・ソーヴィニヨンの産地としての地位を
確立しています。
クナワラ： 
穏やかな海洋の影響を受ける気候で、パワフル
で複雑かつ強い風味のカベルネで知られていま
す。ミディアム・ボディからフル・ボデイの力強いワ
インで、黒スグリ、桑の実、プラム、ブラックベリー、
ダークチェリーなどの凝縮した味わいを持ちま
す。ミントやユーカリ、カシスなどのクラシックな
風味も感じられます。 www.australianwinediscovered.com 

から、さらに詳細なカベルネ・ソーヴィニ
ヨン・プログラムをご覧ください。

補完プログラム

ここでマーガレット・リヴァーのカベルネ・
ソーヴィニヨンの動画を再生しましょう。

特 集 動 画
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ALTERNATIVE 
VARIETIES: 

INNOVATION AND 
DIVERSITY

-

-

-
4

オルタナティブ品種
イノベーションと多様性
オーストラリアのワインメーカーたちは、想像力
と好奇心にかき立てられ、多くの南地中海の品
種のワイン造りに成功しました。これらの品種
はオーストラリアの気候、食とライフスタイルに
非常によく適していて、毎年オーストラリアに植
えられるブドウ品種の数は増え続けています。
オルタナティブ品種はオーストラリアのワイン用
ブドウ畑の内、まだ僅か4％にすぎませんが、す
でに世界中の評論家や愛飲家の注目を集めて
います。

1800年代の植民地時代に最初のブドウ栽培者
たちがブドウを植えて以来、新しい試みを厭わ
ない精神は、オーストラリアのワインに活かされ
てきました。ですがオルタナティヴ品種への渇望
は、今まさに始まったばかりです。創造性に富ん
だ生産者が常に新しいものを求める消費者か
らのニーズに応える形として、今オルタナティヴ
品種からワインを造ることは、ビジネス上で非
常に賢明な判断とされています。
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VARIETIES 
ON THE RISE

: : :

: : :

急上昇中の品種
フィアーノ（イタリア）

 – 特徴：オーストラリアのフィアーノは、アロマ
テックかつフレッシュ、そしてレモンやグレー
プフルーツ、ピーチ、ヘーゼルナッツ、アプリ 
コットまで幅広い果実味と味わいを持ちます。
粘性と質感があり、深みのある味わいです。

 – 主な産地：マクラーレン・ヴェイル、クレア・ヴァ
レー、ハンター・ヴァレー、グラニット・ベルト。

グリューナー・ヴェルトリナー（オーストリア）
 – 特徴：グリューナー・ヴェルトリナーは自然な

酸味と柑橘類の果実味により、アロマティック
さと爽やかさの見事なバランスを持ちます。
極辛口で、旨味があり、ややフルーティです。

 – 主な産地：アデレード・ヒルズ、キャンベラ・ 
ディストリクト

ネッビオーロ（イタリア）
 – 特徴：オーストラリアのネッビオーロには、 

ピュアな果実味がフレッシュなものからパワ
フルで熟成したようなスタイル、そして実際
熟成可能なスタイルまで、さまざまな表現が
あります。ネッビオーロの特長と言われる 

「タールと薔薇」の香りはほとんどの例に共
通してみられ、ほとんどのワインに強いタン
ニンと酸があります。

 – 主な産地：キング・ヴァレー、モーニングトン・
ペニンシュラ、ビーチワース、ヤラ・ヴァレー、
アデレード・ヒルズ、マクラーレン・ヴェイル、
クレア・ヴァレー

ネロ・ダヴォラ（イタリア）
 – 特徴：オーストラリアでは、ほとんどのネロ・

ダヴォラはミディアム・ボディのワインとして
生産されます。フレッシュな自然の酸味、たっ
ぷりとしたタンニン、そしてうま味のあるキレ
味があり、食事にもとても合わせやすいワイ
ンです。

 – 主な産地:リヴァーランド、マレー・ダーリン、
マクラーレン・ヴェイル
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サンジョヴェーゼ（イタリア）
 – 特徴：オーストラリアのサンジョヴェーゼには

プラムやチェリー、ハーブの香りがあります。
味わいには引き締まったタンニンによる骨 
格が感じられ、プラム、チェリー、サワー・チェ
リーの味わいが重なります。

 – 主な産地：キング・ヴァレー、マクラーレン・ 
ヴェイル、ビーチワース

ヴェルメンティーノ（イタリア）
 – 特徴：オーストラリアのヴェルメンティーノ

は、繊細な香りとフレッシュで余韻のある味
わいが魅力です。ワインのスタイルはフレッ 
シュなものから質感のあるものまで様々で
す。味わいには、アーモンド、ライム、グレープ
フルーツ、青リンゴ、そして典型的な特長とし
て潮風のような香りがあります。

 – 主な産地：マクラーレン・ヴェイル、リヴァーラ
ンド、ハンター・ヴァレー、キング・ヴァレー

ラベル表示法
ワインが単一品種のワインとしてラベ
ル表記されるためには、その単一品種
が含まれるべき最低量について、全て
のブドウ品種に規定が適用されます。
オーストラリアでは、少なくとも85％が
単一と表記されるブドウ品種が含まれ
ていなくてはいけません。 
この割合は、国によって異なり、例えば
アメリカでは75％、EUでは85％です。

知っていましたか？

www.australianwinediscovered.com 
から、さらに詳細なオルタナティブ品種
プログラムをご覧ください。

補完プログラム
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オーストラリアワイン：作られている
国そのものと同様に多様なワイン
オーストラリアワインは、唯一無二のものです。
この国の独特な風土、気候、そして土壌は、情熱
的かつ強硬な独自路線を行く、ワインメーカー
とブドウ栽培家たちの本拠地です。オーストラリ
アワインは、その多様性、創造性、真正性、品質
によって定義づけられ、生産者たちが美味しい
ワインを作ろうと、何世代にも渡って重ねてきた
新たな技術や品種、スタイルの試みによる経験
が活かされています。
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今日、こういったワインは今までにないほど素晴
らしく、フレッシュさ、自然な酸味、バランスと産
地の特徴に重点を置いています。若い産地が成
熟していく一方で、歴史あるワイン産地は進化し
てゆく。オーストラリアのワイン・シーンの今後、
ますます品質と多様性はこれまで以上に向上し
ていくのみです。



あ り が と 
うござ い まし た


