
ドイツワインとアジア料理の

HARMONY



3

ドイツワインとアジア料理の

HARMONY
目次
はじめに

ドイツのワイン品種

レシピ

ドイツワインの生産地

ドイツワインの生産地と地図

4-5

6-7

8-39

40-44

45

Harmony between German Wines and Asian Cuisines
Copyright © Deutsches Weininstitut
All rights reserved.



4 5

はじめに：
ドイツワインとアジア料理のペアリングが奏でるハーモニー

アジア料理と最高に相性が良いワインとは、アルコール含量があまり高くなく、柔らかなタンニンとク
リスプな酸味を備え、適度な甘みの残るワインです。こうした特徴は全て、アジア料理の持つ酸味、甘
味、旨味、スパイシーさとのバランスを取るうえで欠かすことのできない要素です。その意味で、ほと
んどのドイツワインはアジア料理と相性がとても良いといえます。そしてこの最高の組み合わせを可能
にしているのが、冷涼産地ドイツのワインが持つ優雅なアロマと清涼感なのです。

多彩な食材と豊かな風味が特徴の中国料理や和食とのペアリングには、その料理の調理法や味付けに
合わせてワインを選ぶことが大切です。そうすることで、より効果的なペアリングを柔軟に引き出すこ
とができ、大いに味覚を刺激することになります。なぜこの方法が良いのかというと、それぞれの料理
の濃厚さや風味は、食材そのものよりも、調理法や味付けによって決まるからです。この点を踏まえ、
和食と中国料理の 5 つの基本的な調理法や味付けをご紹介し、それぞれに最適なドイツワインをご提
案いたします。

蒸し料理
蒸し煮や煮込み、蒸し物は、食材がもつ本来の味を引き立たせる調理法で、出汁や酒を加えることで、
あっさりしつつも芳醇な旨味が続きます。例えば、中国料理のハタのスープ蒸しや和食のあさりの酒蒸
しには、軽やかな口当たりで爽やかなヴァイスブルグンダー、グラウブルグンダー、リースリング・ゼ
クトなどの白ワインが大変よく合います。これらのワインの持つ酸味が料理の自然な風味を引き立てる
一方、十分な果実味は、それぞれの料理が持つ風味の繊細なバランスを包みます。

しょう油味の料理
しょう油は中国料理や和食にとって大切な調味料です。トンポウロウ（中国料理の豚の角煮）であれ、
うなぎのかば焼きであれ、しょう油に砂糖を加えて煮詰め、そこに食材から出る脂が加わることで、甘
辛の豊かな味が誕生します。ピノ・ノワールやドルンフェルダーのようなタンニンが柔らかくフルーテ
ィーな赤ワインは最高の組み合わせです。

炒め物・揚げ物料理
炒め物や揚げ物料理と合わせるワインには、料理の脂っこさを和らげる役割が求められます。リースリ
ング・ゼクトは鮮やかな酸味とキレのある泡が特徴で、見事にその役割を果たします。

甘酢料理
和食の柑橘系ドレッシングをかけた和風サラダや梅しそソースのポークチョップ、中国料理のスペアリ
ブの甘酢煮込み、酢豚や魚の甘酢あんかけは長く愛されてきた料理で、日本も中国も甘味と酸味が織り
なす味に惹かれてきたことを表しているといえます。濃厚で甘味もある料理には、リースリングのファ
インヘルプやカビネットなどの甘口がよく合います。料理の甘味を引き立たせるだけでなく、爽やかで
クリスプな酸味が肉の濃厚な味に程よく合います。

スパイシーな料理
伝統的な和食にスパイシーな味付けの料理はありませんが、中国をはじめとするアジアの文化圏には、
唐辛子をふんだんに使った辛い料理が広く見られます。スパイシーな料理が特にお好きな方は、辛口の
リースリングやリースリング・ゼクトが、口の中をすっきりさせ、味蕾を満たすのにぴったりでしょう。
一方、スパイシー料理があまり得意でない方は、やや甘口のリースリングがよいかもしれません。ワイ
ンに含まれる糖分が辛さを和らげてくれます。

いずれにしても、テーブルいっぱいのアジアのご馳走を前にワイン 1 本では足りないかもしれません。
こうしたお食事の機会には少なくとも 2 本のドイツワインをお勧めします。1 本は幅広い料理との相性
が良いやや辛口のリースリングかリースリング・ゼクトです。もう一本は果実香味が豊かでタンニンが
柔らかなピノ・ノワールかドルンフェルダーです。この組み合わせであれば、どのような料理にも合い
ますので失敗がありません。

本冊子では和食と中国料理の中から毎日の料理に役立つ 16 のレシピを、手順を追ってご紹介し、それ
ぞれのお料理に合ったドイツワインをご提案しています。本冊子をきっかけに、ドイツワインとアジア
料理のペアリングが奏でる完璧なハーモニーをさらに追求していただけることを願っています。
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ドイツワインの
ぶどう品種

リースリング
ドイツで、そしておそらく世界でも最高品質の白
ぶどう品種、リースリング。その名が初めて文献
に登場したのは 15 世紀のことでした。今もなお、
ドイツは世界のリースリング栽培面積の半分以上
を占めています。その産地やテロワールをこれほ
ど表現できる白ワインは他にありません。リース
リングの特徴は、そのエレガントな味、しっかり
とした酸味、複雑さです。長い間熟成することが
でき、様々な食材との合わせることができます。
さわやかなリンゴ、良く熟した桃、豊かなミネラル、
貴腐菌の甘みが、リースリングらしさを多彩に表
現します。

ジルヴァーナー
古くから伝わる品種で、フルーティな酸味を持つ、
力強いフルボディのワインです。香りが控えめで、
魚介類やホワイトミート、ホワイトアスパラガス
の繊細な味を引き立てます。

グラウブルグンダー（ピノ・グリ）
ドイツで非常に人気の高いグラウブルグンダーは、
丸い酸味を持ち、力強く濃厚な白ワインです。グ
ラウブルグンダーの栽培には、厚みのある重い土
壌から成る良質な畑が必要です。バーデンとファ
ルツが代表的な産地です。

ヴァイスブルグンダー（ピノ・ブラン）
フレッシュな酸味と繊細なフルーティさを併せ持
ち、パイナップルやナッツ、アプリコット、シトラ
スのアロマが感じられる上品な白ワインです。

ゲヴュルツトラミーナー
特徴的なバラやライチのアロマ、控えめから
中程度の酸味、華やかなフレーバーを持ち、
濃厚なフルボディのワインです。辛口の品種
と、こくや甘みのやや強い品種のどちらも栽
培されています。

ミュラー・トゥルガウ
アルコール度数が低いため、食事と非常に合わせ
やすい、モダンな白ワインです。リヴァーナーの
名でも呼ばれ、花の香りが特徴的で、フルーティ
なマスカットのアロマが感じられます。また、酸
味が強すぎず飲みやすいワインです。若々しくフ
レッシュなうちにお召し上がりください。

ショイレーベ
ショイレーベの持つカシスやトロピカルフルーツ
といった特徴的なアロマと繊細でスパイシーな香
りを引き出すためには、完熟が必須条件となりま
す。辛口のショイレーベはアペリティフなどに、
やや甘口のものは、アジア料理の異国情緒あふれ
るスパイスや香りを引き立てます。

シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）
ドイツで最高品質の赤ぶどう品種、シュペートブ
ルグンダー（ピノ・ノワール）から造られるワイ
ンは、濃厚で、ベルベットのようになめらかな口
当たりと、ほのかに甘いフルーティなアロマが特
徴です。ドイツ国内の栽培面積は近年、着実に増
えており、1 万 2,000 ヘクタール近くに達していま
す。現在、ドイツは産出量で世界第 3 位を誇るシ
ュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）の産地
です。

ドルンフェルダー
深い赤色とスムーズなタンニンの骨格を持ち、フ
ァンの多いミディアムボディのワインです。ドルン
フェルダーの典型的なアロマは、さくらんぼ、ブ
ラックベリー、いちごジャムなどです。

レンベルガー
果実味、酸味、まろやかなタンニンがしっかり感
じられ、アロマはベリー類やグリーンハーブなど
さまざまです。

トロリンガー
トロリンガーは非常に晩熟の赤ぶどう品種ではっ
きりとした酸味があり、香り高くフルーティでラ
イトな、飲みやすいワインです。最近はそのほと
んどがヴュルテンベルクで栽培されています。
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JAPAN

豚の角煮 炖五花肉丨SOY-BRAISED PORK

食 材

豚バラ肉（固まり）1 キロ
ドイツ白ワイン 120ml

醤油 80ml
はちみつ 80ml

ネギ（緑の部分）4cm
生姜（薄切り）3 枚

ゆで卵 4 個 
青梗菜などの青菜適量

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

レシピ

豚バラ肉は鍋に入りやすいように 4 等分程度に切り分ける。

フライパンを強火にかける。熱くなったら豚バラ肉を入れ , 全て
の面に軽く焼き色をつけ、煮込み用の鍋に入れる。肉がしっかり
隠れるまで水（分量外）を入れる。

生姜、ネギの葉の部分を加えて強火にかける。

が沸騰したらごく弱火にして、箸またはフォークがすっと通るま
で茹でる（１時間半が目安）

＊ゆで汁が減って肉が液面からでないように様子を見て、減って
きたら水を足すこと。

ごく弱火でゆるゆる火を通すことで、肉が固くなることを防ぐ。

茹で汁ごと２) を冷まし、十分冷めたら肉を取り出して 4 ～ 5 ｃ
ｍ角程度のブロックに切り分ける。

＊ここでしっかりさますことで、パサパサになりません。

肉がきっちり入る程度のあまり大きくない鍋に肉、醤油以外の
調味料を入れさらに肉がかぶる程度のゆで汁を入れる（目安は
100 ～ 150ml）中火にかける。沸騰したら火を極弱火にし 5 分ほ
ど煮た後、醤油を入れる。

落し蓋をし（なべより一回り小さい皿などを肉に直にのせても）。
そのまま 30 分ほど煮る。

鍋から豚バラを出し、茹で卵、青菜を入れて、軽く味をつけるよ
うにしながら煮からめ、適度なところで取りだし、残った煮汁を
半量まで煮詰める。この中に肉を戻し全体をからめる。

器に肉を盛り、青菜又は卵を添え、煮汁をかける。  

重厚なレンベルガー
ドルンフェルダー

ピノ・ノワール

おすすめの
ワインペアリング
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ギョーザ 饺子丨DUMPLINGS

食 材

餃子 50 個分
小麦粉 500g

豚ひき肉 400g
セロリ 100g

塩　小さじ１
砂糖　小さじ 1/2

淡口しょうゆ　大さじ３
オイスターソース　大さじ１

油　大さじ２

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

レシピ

餃子の皮を作ります
大きめのボウルに小麦粉を入れ、湯 240ml を加えて、よく混ぜ合
わせます。

手をきれいにしてから、小麦粉を少量まぶして、生地が滑らかに
なるまでこねます。

生地をボウルに戻し、サランラップをかけて 1 時間ほど寝かします。

餃子のあんを作ります
豚ひき肉に塩、砂糖、淡口しょうゆ、オイスターソース、油、水
100ml を加えてよく混ぜ合わせ、冷蔵庫で 2 時間ほど寝かせます。

セロリをみじん切りにして、水気を切ります。

冷蔵庫からあんを取り出し、セロリを加えて、よく混ぜ合わせます。

餃子を包みます
生地を 8g ずつに分けます。

生地を麺棒で直径 7 センチの円に伸ばします。

あん 15g を皮の中央に乗せます。

半分に折って、カーブの部分を指で閉じます。

餃子を茹でます
鍋にたっぷりの水を入れて沸かし、適量の餃子を入れて茹でます。
浮かび上がってきたら、出来上がりです。

お召し上がりください。

ヴァイスブルグンダー
ジルヴァーナー
ピノ・ノワール

おすすめの
ワインペアリング
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骨付きスペアリブの甘酢煮 
糖醋排骨丨SWEET AND SOUR SPARE RIBS

食 材

ポークリブ 1kg
酢　大さじ 6

砂糖　大さじ 4
淡口しょうゆ　大さじ 4

酒　大さじ 2
ごま　大さじ 1

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

レシピ

湯にポークリブを 10 分ほどつけて、血液を取り除きます。

キッチンペーパーでポークリブの水気を拭き取ります。

フライパンを熱し、ポークリブに焼き色がつくまで 10 分ほど焼
きます。

酢、砂糖、淡口しょうゆ、酒を加え、ポークリブがかぶるくらい
の水を入れます。

蓋をして、30 分ほど弱火で煮込みます。

蓋をはずし、強火でさらに 5 分ほど火を通します。

 仕上げにごまをふりかけて、出来上がりです。

リースリング・シュペートレーゼ
ドルンフェルダー

ピノ・ノワール

おすすめの
ワインペアリング
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春巻 春卷丨SPRING ROLL

食 材

春巻の皮 30 枚
豚肉 500g

しいたけ 5 個
にんじん 1/4 本

油　大さじ 4
片栗粉　大さじ 2

塩　小さじ 1
酒　大さじ 1

卵 1 個

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

レシピ

春巻の具を作ります
豚肉を細切りにし、塩、酒、卵白を加えて、よく混ぜ合わせます。

水で戻したしいたけの水気を切り、細切りにします。にんじんも
細切りにします。

熱したフライパンを油を引き、豚肉に焼き色がつくまで強火で炒
め、しいたけとにんじんを加えて火を通します。

水 500ml を加え、20 分ほど煮ます。

水溶片栗粉を加えて素早く混ぜ合わせ、さらに 5 分ほど煮ます。

粗熱を取ってから、冷蔵庫で 1 時間ほど寝かせます。

春巻の皮で包んで揚げます
 春巻きの皮の上に具材 50g を平らに乗せます。

具材がはみ出ないように両端を折ってから、巻くように横長に包
みます。

フライパンに油を入れ、皮がきつね色になるまで揚げます。

キッチンペーパーの上に置いて余分な油を切れば、出来上がりで
す。

辛口のリースリング

おすすめの
ワインペアリング
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JAPAN

すき焼き 寿喜锅丨SUKIYAKI

食 材

牛薄切り肉  400g
春菊  又はセリ、

クレソンでも 200g
焼き豆腐（木綿でも）1 丁

トマト　中 2 ～ 3 個
葱（白い部分）2 本

割り下
だし汁　300ml

しょうゆ 大さじ 3 ～ 4　
砂糖 　大さじ 3

ドイツ白ワイン　大さじ 4

1. 

2.

3.

レシピ

芹（春菊）は、根を落とし長さ 4，5cm ほどに切る。                           

焼き豆腐は食べやすく切る。 トマトはへたを取りくし形に切る。                  

葱は斜めに切る。                                

鍋に割り下の材料と、半量の葱を入れて沸かす。        

 沸いたら適量の牛肉を広げて入れ、さっと火を通し、葱と肉を先
にいただく。                                                                                 

のあくを取り、豆腐を加える。煮汁が沸いた

ら火を弱め、豆腐がふっくらするまで 2 分ほど煮た後、残りの具
材を加えてさっと加熱し同様に楽しむ。

＊具材にトマトを加えることで、軽さとさわやかさ（軽い酸味）
が加わり、ワインとの相性が良くなります。器に肉を盛り、青菜
又は卵を添え、煮汁をかける。  

ピノ・ノワール
重厚なレンベルガー

ドルンフェルダー

おすすめの
ワインペアリング
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チンジャオロース 青椒牛肉絲丨STIR-FRIED GREEN PEPPERS AND BEEF

食 材

ピーマン 2 個
赤ピーマン 1/2 個

牛肉 300g
にんにく 3 片

生姜 3 片
卵 1 個

油　大さじ 2
オイスターソース、酒、

淡口しょうゆ、片栗粉
各大さじ１

濃口しょうゆ、酢、砂糖
各小さじ１

1. 

2.

3.

4.

5.

レシピ

牛肉を細切りにし、オイスターソース、酒、淡口しょうゆ、濃口
しょうゆ、卵白、片栗粉を加え、よく混ぜ合わせて 30 分ほど冷
蔵庫で寝かせます。

にんにくをみじん切りにし、ピーマンと赤ピーマンを細切りにし
ます。

熱したフライパンに油を引き、牛肉に焼き色がつくまで強火で炒
め、取り出します。

フライパンに、にんにく、生姜、ピーマン、赤ピーマンを入れて
素早く炒め、牛肉を戻し入れます。

酢と砂糖を加え、2 分ほど混ぜ合わせます。

ジルヴァーナー
リースリング・カビネット

ピノ・ノワール

おすすめの
ワインペアリング
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JAPAN

鶏の照り焼き 照烧鸡肉丨TERIYAKI CHICKEN

食 材

鶏もも肉 2 枚 (600g)

合わせ調味料
醤油　大さじ 1，5

ドイツ白ワイン　大さじ 2
はちみつ　大さじ 1，5

サラダ油　小さじ 1

添え野菜
三つ葉 1 束

1. 

2.

3.

4.

レシピ

鶏もも肉は余分な脂を取る。身の厚い部分は、包丁で切り目を入
れ軽く広げ、厚みを調える。合わせ調味料の材料を混ぜ合わせて
おく。

フライパンにサラダ油を引き鶏もも肉の皮面を下にしてぴったり
貼り付け、中火にかける。3 分ほど焼いて余分な脂が溶けだし、
肉に火が通ってきたら裏返しさらに 3 分ほど焼く。

余分な脂をペーパーで取り、合わせ調味料を加えて煮からめるよ
うに照り焼きにする。

を取りだし、4，5 分置いて肉汁を落ち着かせ、食べやすく切る。

食べやすく切った三つ葉とともに盛り付け、フライパンに残った
たれを軽く煮詰めて鶏肉にかける。

ピノ・ノワール
ドルンフェルダー

中辛口リースリング
リースリング・カビネット

おすすめの
ワインペアリング
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鶏とナッツの炒め 宫保鸡丁丨KUNG PAO CHICKEN

食 材

鶏むね肉 500g
きゅうり 1/2 本
にんじん 1/4 本

豆板醤　大さじ 2.5
唐辛子（乾燥）3 本

酒、淡口しょうゆ、油　
各大さじ 2/3 

酢、蜂蜜、オイスターソース　
各大さじ１ 

塩、砂糖、片栗粉　
各大さじ 1

水　大さじ２
ピーナッツ　30g

レシピ

鶏むね肉を一口大に切り、酒、淡口しょうゆ、塩、片栗粉を加えて、
30 分ほど味を馴染ませます。

熱したフライパンに油を引き、鶏むね肉を入れ、強火で焼き色が
つくまで炒めた後、取り出しておきます。

きゅうりとにんじんを角切りにします。

熱したフライパンに油を引き、強火で唐辛子と豆板醤を 10 秒ほ
ど炒めます。

きゅうりとにんじんを加え、火が通るまで炒めます。

鶏むね肉を戻し入れ、酢、砂糖、蜂蜜、オイスターソース、水
30ml を加えて、汁気がなくなるまで炒めます。

仕上げにピーナッツを加え、さっと混ぜ合わせます。

これで出来上がりです。

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

リースリング・カビネット
辛口のゼクト

おすすめの
ワインペアリング
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JAPAN

魚の南蛮漬け 南蛮漬腌鱼丨MARINATED FISH

食 材

生鮭又は白身魚 500 ｇ
小麦粉　適量

たまねぎ、にんじん、セロリなど  　
合わせて 150 ｇ

焼き油　大さじ 2

マリネ液
酢（白ワインビネガー又
は柑橘のしぼり汁でも）　

大さじ 2
 醤油　大さじ 2 

水　大さじ 2
砂糖　大さじ 1

ごま油　小さじ 1
薬味、ハーブなど

1. 

2.

3.

レシピ

魚は食べやすく切る。にんじんはマッチ棒状に切る。たまねぎ、
セロリはごく薄切りにし、玉ネギは辛みを抑えるため水に 10 分
ほど浸けて水気をキッチンペーパー等で拭き取っておく。マリネ
液の材料と野菜をボウル等に入れ混ぜ合わせておく。

フライパンに油を入れて中火で熱し、小麦粉をはたきつけた魚を
表面がカリッとなるように焼く。焼いた魚を一度キッチンペーパ
ーの上にのせて油を切り、バット等に並べる。熱いうちに野菜入
りマリネ液を全体に広げるように入れ、冷めるまでそのまま置く。
魚が冷めたら全体を混ぜ、味をなじませる。（3 時間程度、なじ
ませた方がおいしい）

器に魚と野菜を盛り、マリネ液をかける。写真はセロリの葉を添
えています。

ヴァイスブルグンダー
中辛口のリースリング

中辛口のロゼ

おすすめの
ワインペアリング
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JAPAN

手巻き鮨 寿司卷丨SUSHI ROLL

食 材

すし飯 2 合分
炊きあがりすぐの熱々ごはん

2 合分

すし酢
好みの酢（ワインビネガーや柑橘

のしぼり汁でも）大さじ 3
砂糖  大さじ 1.5
塩　小さじ 1/3

海苔 10 枚程度
グリーンカール、サラダ菜など　

適量
いくら　大さじ 3

マグロ 4 切 50g
サーモン 4 切 50g
茹でエビ 4 尾 60g

生ハム 4 枚
ローストビーフ 4 ～ 8 枚

アボカド 1/2 個
きゅうり 1/2 本

貝割れ、大葉、ハーブなど適量
わさび、醤油適量

1. 

2.

レシピ

作り方

すし酢の材料を混ぜて砂糖と塩を溶かしておく。

熱々の炊き立てごはんをほぐし、すし酢を回し入れ全体を混ぜ合
わせる。バット等にごはんを入れて広げ、手早く冷ます。

器にすし飯を盛る。海苔は、2 等分に切る。
グリーンカールは水に浸けパリッとさせ水気をしっかり切っておく。
具材を、皿に並べる。

食卓で、海苔にすし飯を乗せ、各々好みの具をのせて巻いて食べる。
写真は、サーモンいくら　生ハムハーブ　まぐろ貝割れ

ゼクト
ジルヴァーナー

ヴァイスブルグンダー

おすすめの
ワインペアリング
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JAPAN

天ぷら 天妇罗丨TEMPURA

食 材

エビ　大 4 尾 100g
ナス　小 2 本

しし唐 4 個
れんこん　輪切り　4 枚 50g

サツマイモ　輪切り 4 枚

卵黄 1 個
小麦粉（薄力粉）1 カップ

冷たい水 1 カップ

揚げ油

＊天つゆ
醤油　大さじ 2

だし汁 150ml
さとう１つまみ　

1. 

2.

3.

レシピ

エビは、尾を残して殻をむき、背ワタを取る。尾の端を少し切る。
（本来は、しごくように表面を包丁でこすり、中の水分を抜く）
野菜は、揚げやすい厚さ、大きさに切る。

ボウルに卵黄を入れ、水を入れて更に均一になるまで混ぜる。
この中に小麦粉を入れ八の字を書くようにして混ぜ、粉け少し残
る程度まで混ぜる（混ぜすぎないこと）。

エビは薄く小麦粉をつける。
揚げ油を高めの中温（180℃）に温める。
この中に、２）をつけた具材を入れる。2，3 分かけてからりとな
るまで揚げる。

＊天つゆの作り方

すべての材料をあわせて鍋に入れひと煮立ちさせる。

リースリング
塩で食べる場合：

ヴァイスブルグンダー
天つゆで食べる場合：中庸

のピノ・ノワール

おすすめの
ワインペアリング
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JAPAN

いかとマグロのの刺身 生鱼片丨SASHIMI

食 材

マグロの刺身  サク 200g

いかの刺身 200 ～ 250g
青じそ 8 枚程度

薬味（大根のつま、
スプラウトなど）

醤油、ワサビ

漬け用のたれ
醤油　大さじ 1.5

赤ワイン　大さじ 1
オリーブ油　小さじ 1

1. 

2.

3.

レシピ

たれを保存袋などに合わせる。この中にマグロを入れ、空気を抜
くように閉じ、冷蔵庫で半日なじませる。

いかは、細い切込みを 2 ミリほど入れる。
裏返し、青しそを前面に張りつける。手前から巻き、食べやすく
切る。

マグロは汁気をペーパーでおさえ、食べやすく切る。
薬味とともにマグロといかを盛り合わせる。

ヴァイスブルグンダー
ジルヴァーナー
ピノ・ノワール

おすすめの
ワインペアリング



CHINA

32 33

ホタテの春雨のせニンニク風味  
蒜蓉粉丝蒸扇贝丨STEAMED SCALLOPS WITH VERMICELLI

食 材

帆立貝 4 個
緑豆春雨 1 束

にんにく 12 片
油　大さじ 2

 酒　大さじ 1.5
淡口しょうゆ　大さじ 1

唐辛子（生）1 本
ねぎ 2 本

レシピ

帆立貝をきれいに洗い、身を殻から外し、酒を振りかけて置いて
おきます。

にんにくをすりおろし、ねぎと唐辛子をみじん切りにします。

熱したフライパンに油を引き、香りが出るまでにんにくと唐辛子
を強火で炒め、ボウルに移します。淡口しょうゆを加えてよく混
ぜ合わせ、ガーリックソースを作ります。

ボウルに春雨を入れ、湯をかけて柔らかくなるまで 5 分ほど置き
ます。

帆立貝の殻に春雨を敷き、帆立貝の身をのせます。

ガーリックソースを帆立の上にまんべんなくかけます。

6 分ほど蒸します。

みじん切りにしたねぎを散らせば、出来上がりです。

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

辛口のリースリング
グラウブルグンダー

おすすめの
ワインペアリング
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JAPAN

揚げ出し豆腐 炸豆腐丨DEEP-FRIED TOFU

食 材

木綿豆腐 2 丁 600 ～ 700g
片栗粉　適量
揚げ油　適量

かけだし
だし汁 1 カップ
醤油　大さじ 1

みりん　大さじ 1

大根おろし ( 軽く汁気を絞ったも
の ) 1/2 カップ

おろししょうが　大さじ 1/2

万能ねぎの細切り　適量

1. 

2.

3.

レシピ

木綿豆腐を水切りする。

豆腐を半分に切りそれぞれキッチンペーパーで包む。まな板に置
き、全体にかぶる程度の大きさのバットをのせ、さらに数枚平皿
などの重しをバットの上に置く。（水気が染み出てまな板周りが
水浸しになるので、流しの中で行うとよい）

かけだれの材料を鍋に合わせ、温めておく。

揚げ油を中温に温める。

水気を切った豆腐を食べやすく切り、片栗粉をまぶして揚げ油に
そっと入れる。しばらくそのまま触らず、表面がカリッとなった
ら上下返し、全体にからりと揚げる。

油を切った２）を器に盛る。大根おろしをはじめとする薬味を添
えてネギを散らしかけだれをかける。

* ししとうなどの揚げ野菜を添えても良い。

リースリング・カビネット
ロゼ

トロリンガーなどの軽めの赤
ゼクト

おすすめの
ワインペアリング
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 ジャージャン麺 炸酱面丨NOODLES WITH SOY BEAN PASTE

食 材

中華麺 600g
豚ひき肉 500g
きゅうり 1 本

人参 1 本
しょうが 2 片

甜麺醤 200g
黄豆醤 50g

油　大さじ２
塩　小さじ 1/2

淡口しょうゆ　大さじ１
酒　大さじ１

レシピ

熱したフライパンに油を引き、しょうがと豚ひき肉を入れ、強火
でひき肉の色が変わるまで炒めます。

甜麺醤、黄豆醤、酒を入れてさらに炒め、湯 100ml を加えます。

淡口しょうゆと塩を加え、とろみがつくまでかき混ぜながら、8
分ほど煮立てます。火を消して脇に置きます。

鍋でたっぷりの水を沸かし、沸騰したら麺を入れ、かき混ぜなが
ら茹でます。2 分経ったら、ざるに上げます。

きゅうりとにんじんを細切りにします。

麺を器に盛り、肉そぼろ、きゅうり、にんじんをのせます。よく
混ぜて、お召し上がりください。

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

ヴァイスブルグンダー
ジルヴァーナー

おすすめの
ワインペアリング
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麻婆豆腐 麻婆豆腐丨MAPO TOFU

食 材

豆腐 400g
豚ひき肉 100g

ねぎ 1 本
豆板醤　大さじ２

淡口しょうゆ　大さじ２
片栗粉　大さじ１

油　小さじ２
ホワイトペッパー　小さじ 1/2

塩　小さじ 1/2

レシピ

小さめのボウルに豚ひき肉、ホワイトペッパー、塩を入れ、よく
混ぜ合わせてから 10 分ほど置きます。

豆腐は 2 センチ角に切り、ねぎはみじん切りにします。

熱したフライパンに油を引き、強火で豚ひき肉を炒めます。ひき
肉の色が変わったら、豆板醤を加えます。

淡口しょうゆと水 200ml を加えます。

沸騰したら豆腐を加え、豆腐がかぶるくらいの水を加え、5 分ほ
ど煮立てます。

水溶き片栗粉を加え、すばやく混ぜます。

最後にねぎをちらして、出来上がりです。

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

リースリング・シュペートレーゼ
レンベルガー

おすすめの
ワインペアリング
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陽光とブルグンダー種と赤ワインの谷 旅心を誘う美しきワイン産地 ワインの島の春の庭園

太陽が燦々と降り注ぐ温暖なバーデン地
方はドイツ最南端の産地で、ハイデルベ
ルクからボーデン湖へと、ライン川沿いに
400 キロにわたって広がっています。バー
デン・ワイン街道はシュヴァルツヴァル
トを抜けて、カイザーシュトゥールのぶど
うに覆われたテラス式の丘陵地帯を縫うよ
うに通っています。バーデン地方には、隣
接するフランスのアルザス地方やスイスと
同様、ワインと食文化の豊かな伝統があ
ります。地元の料理によく合う、赤と白の
辛口のブルグンダー種が特に好まれ、リ
ヴァーナーも人気があります。伝統品種で
あるリースリング、ジルヴァーナー、グー
トエーデルの畑も点在します。

「赤ワインの楽園」とも呼ばれるアール地
方のぶどう畑は、ボンの南でライン川と
合流するアール川流域の谷間に広がってい
ます。東には玄武石で構成される山々が、
温泉保養地として知られるバード＝ノイ
エンアール・アールヴァイラーの西にはス
レート岩の峡谷があり、急斜面に切り拓か
れた雄大でドラマティックなぶどう畑を臨
むことができます。白ワインではリースリ
ングが主流ですが、卓抜した赤ワインを生
み出しているアール地方はシュペートブル
グンダーの産地として知られています。シ
ュペートブルグンダーより早熟なフリュー
ブルグンダー、ポルトギーザーも栽培され
ています。

フランクフルトの東を流れるマイン川の
両岸に広がる丘陵地帯がフランケン地方
です。個性あふれるフランケンワイン、バ
ロック様式の建築、音楽祭で知られるヴュ
ルツブルクは芸術とワインを愛する人々
を魅了してやみません。フランケン地方は、
恵まれた気候、辛口仕立てのワイン、ボッ
クスボイテルと呼ばれる独特の形をした
ワインボトルでも知られています。主に貝
殻石灰岩とコイパーから成る土壌では、
冷涼な気候ゆえにリースリングよりもむし
ろ、早熟品種であるリヴァーナーやバッ
フスなどの白品種が多く栽培されていま
す。最も良く知られているワインが、力強
くアーシーな風味を持つジルヴァーナーで
す。赤ではシュペートブルグンダー、他地
域では見かけることのないドミナが主に
栽培されています。

ローマ時代に切り開かれた通商路「ストラ
ータ・モンターナ（ベルクシュトラーセ）」
は、ライン川に平行して通っており、フラ
ンクフルトの南のオーデンヴァルトの丘
のふもとに続いています。ヘッシッシェ・
ベルクシュトラーセ地方は「ドイツの春
の庭園」と呼ばれ、アーモンドをはじめ、
果樹の開花が早いことで知られています。
風光明媚な丘陵地帯に拓かれたぶどう畑
や果樹園の頂には古城が点在しています。
ワイン造りの中心地はベンスハイムとヘッ
ペンハイムです。栽培ぶどうはリースリン
グが畑の約半分を占め、シュペートブル
グンダー、グラウブルグンダーがそれに
続いています。

バーデンアール フランケン ヘ ッ シ ッ シ ェ
・ ベ ル ク シ ュ
トラーセ

ドイツ
ワイン
の生産地

ローレライはリ−スリングがお好き

ミッテルライン地方は、ボンからビンゲ
ンに至る、息を呑むほどに美しいライン
峡谷にあるワイン産地です。ライン・スレ
ート山地の川の流れによって形作られた、
深く険しい峡谷では、ミクロクリマの恩
恵もあって、2000 年前からぶどうが育っ
ていました。ぶどう畑に覆われた急斜面や
中世の頃にできた村々の頂きには、由緒
ある古城が点在しています。ミッテルライ
ン地方はローレライやニーベルンゲンの
伝説で知られ、古くから芸術家や醸造家
たちにとってのインスピレーションの宝庫
でした。ライン峡谷中流上部は 2002 年に
ユネスコ世界遺産に指定されています。代
表的なワインは、爽やかで繊細な香りに
満ちたリースリングです。

ミッテルライン
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ドイツワイン街道の美味しい旅 ライン川畔のワインと
グルメのスポット

ローマ人、リースリング、急傾斜の畑 村から村へ、ワイン体験の旅穏やかな川と切り立つ峡谷

ボッケンハイムからシュヴァイゲンに至る
全長 85 キロのドイツワイン街道は、ファ
ルツ地方の美しい村々とぶどう畑の間を
縫って続いています。陽光に満ちた温暖な
気候で育ったぶどうは、力強いフルボディ
のワインに仕上がります。主に栽培されて
いる白品種はリースリング、ヴァイスブル
グンダー、グラウブルグンダーなど、赤品
種はシュペートブルグンダー、ドルンフェ
ルダー、珍しいザンクト・ラウレントな
どがあり、優れたワインが生まれています。
カジュアルなファルツワインである、リヴ
ァーナーやポルトギーザーも好まれてい
ます。

ラインガウ地方はヴィースバーデンから
リューデスハイムの間を東西に流れるラ
イン川の北岸に広がっています。ここはタ
ウヌス山地の支脈で、優美なリースリング
とシュペートブルグンダーが栽培されて
います。理想的な気候に恵まれたラインガ
ウ地方では、古来から高品質のワインが
生産され、名声を博してきました。ヨハニ
スブルク修道院のベネディクト派、エーバ
ーバッハ修道院のシトー派の僧侶たちと
地元の貴族たちが、何百年もかけて今日
のワイン文化の土台を築きました。1775
年にはヨハニスブルクの畑で収穫が遅れ、
偶然の産物として貴腐ワインが誕生しま
した。この出来事により、ドイツの「シュ
ペートレーゼ」は世界的に知られるよう
になりました。

モーゼル川とその支流であるザール川、ル
ーヴァー川流域の谷は、ドイツで最もロ
マンティックなワイン産地として、ローマ
時代からその名を知られています。モーゼ
ル川に面する急勾配の斜面は、ぶどう畑
と森に被われ、その川底はライン川に合流
するコブレンツのあたりまでスレートの
岩盤を深く削っています。モーゼル地方は
秀逸なリースリングの産地として知られて
います。リースリングは比類のない繊細な
果実味と深みのある味わいに溢れ、その
多くにミネラルの風味が感じられます。ル
クセンブルクに近いトリーア南東のオーバ
ーモーゼル地域では、最古の白品種のひと
つであるエルプリングから、生き生きと
した白ワインやゼクトが造られ、愛されて
います。

ラインヘッセン地方は「千の丘陵地」の
異名を持っています。ライン川はヴォルム
スの北のマインツの辺りで大きくカーブを
描き、ビンゲンへと向かっていますが、そ
のカーブの西側に広がる地域です。ドイツ
最大のワイン生産地として知られ、造ら
れるワインはバラエティに富んでいます。
RS（ラインヘッセン・ジルヴァーナー）や、
セレクション・ラインヘッセンという名
称で伝統品種からモダンなワインを生み
出すほか、赤白ともにブルグンダー系品種
の栽培が増加しており、すでに高品質のワ
インを生み出すポテンシャルの高い地域
として知られています。主な栽培品種は、
リースリング、ジルヴァーナー、リヴァー
ナーなどの伝統品種ですが、アロマ豊かな
品種や、シュペートブルグンダー、ドルン
フェルダーも栽培されています。

モーゼル川とライン峡谷に挟まれたナー
エ地方の名称は、森に覆われたフンスリュ
ック山地を流れ、ビンゲンの近くでライン
川と合流しているナーエ川から付けられ
ました。ナーエ地方にはダイナミックな造
形の岩山や鉱石の堆積土壌が見られ、か
つては宝石の原石も採掘されていました。
土壌が多様であるため、ワインのバリエー
ションも豊かで、滑らかで引き締まったリ
ースリング、香り豊かなリヴァーナー、力
強いジルヴァーナーがこの地方の伝統的
なワインです。白ワインではグラウブルグ
ンダーとヴァイスブルグンダーが、赤ワイ
ンではシュペートブルグンダーとドルン
フェルダーが人気です。

ファルツ ラインガウモーゼル ラ イ ン ヘ ッ セ
ン

ナーエ
貴重なワインと唯一無二の文化

ドイツ最北のワイン生産地であるザーレ・
ウンストルート地方は、ワイマールとライ
プツィヒのほぼ中ほどに広がっています。
ザール川、ウンストルート川流域の石灰岩
土壌の急斜面に作られたテラス状の畑で
は、1000 年以上前からぶどうが栽培され
てきました。フライブルク、ナウムブルク、
バード・ケーゼンの周囲のゆるやかな丘
陵地帯には、鬱蒼とした森、明るい林、広々
とした高地が連なっています。ザーレ・ウ
ンストルート地方は、繊細な果実味と爽や
かさあふれるワインで知られています。主
に生産されているのは、リースリング、ヴ
ァイスブルグンダー、リヴァーナーです。

ザ ー レ・ ウ ン
ストルート



44 45

クール・クライメイト・ザクセン シラーワイン、トロリンガー＆レ
ンベルガー

エルベ川流域の谷あいに広がるザクセン
地方はドイツ最東端のワイン産地です。温
暖で文化的多様性にも富み「エルベ河のフ
ィレンツェ」と呼ばれるドレスデン、隣接
するマイセンの周辺にぶどう畑が連なって
います。ぶどうは急斜面に切り開かれたテ
ラス状の畑で栽培されています。ザクセン
地方で栽培されている品種は多彩で、その
数は 20 品種を越えています。主な栽培品
種はリヴァーナー、リースリング、ヴァイ
スブルグンダーで、いずれも辛口ワインが
造られます。リースリング系の交配品種で
あるゴールドリースリングは、この地域だ
けで栽培されている珍しい品種です。

ワイン産業の中心地はシュトゥットガル
トとハイルブロンですが、ぶどう畑の多く
はネッカー川流域に草原や森林に挟まれ
るようにして広がっています。ヴュルテン
ベルク地方では赤ワインが主流で約 70％
を占めています。「ヴュルテンベルガーの
飲み物」などと呼ばれることもある軽快
で飲みやすいトロリンガーから、凝縮し
た力強いレンベルガーやシュヴァルツリー
スリング（ピノ・ムニエ）に至るまで、あ
らゆる赤品種が栽培されています。白品種
ではリースリングが圧倒的に多く、これに
リヴァーナーが続きます。

ザクセン ヴ ュ ル テ ン ベ
ルク
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