
グリューワイン
“Glühwein”



『グリューワイン』とは、ドイツ語の“Glühwein”の日本語直訳ですが、
ドイツ語のwは英語のv相当で、ドイツ語式の発音は『グリューヴァイン』
です。Glühは『灼熱する』、『赤熱する』というような意味です。この“ü”は
ドイツ語特有のもので、『u Umlaut』(ウー ウムラウトと呼び、u変母音の
こと)で、発音は日本人には難しいですが、イとウを同時に言います。
Weinは英語と同じスペルと意味で、『ワイン』のことです。

ドイツ語の名詞は、文中にあっても最初のアルファベットは大文字で
書き、しかもすべての名詞には男性、女性、中性の区別があって、我々
日本人には、それを覚えるのが大変です。しかし、他の多くの言語でも
同様であり、日本語の名詞には、それらの言語のように性がないので
簡単です。“Glühwein”は男性名詞なので定冠詞は“der”です。

ところで『グリューワイン』は、ドイツの寒いクリスマスマーケットには欠
かせない体が温まる飲み物で、とてもポピュラーなものであり、赤ワイン



にスパイスや甘み、フルーツなどを加えて温めた飲み物で、薬用酒のよ
うな感じがします。これのレシピは色々とあり、好みによって自由に作れ

ばよいのです。ドイツ各地では、その地方固有の毎年図柄が変わるカッ
プに入れて提供されますが、各地を回ってカップを集めるのも楽しみで
す。地名と年号がカップに書いてあります。私は2010年のクリスマスの
頃にドイツへ行き、グリューワインを飲んで、以下の写真に示すグリュー
ワインカップを９個集めてきました。その頃のドイツは、とても寒くて、地
域によっては少し雪が降っていたり、少し雪が積もっていました。そんな
時には、体が温まるグリューワインは最適です。

通常はグリューワインは、クリスマスマーケットなどで、カップ代込みの
値段で売られていますが、カップが要らなければ、買った店へ持参すれ
ば、カップ代は返金してくれる合理的な販売システムになっています。

イギリスでも類似の飲み物があり、それは “Mulled Wine” 『マルドワイ



ン』と呼ばれています。アメリカでは、これはあまりポピュラーでないよ
うです。

日本で『ホットワイン』と呼ばれているのは、和製英語・日本語で、文
字通りの意味しかありません。



グリューワインの作り方

グリューワインには細かく決まったレシピはなく、各自の好みのように
作ればよいのですが、初めての人用に、基本的なことをここに書きます。

まずは材料ですが、赤字のものは後に実物写真も示します：
★赤ワイン： 安価なものでよい。個性の強い味のものは避ける。アル

コール度数を下げたければ、フルーツティーかスパイスティー、ある
いは水を追加して薄める。

★甘み： 砂糖、ハチミツを使うと風味が増す。
★フルーツなどのスライス： オレンジ、リンゴ、レモン、ショウガなどを

好みによって添加する。一般に柑橘系は合うようです。
★スパイス類： クローブ(丁子)、シナモンスティックかシナモンパウ

ダー、カルダモン、ジンジャー、バニラ、八角(スターアニス)、レモン
グラス、ショウガのスライスなどから好みのものを添加する。



スパイス類について
スパイス類は料理に少量加えるだけで味や風味が増し、食欲増

進などに貢献しています。さらに健康成分も含まれていて、健康増
進にも役立ち、古くから漢方薬として利用されているものもあります。
しかし、スパイス類は味や香りが強烈なものが多く、苦手の人もい
ますが私は平気で、むしろ好みです。

赤ワインも健康に良いと言われており、 『フレンチ・パラドックス』

は有名な説です。さらに、それにスパイスやオレンジとか、西洋の
諺にある『１日１個のリンゴは医者いらず』のリンゴのスライスも加え
るので、グリューワインは多面的に健康に良い飲み物と言えます。

自分好みに調製した美味しい飲み物・グリューワインを飲んで、健
康増進になれば最高ですねー。私の研究テーマ上、どうしても健康
と飲食物を結び付けたくなります。とにかく『人生健康第一』です。



オレンジの花のハチミツフルーツティーの例



Clove （クローブ・丁子・丁字） の花と蕾

この蕾を乾燥させてスパイスにする。その形が釘に似ていることから、

フランス語の釘clouに因んでcloveと命名された。かじると正露丸とシナ
モンを混ぜたような強烈な味がする。

揮発油主成分のオイゲノールは、麻酔作用、防腐作用がある。抗酸化
力は強力。日本では写経の前に体を清めるために、口に含むことが多
いようです。消毒薬のような感じがします。

市販のクローブスパイス

USDAのORACのData Base 第２位



レモングラス
レモンそっくりの香りがする草で

タイ名物のトムヤムクンに入っている

カルダモン
八角 (スター アニス)



スパイス類は、一般に独特の強い味や香りがあり、人によって好き
嫌いが分かれますので、他人さんに出すときは注意してください。

作り方：
上記の材料を好きな比率で混ぜて、鍋や電子レンジで温めてから飲

むだけ。沸騰させないようにしてください。とにかく色々とトライしてみて、
自分好みのレシピを自由に気楽に考案すればよいのです。他人に押し
付けなければ、何を入れようと各自の勝手です。色々と試してください。

余談ながら、ドイツ製などの既製品のグリューワインもボトルに入って
市販されていますが、自分の口に合うとは限りません。当初に買ってみ
たことがありますが、やはり自分なりに工夫した自分好みのものには勝

てません。とにかくグリューワインとは、一言で言えば、スパイス類など
の入ったホットレッドワインのことで、薬用酒の一種とも言えます。適量
のアルコール類は血流をよくし、ストレス低減にも効果があります。



今回は右側にリストアップした材料を混合して電子レンジで飲み頃の温度まで加熱
(沸騰させないで)

左の写真のように今回使った材料は：
★赤ワイン
★オレンジの花のハチミツ
★クローブ
★カルダモン
★八角
★レモングラス
★生のオレンジ・リンゴ・ショウガの各厚切り

スライス
★シナモンスティック



前ページの液体のみをカップに移
して飲むと飲みやすい

このカップは、『きよしこの夜』発祥の
オーストリア・オーベルンドルフの教会

で買ってきたもの。

寒くなってくると自宅でよく飲みます。

『きよしこの夜』の歌は、1818年12月25日にオーストリアのオーベルンドル
フの聖ニコラウス教会で初演された。この歌にまつわる逸話として、 “クリス
マス・イヴの前日、教会のオルガンが故障して、クリスマスに歌う賛美歌の
伴奏ができなくなり、急遽Joseph Mohrは“Stille Nacht”の詞を書き上げ、
Franz Gruberに、この詞にギターで伴奏できる讃美歌を作曲してくれるよう
に依頼を行った。 Franz Gruberは一晩中懸命に考え続け、ついにこの曲を
完成させた。曲が完成したのは教会でクリスマスミサが始まるわずか数時
間前のことであった という逸話がある。 私は、この教会へ行ったことがあり、
芳名録にサインしてきた。その時に買ったのが左のカップである。この教会
は非常に小さかったことを覚えている。 この歌詞は、大学の時の講義『ドイ
ツ語講読』で勉強したこともあるとても懐かしいもの。

Stille Nacht, Heilige Nacht
・

Worte：Joseph Mohr

Musik：Franz Gruber
・

Stille Nacht, heilige Nacht!

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

【：Schlaf im himmlischer Ruh.：】

Stille Nacht, heilige Nacht!

Hirten erst kundgemacht;

Durch der Engel Halleluja

Tönt es laut von fern und nah:

【：Christ der Retter ist da.：】
・

Stille Nacht, heilige Nacht!

Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb aus deinem göttlichen Mund,

Da uns schlägt die rettende Stund,

【： Christ, in deiner Geburt.：】
・

【： ：】 Wiederholung



別の日に作ったグリューワイン
(八角にピントを合わせて故意にF1.0で撮影したのでピントが合う範囲が非常に狭く前後はフワーとボケている)

レシピは上記のとほぼ同じ
であるが、ハーブティーを添
加してワインを少し薄めてい
るのが大きな違い。そのハー
ブティーを次ページに示すが、
これはお薦め。

加熱後のリンゴやオレンジ
の厚めのスライス自体もとて
も美味しいので、捨てずに食
べましょう。

このマグは、ロイヤルコペン
ハーゲン製の大きなもので
上部の直径が約10cm、高さ
が約8cm、ソーサーの直径が
約17cmもあり、このような液
体のみでなく、オレンジやリン
ゴのスライスなど固形物がた
くさん入っている飲み物には
適している。



ワインのアルコール度を薄めるのにお薦めのハーブティー
(輸入品であり日本でネットでも買える)

外箱の3面
← →

→



ハイデルブルク フランクフルト ノイシュバンシュタイン城

Heidelberg                  Frankfurt          Schloss Neuschwanstein



ローテンブルク ミュンヘン フランクフルト

Rotenburg                    München                     Frankfurt



ニュルンベルク リューデスハイム ？

Nürnberg                 Rüdesheim



どのカップにも0.2リットルのラインが書
いてあり、この線までグリューワインを入
れて売る決まりになっているようです。

ドイツ語では、小数点はコンマで表記し
ます。



イギリスでもグリューワインに類似の飲み物があり、それは “Mulled Wine” 『マ
ルドワイン』と呼ばれています。それを簡単に作るためのティーバッグ状のスパイ
スなどの混合物バッグが売られており、その実例が下の写真です。これはオース
トリア製です。この箱に書いてあるマルドワインの作り方は、加熱したワイン(沸騰
させてはいけない)の1カップに、このスパイス・バッグを10分間入れて出来上がり。
このバッグの内容物は：ローズヒップ、リンゴ小片、ハイビスカス、オレンジ小片、
クローブ、シナモン小片、オレンジオイルエッセンスと書いてあります。



『聖書物語』のドイツの木製クリスマスピラミッド

★１層にはイエス様とマリア様と３賢人たちがいます。
★２層には羊飼いたちがいます。
★最上階には天使が告知をして祝福をしています。

ローソクの熱による上昇気流でimpellerが回転し、
３つの層がゆっくり回転します。

かなり暗い所でF0.95で撮影



シュバイツァー博士の生家の陶製模型



このドイツ語の意味は：

カップに入った熱い
グリューワインのお持
ち帰り 3.5ユーロ

約430円
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ドイツ語が大好きで長年愛用している『大独和辞典』
音楽の分野でもドイツ語はとても役に立ちます。特にバッハ。


