
北米のカウボーイとは
ひと味違う腕前に感嘆！

カマルグはプロヴァンス＆コート・ダジュ
ール地域に属し、地中海に面した広大な
湿地帯だ。その広さは約10万ヘクタール
で、釧路湿原の４～５倍にも及ぶ。ヨ

ーロッパでも有数のフラミンゴの飛来地で
あり、水田や塩田、白馬や黒牛の放牧な
ど、独特の景観でも知られる。

カマルグの白い馬に乗って牛を追う牧
童が、「ガルディアン」だ。　　

アルベール・ラモリス監督の「白い馬」
（1953年）という短編映画（カンヌ国際
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文・写真＝田中雅文（FRC代表）

乗り方は自由、舞台は世界。
これがフリーダム・ライディング・クラブ（FRC）のポリシーだ。
今回の舞台は南フランス・プロヴァンス地方と、セヴェンヌ国立公園一帯。
世界遺産２カ所を巡りながら、３カ所で乗馬を楽しんだ。

カマルグで
ガルディアンの牛追いに遭遇

南フランス馬の旅
名馬に乗り、美食を楽しみ、世界遺産を巡る６日間

世界は日本の馬乗りを待っている
特集２
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映画祭グランプリ受賞）の舞台になり、
最近ではFlying Frenchmanとして知ら
れる曲乗りの名手、ロレンツォの出身地と
しても知られるようになった。

私たちは今回、以前と同じように「オ
ーベルジュ・カバリエ」というホテル・レ
ストランに付属する貸馬屋の馬を借りた。
ガッシリとした馬体にカマルグの鞍を置き、
２時間ほどのトレッキングを楽しんだ。

ガイドが、「今日は特別なものが見られ
る」と言う。出発してしばらく行くと、柵
で囲われた広大な草地の中に多数の車
が駐車し、大勢の人が集まっているのが
見えた。

突然、一頭の黒い子牛が私たちのほ
うに走ってくる。その後ろから牛を追って、
馬に乗る数人のガルディアンが猛スピード
でやってきた。

年に一 度 行われる牧 童の競 技 会
FERRADEだ。目標とする子牛を群れか
ら引き離し、逃げる子牛を追いかけて捕
まえ焼き印を押す。北米を中心としたウエ
スタンスタイルでは投げ縄を使って子牛を
捕まえるが、ここでは長い棒を使う。馬
上から、走る子牛の脚の間に棒を差し込
み、転倒したところを馬から飛び降りて捕
まえるのだ。

ロープと棒、どちらが難しいかはやって
みたことがないので判断がつかない。

乗馬のあとは、カマルグの中心地の町
セントマリードゥラメールのレストランでシー
フードを楽しみ、足早に観光とショッピング
をすませてカマルグをあとにした。バカン
スの本場で滞在わずか半日、いかにも日
本的な急ぎ旅といえるかもしれない。カマルグはヨーロッパ有数のフラミンゴの飛来地としても有名。

長い棒を手にし、全速力で
逃げる牛を追うガルディアン。

伝統的な鞍とアブミを付けた馬とガイド。

カマルグを象徴する白馬に乗って、湿地帯を行く。

道に飛び出して逃げた牛を捕まえ、ガルディアンが戻っ
てきた。
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セヴェンヌ国立公園での
乗馬と観光

今回の旅の主目的は、世界最高峰の
エンデュランスレース「ル・フロラック」（107
ページのカコミ参照）が行われるセヴェン
ヌ国立公園で、アラブ種の名馬に乗るこ
とだ。

誰でも楽しめる観光乗馬の名所カマル
グとはまったく違う、FRCならではのデス
ティネーション（目的地）とアクティビティ（体
験）といえよう。

一 帯はフランス中央 山 塊（Massif 
Central）の南東部に広がる山岳・丘陵
地帯の国立公園で、ユネスコの世界遺
産に登録されている。

カマルグを出た私たちの車は、混雑す
るモンペリエの街を通り抜け、山道のワイ
ンディングロードをしばし走り、目的地のエ
スペルー（Esperou）という小さな村に
着いた。この村は、地域最高峰のモンテ

グアルＭont Aigoual（標高1567m）の
すぐ近くにあり、私たちは、小さなホテル
に 6 月14日（金）から４連泊した。

雨で騎乗できない日もあったが、おか
げで観光とショッピングもたっぷり楽しむこ
とができた。

モンテグアル山頂。ル・フロラック・
エンデュランスレースの最高標高
地点（1567ｍ）でもある。

馬主クリステル（右）と、今回のドライバーガイドのマエル（クリステルのスタッフ）。

世界最高峰のエンデュランスレース
「ル・フロラック」の舞台で名馬に乗る

106 UMA LIFE



ガストン・メルシエ鞍工房のマネージャー、マニュエル・メ
ルシエ。

世界一高い橋として知られるミヨー高架橋。

パワフルで美しい
アラブの駿馬

外乗の馬は、FRCの旅ではお馴染み
の牧場主クリステルのアラブ種エンデュラ
ンス馬を借りた。優れたエンデュランスラ
イダーで、100頭以上のアラブ馬を所有

＊フランスの最も美しい村
（仏：Les plus beaux village de France）

魅力的な遺産を多く持つ、田舎の
小さな村の観光を促進するために設立
された協会名。

これにならって日本でも北海道美瑛
町の呼びかけにより、「日本で最も美し
い村連合」が作られた。

ガストン・メルシエ鞍工房
（Gaston Mercier Saddlery）

南仏ツアーで必ず訪れるのが、この
鞍工房だ。元エンデュランス全仏・全
欧チャンピオンのガストン・メルシエが
創業、エンデュランスと外乗専門の鞍
と関連商品を作っている。機能的で、
美しいデザインとフォルムには定評があ
る。ガストンの息子でエンデュランスラ
イダーのマニュエルがマネジャーとして
現場を仕切っている。（『乗馬ライフ』

2015年10号99ページ参照）

ミヨー高架橋
（Viaduc de Millau）

セヴェンヌ国立公園から北へ1時間
ほどのガストン・メルシエ鞍工房へ行く
には、タルン川渓谷にかかるミヨー高
架橋を渡る。　

2004年に開通したこの橋は、主塔
がエッフェル塔よりも高い343mに達し、
世界一高い橋として知られる。パリか
らフランス南西部、さらにスペインへ向
かう道路が橋の上を走っている。この
橋の開通によって、タルン渓谷の通過
時間とフランス・スペイン間の走行時間
は大幅に短縮された。

ル・フロラック・エンデュランス
（Le Florac Endurance）

フランスは馬とライダーの数におい

て、世界一のエンデュランス大国だ。
フランス最高峰のエンデュランスレー

スで、アメリカのテヴィスカップ、オース
トラリアのトム・キルティ・ゴールドカップ
と並ぶ世界３大クラシック・エンデュラ
ンスの一つがル・フロラックだ。

毎年７月、セヴェンヌ国立公園の山
岳地帯で行われる。コースは１周160
㎞の大きなループで、石がゴロゴロし
た過酷な山岳レースだが、上位入賞
者のタイムが10時間以内というハイレ
ベルの大会。これまで日本人の完走者
は増井光子さん（故人）と福森享子
さんの２人のみ。

一帯は、アラブ馬の産地としても有
名だ。フロラックで1975年、76年と連
続優勝し、その後、種牡馬として数々
の世界チャンピオンを生んだ名馬ペ
ルシックの名を取って、ペルシックランド

（Persik’s Land）と呼ばれている。

するクリステルについては以前紹介したの
で、バックナンバーをお持ちの方は参照
してほしい。（『乗馬ライフ』2015年10号
103ページ）。

私たちが乗った７頭の馬は、今回も
小ぶりで乗りやすく、よく調教された前進
気勢の旺盛なエンデュランス馬だった。

「フランスの最も美しい村＊」の
ひとつクーヴェルトワレード

滞在中の 1日、ランチとショッピングの
ために訪れたクーヴェルトワレードは中世
の城郭で囲まれた小村で、歴史を感じさ
せる重 し々い石造りの家が密集して建つ。
ここもユネスコの世界遺産に指定されて
いる。

12世紀から建設が始まったこの村は
かつて聖地エルサレムに赴く人々の宿泊
地であり、テンプル騎士団の本部が置か
れていた場所でもある。

ひとつ、付け加えておこう。ここの雰
囲気のあるクレープ屋でのランチは、実
に美味だった。

今回乗った一頭。美しいアラブ種のエンデュランス馬だ。 クーヴェルトワレードのクレープ屋でランチ。
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数千頭の羊が道路を埋める

今回楽しみにしていたひとつが、滞
在したエスペルーの村で開かれた羊祭り

（Fete de la Transhumance）。
冬の間、低地で飼われていた羊の群

れは、夏になるとモンテグアル一帯の夏
の放牧地に移動する。数千匹の羊を羊
飼いと牧羊犬で追いながら、数日間歩い
て移し、荷物はロバが運ぶ。

現在はトラックで輸送することが多くなっ
たそうだが、この伝統的なスタイルは現

在でも続けられていて、エスペルーの村
では羊の群れの滞在にあわせて羊祭り
が開催される。毎年、地元の人々に加
え多くの観光客で賑わう大イベントだ。

私たちの滞在日6 月16日（日）が、ち
ょうど今年の羊祭りと重なった。滞在した
宿に隣接する広大な草地が羊祭りの会
場で、多くの屋台が並び、牧羊犬のデ
モンストレーション、羊の毛刈りショーなど
のイベントが行われる。移動中の羊の群
れは祭りの 1日、会場に隣接した草地に
放牧されている。

この羊祭りのハイライトは数々のイベント

ではなく、祭り終了時に行われる羊の移
動だと聞いていた。

夕方５時、祭りの終了時間になると羊
の群れの移動が始まった。羊飼いの笛
に合わせて牧羊犬が走りまわり、羊の群
れを駆り集め、祭り会場の外へ誘導する。
警備の警察官が車をストップさせ、道路
は羊で埋まる。移動する羊の群れについ
て待ち構えていた大勢の観衆が、いっせ
いにカメラを向ける。群れの後ろについて、
しばらく歩く人もいた。私たちも１㎞ほど、
羊の群れについて歩いたが、実に豊か
な時間だった。

エスペルー村の羊祭りに
この地方の本物の豊かさを実感

数千頭の羊が道路を埋め尽くす様子は圧巻！

羊の群れについて歩く人々は、ゆったり過ぎる時間を楽しむ。

牧羊犬のデモンストレーション。農家にとって、牧羊犬
は家族の一員だ。

広大な羊祭り会場だけに、移動に馬車を利用する観
客も多い。

108 UMA LIFE



遺跡を間近で見る感動は
普段の生活で味わえないもの

フランスには数多くの世界遺産がある
が、馬で行ける場所としてはノルマンディ
のモンサンミッシェルが有名だ。2014年
の馬術世界選手権はノルマンディで開か
れ、エンデュランスレースがモンサンミッシ
ェルで行われた。

南フランスを代表する世界遺産のひと
つが、ローマ時代の水道橋であるポンデ
ュガールだ。私たちはポンデュガールに
1 軒だけある乗馬施設で馬を借りて、橋

を見に行った。
ブドウ畑が点在するのどかな田園地帯

を常歩で約 1 時間、目的のポンデュガー
ルが見えてきた。胸が高鳴る。あのポン

デュガールだ！
馬で近づけるのは橋から200mほどの

所まで。ボロの問題もあり、観光客があ
ふれる橋のすぐ近くまでは近寄れない。
写真を撮るだけの短い滞在時間だった
が、忘れられない思い出となった。

古代ローマ時代・紀元前１世紀に架
けられたとされる水道橋。導水路は全長
約50㎞、平均斜度は１㎞当たりでわず
か24.6㎝というから、古代ローマ人の土
木技術の高さは驚嘆に値する。

この水道橋の驚異的な光景をうたいあ
げた作家や芸術家は数知れない。18世
紀に活躍したフランスの思想家ルソーは、

「この素晴らしい建造物の上を歩き回っ
たが、敬意からほとんど足を踏めないほ
どだった。魂を高揚させてくれるものを感

じて、なぜローマ人に生まれなかったの
かとつぶやいた」と書き留めている。

ポンデュガールのあと、ニームを訪れた。
ニームは紀元前の古代ローマ時代から
存在する歴史的都市で、巨大な円形劇
場「アレーネ」で有名だ。現存するロー
マ劇場の中で最も保存状態がよく、円形
が綺麗に残っているのが特徴。現在も闘
牛やコンサートに使用されている。

町のレストランでの食事も美味しかった。
これもフランスの馬旅の楽しみのひとつだ。

世界遺産の水道橋「ポンデュガール」でも
馬に乗った

巨大スポーツ用品店デカスロンの馬具
コーナー。

さすがは「グルメの国」。どこでも、何を食べ
ても美味しかった。

ニームの町のシンボル、ローマ時代の円形
劇場。

外乗コースにはブドウ畑が広がる。

世界遺産ポンデュガールでの乗馬。

■FRCからのお知らせ
この南フランス馬の旅は2021年に再度行う予
定です。FRCの会員限定ツアーで一般募集は
ありません。
FRC入会についてのお問合せは、下記までメー
ルでお寄せください。
frc.freedomridingclub@gmail.com
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