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文と写真＝田中雅文  by Masahumi Tanaka

6月24日（水）
名馬に乗って観光と美食を
楽しむ欲張りな旅へ

今年も、カマルグの白馬とセヴェンヌ国
立公園で、アラブ種エンデュランス馬に乗
るツアーに行ってきた。この南仏ツアーは
今年で4年目である。太陽輝くバカンスの
名所で海と山の両方で名馬に乗り、観光
と美食も楽しもうという欲張りな旅だ。

私を含む7人のメンバーは6月24日（水）、

成田組と関西空港組に分かれ、エールフ
ランス直行便で日本を出発。パリ・シャル
ルドゴール空港で合流し、国内線に乗り
継ぐと、日本を出たその日のうちに目的地
のモンペリエ空港に着く。モンペリエはラン
グドック・ルシオン地域の中心都市だ。中
世からの学園都市として知られ、地中海
に面した風

ふう

光
こう

明
めい

媚
び

、気候温暖な土地で
ある。

空港のホテルで1泊後、専用車で東に
1時間弱のカマルグに向かった。25日（木）
の朝、ホテルにシーラ（103ページ参照）

“乗り方は自由、舞台は世界”として、普通の旅行では飽きたらない
馬乗りたちに、新鮮で魅力ある海外乗馬の旅を提案している
フリーダム・ライディング・クラブ（FRC）。
この6月末、南フランスで馬と過ごした6日間について
代表を務める田中雅文氏にレポートしてもらった。

という英国人女性が出迎えに来てくれた。
シーラは期間中、全行程のガイド兼ドライ
バーを務めてくれた。

6月25日（木）
“眼と心と白い馬が必要”な
カマルグCamargue

カマルグはプロヴァンス・コート・ダジュー
ル地域に属する地中海に面した広大な湿
地帯だ。その広さは10万ヘクタール。釧
路湿原の４～５倍にも及ぶ。ヨーロッパで

カマルグの湿原を行く。

馬と自然と歴史と美食

乗馬ツーリズムの本場

南フランス馬の旅
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パリパリ

スペインスペイン

ベルギーベルギー ドイツドイツ

スイススイス

イタリアイタリア

モナコ

フランスフランスフランスフランス

ボルドー

マルセイユマルセイユ

カンヌ

リヨン

アヴィニョン

モンペリエ

セヴェンヌ国立公園

カルカッソンヌ

トゥールーズ エクサンプロバンス

マルセイユカマルグ

も有数のフラミンゴの飛来地であり、また、
フランスではここでしか見られない水田や、
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
童は「ガルディアン」と呼ばれる。

アルベール・ラモリス監督の『白い馬』
（1953年）という白黒短編映画（カンヌ
国際映画祭グランプリ受賞）の舞台とし
て有名だ。

フランスを代表するバカンススポットのひ
とつであり、滞在中の代表的アクティビテ

ィーが乗馬である。一帯には20軒ほどの
貸馬屋があり、全部で400頭あまりいる馬
が、夏のバカンスシーズンにはフル回転と
なる。

我 は々、「オーベルジュ・カバリエ」とい
うホテル・レストランに付随する貸馬屋の
馬を借りた。4年連続だ。がっしりとした馬
体にガルディアンが使うカマルグ鞍を置き、
ガイドの案内で2時間ほどのトレッキングに
出かけた。景色を楽しみながら、のんびり
した常歩で湿原の水の中を歩き、地中海
に面した海岸では快適なキャンターを楽し
んだ。湿原とはいうが、日本の“湿地帯”
のようなイメージとは程遠い。太陽はまぶし
く輝き、雲ひとつない空の下には、あちら
こちらに塩田があり、何十羽というピンクフ
ラミンゴが生息している。永遠に続く遠浅
の海の中を、進んでいく感じだ。

ここで馬に乗ると、いつもこの言葉を思
い出す。
「Pour découvrir la Camargue, il 
faut des yeux, un cœur et un cheval 
blanc」
――カマルグを観るには、眼と心と白い馬
が必要だ。」

地元のカントリーレストランで昼食をとり、
中心地のセントマリードラメールの観光を
早足ですませて、カマルグを後

あと

にした。カ
マルグ滞在わずか半日。バカンスに来て
いるフランスの人は1カ月ぐらい滞在するの
が普通らしいが、なにせ我々は時間のな
い貧乏性の日本人、それに今回の旅の
主な目的地となるのは、むしろ山のほうな
のだ。

地中海に面したビーチを駆ける（カマルグ）。

別荘地のすぐ近くにも多くのフラミンゴが（カマルグ）。

独特の鞍とアブミ（カマルグ）。



ル・フロラックのコース、標高1500ｍモンテグアル山頂付近。
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エンデュランスレース
「ル・フロラック」の舞台へ

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のひとつ、「ル・フロ
ラック」（103ページ参照）が行われるセ
ヴェンヌ国立公園（Cevennes National 
Park）に滞在し、アラブ種の名馬に乗る
ことだ。だれでも行かれる観光乗馬の名
所、カマルグとはまった違う、FRCならで
はのデスティネーションとアクティビティーだ。

セヴェンヌ国立公園は、フランス中央山
塊（Massif central）の南東部に広がる
山岳・丘陵地帯。32万ヘクタールに及ぶ
広大な国立公園で、1985年に世界遺産
としてユネスコの生物圏保存地域に登録
された。

カマルグを出た我々の車は、シーラの
運転でモンペリエの街を通り抜け、北に
向かって2時間程のドライブで、目的地の
コルニュ（Cornus）という山間の村に到
着した。過去3年の旅では、それぞれ別

の村の別なホテルに滞在してきたが、今
回は一番ひなびた場所で、一番小さなホ
テルを選んだ。

コルニュは人口数百人の小さな村。この
村の中心部にある8室だけのファミリー経
営のホテル・レストラン、ホテルノール（Hotel 
du Nord）が4日間の宿だ。日本からの
初の客ということで、オーナーのマルクが
飛び出してきて歓迎してくれた。このホテ
ルだけではなく、コルニュの村にとっても、
我 は々初の日本人来訪者だったそうだ。

宿舎のホテル・ノール。 宿主マルクとお母さん（ホテル・ノール）。
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6月26日（金）
鞍のテスト用に1000ｍの
トラックを持つ鞍工房

朝から快晴、気温30度と暑い。異常
気象である。暑さを避けるため、当初予
定の草原コースから、日陰のある林間コ
ースに変更した。馬主のクリステル（略
歴後述）が、自分の牧場からトレーラー
で馬を運んできた。みなアラブ種のエンデ
ュランスホースだ。その後、森林地帯で
約2時間の騎乗を楽しんだ。

ランチは近くのセント・ユーラリ・ド・セル
ノン（St .Eulalie de Cernon）村のレスト
ランで。この村は12世紀、テンプル騎士
団の支部があった場所だ。

ランチのあとはガストン・メルシエ鞍工
房（Gaston Mercier Saddlery）とミヨ

ガストン・メルシエ鞍工房
Gaston Mercier Saddlery

元エンデュランス全仏・全欧チャ
ンピョン、ガストン・メルシエ氏が
創業。エンデュランスとトレイルラ
イド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。息子でやはり
エンデュランスライダーのマニュエ
ルがマネージャーとして現場を仕切
っている。

超長時間騎乗するエンデュランス
では、馬がいかに快適に走るかが肝
心。鞍のフィッティングはほかの種
目以上に重要だとの考えに基づき、
鞍のテスト用のトラックを持ってい
るのが特徴だ。

ひと目でわかるユニークで美しいフォルム　（ガストン・メルシエ鞍工房）。

ミヨー高架橋。

炭素繊維製超軽量鞍（2kg）を持つマニュエル（ガストン・メルシエ鞍工房）。

できたばかりの鞍を置いてテストライド（ガストン・メルシエ鞍工房）。

ー高架橋（Viaduc de Millau）を訪問。
この鞍工房は毎年訪れているが、そのた
びにツアーメンバーが驚くことがある。

工房とショップがある広大な敷地の中
に、1周1000ｍのトラックが設けてあるのだ。
ゲストの馬用の馬房もある。

多くの人は自分の馬を連れてきて、素
材の革の色などを選ぶと同時に、背中の
形を測定してもらい、ぴったりとフィットする
鞍をオーダーする。現在は製造着手まで3
カ月待ちだが、作り始めると約3週間で完
成する。連絡を受けるとまた馬を連れてき
て、でき上がったばかりの鞍を置いてテス
トコースのトラックを走ってみる。鞍のフィッ
ティング具合を確認し、必要ならその場で
手直しを依頼できる。

我々が見学に訪れた時も、ちょうど鞍を
引き取りに来たカップルがテスト走行してい
る時だった。日本では、自分の馬を持っ

ていなくても鞍を持つ人がいる。自分の馬
にピタリとフィットした鞍をオーダーし、テスト
走行までする、という発想はあまりない。
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ラ・クーベルトワレード。

6月27日（土）
馬に乗って3時間
フランスが誇る美しい村へ

クリステルの牧場エレバージュ・セラヌ・
ラルザック（Elevage Seranne Larzac）
を出発し、「フランスで最も美しい村」の
ひとつとして知られるラ・クーベルトワレード

（La Couvertoirade）へ 約3時 間の騎
乗へ。

ル・フロラックのトレイルが通る、コース
（Causse）という標高800 ～ 1200メート
ルのカルスト高原を行く。ラ・クーベルトワ

レードは、石造りの城壁で囲まれた小さな
村だ。

城壁内部にある古い建物の多くは、ク
ラフト工房、土産物屋、軽食を食べさせ
るレストランなどになっていて、多くの観光
客を集めている。

我々は「Auberge du Chat Perch」
というレストランで予め頼んでおいた軽め
のベジタリアン料理を食べ、村内の観光
を楽しんだ。

実は過去3年の旅は、食事で苦労した。
どこに行っても美味なのだが、何せ量が
多く、時間がかかる。昼食は13時に始ま
ると15時頃まで。夕食は20時から早くて
22時、時には23時頃までかかる。

パリやモンサンミッシェルのように、日本
人がたくさん訪れ、レストランに日本語のメ
ニューがあるような観光客向けの場所し
か訪れたことがない人は、フランスでフラン
ス人のためのレストランに行くと、必ず驚く。
普通の日本人には苦痛なのだ。

食事は簡単に早くすませ
たいといっても、自分たちの
食事スタイルに絶対の自信
を持っているフランス人は、
なかなか許してくれない。

英国人のシーラは我々
の希望を完璧に理解してく
れ、軽くて早く食べられる
料理をあらかじめオーダー
してくれていたのだ。

6月28日（日）
広さがピンとこない？
600ヘクタールの牧場

クリステルの牧場の中で、今年生まれ
たばかりの仔馬たちを見たあと、敷地内
に作られたエンデュランストレーニング用の
コースで、午前中いっぱい乗馬。快適な
キャンターを楽しんだ。

600ヘクタールという広大な牧場内には、
なんと1周8kmのトラックが作られている。
アップダウンのある敷地にはたくさんの木々
があり、牧場の全貌を見渡せる場所がな
い。そのため、600ヘクタールの牧場と聞
いても広さがピントこないので、だれも感心
しない。私が日本で馬を置いている八ヶ
岳南麓小淵沢の牧場は広 と々していて、
ほかの乗馬施設の人からうらやましがられ
るが、敷地面積1ヘクタール弱。近くの山
梨県馬術競技場が約23ヘクタールだとい
うから、いかにクリステルの牧場が広いか
がわかるだろう。

午後は世界遺産に指定されたカルス
ト台地の中世の村、シルク・ド・ナバセル
（Cirque de Navacelles）を訪問。すり
鉢状の渓谷の底にある中世の村で、数
百ｍの深さがある。例年は、すり鉢の上
から見学していたが、今年は初めてすり
鉢の底まで下りてみた。冷たい清流の流
れる川があり、多くの家族連れが水遊び
をしていた。ベジタリアンスペシャル、美味！

何を食べても美味。
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巨大スポーツ用品店デカスロンの馬具コーナー。

今年生まれた仔馬と母馬たち（クリステルの牧場）。

サンギエムの村。

牧場内の1周8㎞のトラックを駆ける（クリステルの牧場）。

牧場の標識（クリステルの牧場）。

シルク・ド・ナバセル。

6月29日（月）
安い！　馬具ショップで
思う存分ショッピング

朝、ホテルをチェックアウト。南仏最後
の夜を過ごすモンペリエに向けて移動。

途中、世界遺産に指定された「フラン
スで最も美しい村」の別のひとつ、サン
ギエム・ル・デセール（St.Guilhem-Le-
Dessert）を訪問。村の中のレストランで食
事を楽しんだ。いたるところに世界遺産が
ある。

夕方モンペリエに到着、宿舎のホリ
デー・イン・エクスプレス（Holiday Inn 
Express）のある「Odyseum Shopping 
Centre」へ。ショッピングセンター内のス
ポーツ用品店デカスロン（Decathron）

ラ・クーベルトワレード近郊のカルスト台地。

内の馬具ショップで買い物。何を買っても
安い。皆、山のように馬具を買い込んだ。

飛行機の超過料金を心配したが、エ
ールフランスは今年から、エコノミーでも
23kgまでのスーツケースを2つ、無料で預
けられるようになっていて助かった。

Schollerというブラスリーで最後の晩の
夕食を楽しみ、翌30日（火）のエールフ
ランス便で帰国の途についた。
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フランスの馬文化というと、カドルノワー
ルで知られるソーミュール騎兵学校、競
馬の凱旋門賞、シャンティーやドービルの
競馬場、エルメス、騎馬劇団ジンガロ座、
2014年のノルマンディー世界馬術大会な
ど、フランス北部が中心と思われがちだ。
しかし、エンデュランスやTREC（103ペ
ージ参照）、乗馬旅行といった野外騎乗、
乗馬ツーリズムに関しては、フランス南部
が本場。

南フランスでは田舎に行くと、多くの民
宿に馬がいる。馬で旅する人 も々多い。
地中海に面し暖かいため、通年で乗馬
が楽しめる。

物価はパリより安く、人 は々素朴で親切
だ。フランスを代表する美食の食材、フォ
ワグラやトリュフの産地でもあり、ブルーチ
ーズで有名なロックフォール村は、我々の
滞在地のすぐ近くだ。

南フランスの太陽に
魅せられた二人の女性

ル・フロラックがあるため、アラブ馬、そ
してエンデュランスなど野外騎乗を愛する
人々が、この地に集まってくる。

今回の我 の々旅を手伝ってくれた2人の
女性、馬主のクリステルとガイドのシーラも
そうだ。

◎クリステル Christèle：
50歳、フランス人。アラブ種エンデュラ

ンス馬の生産牧場主。7歳から馬に乗る。
20代前半パリで『Karate Bushido』と
いう武道雑誌の編集記者をやっていた。
その関係で、極真空手の大山倍達氏や
合気道の植芝師範とも会ったことがあるそ
うだ。

馬と過ごすため、両親とともに休暇のた
びにモンペリエに来ていた。段 と々滞在
が長くなり、パリに送る原稿も遅れがちに。
まだインターネットがなかった時代の話だ。
とうとうクビになってしまったという。南仏の田舎では馬で旅する人に良く出会う。

乗馬ツーリズムの本場
南フランス
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田中雅文（たなかまさふみ）

「海外乗馬ツアーを通じ、世界の馬文化を研究す
る」フリーダム・ライディング・クラブ（FRC）代表。
1997年にオーストラリアでエンデュランスに出会って
以来、自身がライダーとして競技に出るかたわら、日
豪両国での講習会の主催など、エンデュランスの普
及活動を続けてきた。2005年ドバイ、2008年マ
レーシア世界選手権で日本チームの監督を務めた。
著書に『完走することが勝つこと（正・続）』（（社）
北海道うまの道ネットワーク協会）がある。現在もフ
リーダム・ライディング・クラブの海外乗馬ツアー（タ
スマニアやウェールズなど）を主催し、自らガイドも務
める。またアラブ種のエンデュランス馬を使ったエン
デュランス合宿・クリニックを通年で開催（小淵沢・
山梨県北杜市）。自ら講師を務めている。

FRCでは、来年も6月下旬、この馬の旅「FRC特
別ツアー南フランス乗馬の旅2016」を行なう予定
だ。詳細は随時、ホームページ等で公開してく。

フリーダム・ライディング・クラブ（FRC）
［ADD］〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町981
［Email］tanakapal@xj8.so-net.ne.jp
［FAX］ 045-543-2624
［URL］frc-uma.jp

FRCからお知らせ

「馬で生きるしかない」
と思ったクリステルは、い
くつかの牧場で働き、つ
いに自分の牧場を持った。
学校に通って、乗馬観光
ガイドのディプロマも取得。
最初は2頭のスタリオン（種
馬）を手に入れた。次第
に頭数を増やし土地を広
げ、現在牧場の敷地面
積は、600ヘクタールと広
大。

パートナーのジャン・ク
ロードとともに、種馬4頭、
20頭の繁殖牝馬を含む
約100頭の馬を飼育して
いる。

生産したエンデュランス
馬の多くは、中東をはじ
め世界に輸出。ル・フロラ
ックに出場するための馬も貸し出している。
日本人エンデュランスライダーの増井光子
さん（故人）と福森享子さんが、彼女の
馬でル・フロラックを完走している。

◎シーラ Cilla：
63歳、英国人。今回の旅の現地コー

ディネーター兼ガイド。南仏の明るい太
陽とのんびりしたライフスタイルに魅せられ

トレック　TREC

現在ヨーロッパ各国で大ブレーク
中の新しい野外馬術競技TRECは、
もともとは南フランスの乗馬ガイ
ドの研修プログラムだった。TREC
は フ ラ ン ス 語 の「Technique de 
Randonne Equestre de Competition」
の略。直訳すると「野外騎乗の技術
競技」となる。馬に乗ってのオリエ
ンテーリングが中心で、いかにもフ
ランス人が考えそうな競技だ。

ル・フロラック Le Florac Endurance

私を含め日本のエンデュランスライ
ダーは、アメリカやオーストラリアで
エンデュランスを学んだ人が多いた
め、フランスのエンデュランスシーン
を知らない人が多い。だが、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

その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。

FEI（国際馬術連盟）公認
のエンデュランス競技CEIと
して、毎年7月、セヴェンヌ
国立公園の山岳地帯で行な
われる。コースは1周160㎞
の大きなループ。石がごろ
ごろした過酷な山岳コース
が続くが、上位入賞者のタ
イムが10時間以内というハ
イレベルの大会だ。

日本人の完走者は、これまで増井光
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。ル・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産んだ名
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。

て、雨が多く肌寒い英国から移住する人
は珍しくない。シーラもその一人。

ロンドンでファッションバイヤーをしていた
が、37歳で早期引退し、25年前にご主
人と一緒に越してきた。10歳から馬に乗
り、ハント（キツネ狩り）を楽しんでいたと
か。モンペリエに越してきてからは、もっぱ
らエンデュランスに親しみ、クリステルの牧
場の馬のトレーニングをボランティアで行な
っている。

クリステル（左）とシーラ（右）

ペルシックランドの説明看板。


