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思い出のフランスを語る-パリ駐在 

フランス北部 TGV・列車・車旅行 

ヴェルサイユ宮殿 Palais de Versailles 

1682 年にフランス王ルイ 14 世(在位 1643-1715)が建てたフランスの宮殿（建設当初は離宮）で、ヴェルサイユ城と

も呼ばれ、パリの南西 22 キロメートルに位置するイヴリーヌ県ヴェルサイユにある。 

バロック建築の代表作で、豪華な建物と広大な美しい庭園で有名である。 

宮殿内には地方の有力貴族の居住空間も用意され、権力の一極集中を実現していたため、フランス絶対王政の

象徴的建造物ともいわれる。 

宮殿はルイ 14 世をはじめとした王族と、貴族たちが国政を議論する場であり、時には社交場でもあった。 

宮殿のファサード(建物正面)は 400 メートルもあり、左右対称の構成としている。 

儀式や外国の賓客を謁見するために使われた鏡の間は、1871 年にドイツ皇帝ヴィルヘルム 1 世の即位式が行わ

れ、また第一次世界大戦後の対ドイツとの講和条約であるヴェルサイユ条約が調印された場所でもある。 

鏡の間にはたくさんの銀製品が飾られていたというが、ルイ 14 世は晩年になって、スペインとの王位継承争いが

続いて戦費の捻出に困り、破産を免れるためにこれらを売って戦費に充てたという。 

宮殿の建設よりも労力を費やされている噴水庭園は、宮殿建設の 25,000 人に対し、36,000 人が投入されている。 

そして、その噴水にはルイ 14 世の三つの意図が込められている。 

『水なき地に水を引く』 

ヴェルサイユには近くに水を引く高地が無いため、ルイ 14 世は 10km 離れたセーヌ川の川岸に巨大な揚水装置を

設置し、そして古代ローマに倣って水道橋を作って、水をヴェルサイユまで運び、巨大な貯水槽に溜め込んだ。 

こうして水無き地で常に水を噴き上げる噴水庭園を完成させ、自然をも変える力を周囲に示した。 

『貴族を従わせる』 

「ラトナの噴水」と「アポロンの噴水」はフロンドの乱の時、彼を守ってくれた母と 10 歳のルイ 14 世自身を示し、蛙や

トカゲに変えられた村人は貴族たちをあらわしていて、王に反抗をする者は許さないという宣言を示している。 

「太陽神アポロンの噴水」は、アポロンはルイ 14 世自信をあらわし、馬に引かれて海中から姿をあらわし、天に駆

け上ろうとしているものを模った噴水で、彼が天空から地上の全てを従わせると示している。 

『民衆の心をつかむ』 

ルイ 14 世は民衆誰もがヴェルサイユに入るのを許し、庭園の見方「王の庭園鑑賞法」というガイドブックを発行、

民衆はガイドブックに従って庭園を鑑賞することで、貴族と自然を圧倒した王の偉大さを刷り込まれていった。 
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ジヴェルニー Giverny 

ジヴェルニーは、パリから 70km の距離でセーヌ川とエプト川が合流するヴェルノンに位置する。 

モネの家は、現在美術館としてクロード・モネ財団によって運営それ、一般客に開放され観光地となっている。 

門には薔薇のアーチ、次に長い小道を抜けるとモネ自らが手入れした「クロ・ノルマン」の庭園に続く。 

庭園には、季節ごとにモネが愛した色とりどりの花が咲き、家の内部には数多くのモネの作品や、モネが傾倒して

いた葛飾北斎、歌川広重、喜多川歌麿などの浮世絵コレクションが展示され、また有名な作品のモデルとなった庭

園の池には睡蓮が浮かぶモネの池があり、日本庭園風に作られた太鼓橋も名高い。 

   

  

 

オーヴェル・シュル・オワーズ Auvers-sur-Oise 

パリに近い地理的条件から、シャルル・フランソワ・ドービニー、ポール・セザンヌ、カミーユ・コロー、カミーユ・ピサ

ロ、フィンセント・ファン・ゴッホなどの画家が滞在したが、特にゴッホはこの地で人生最後の時間を過ごし、70 点も

の作品を描いたことで知られており、その後自殺を図り死亡する 1890 年 7 月までの約 2 ヶ月間滞在した。 

ラヴー旅館は、ゴッホが滞在し没した宿で、現在はレストランとして彼が過ごした部屋が公開されている。 

ファン・ゴッホ公園には、オシップ・ザッキンによるファン・ゴッホ像がある。 
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フォンテーヌブローFontainebleau 

フォンテーヌブローはパリ・リヨン駅から列車で約 40 分、歴代フランス王の愛したフォンテーヌブロー宮殿（フォンテ

ーヌブロー城）であり、かつての王族の狩猟地で現在も自然が保全されている広大なフォンテーヌブローの森があ

り、パリジャンの週末の余暇地であると共に、世界有数のビジネススクール INSEAD のヨーロッパ・キャンパスの所

在地でもある。 

ルイ 6 世からナポレオン 3 世に至るまでの、700 年の間の 34 人の支配者たちが、フォンテーヌブローで過ごした。 

この城は、16 世紀から 18 世紀の間、解体・再建・拡張・美化が行われ、調和がとれた建築様式になっている。 

  

  

 

バルビゾン Barbizon 

フランスのイル・ド・フランス県にあり、フォンテーヌブローの森に隣接している。 

19 世紀にはジャン・フランソワ・ミレーに代表される風景画家たちが集まり、バルビゾン派と称された。 

バルビゾン派 は、1830 年から 1870 年頃にかけて、フランスで発生した絵画の一派で、バルビゾンに画家が滞在・

居住し、自然主義的な風景画や農民画を写実的に描いたため、小さな村ではあるが、世界中から観光客が訪れ

ており、村は「画家たちの村バルビゾン」と称され、ミレーの家(Maison de Millet)は現在記念館となっている。 
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シャルトル Chartres 

フランスの中部に位置する都市で、パリから列車で約1時間の南西にあり、左右の塔で建築様式が異なるシャルト

ル大聖堂として有名な街である。 

古くから司教座がおかれた街であり、市中央部にあるシャルトル大聖堂は、1145 年ロマネスク様式で建築された

が、1194 年大火で町全体と聖堂の西側前方部分以外が焼き尽くされた。 

大聖堂本体の再建は 1194 年から 1220 年の間に行われ、この残った部分のみ初期ゴシック様式となった。 

ファサードのバラ窓や、キリストの家系図を表した側廊のステンドグラス「エッサイの根」は、「シャルトルの青」とい

われる青みのあるステンドグラスで、13 世紀のステンドグラスの極点として知られる。 

大聖堂の建築は最上級のもので、その高く聳え立つ通路やきめ細かい彫刻を見て熱情に溢れない建築歴史家は

殆どいないとも言われるほどである。 

これはシャルトル大聖堂がフランスにおける全てのゴシック建築の大聖堂であり、最も素晴らしいものの中の一つ

であるということを表している。 

遠くからはうねる小麦畑の上を徘徊する様にも見え、徐々に近づくと街の大聖堂が立つ丘の周りへと群がっている

のが見え始める。 

対照的な二つの尖塔は、片方が 1140 年以来立ち続ける 105m の質素な角錐と、113m の高さで古い角錐の塔を

越える 16 世紀初頭の後期ゴシック・フランボワイアン様式（火焔式）の塔から成り、外を飛梁の複合棟で囲まれる

中、淡い緑色の屋根を突き抜けて高くそびえ立っている。 

ステンドグラス窓は、「シャルトルブルー」と讃えられる非常に鮮やかな青い色が特に有名であり、とりわけ聖母マ

リアとその子を描写したものや、アダムとイブの物語を描いた失楽園、ノアの箱舟が名高い。 

シャルトル大聖堂はフランス革命期で破壊または略奪に遭ったことがなく、数多く行われてきた修復もその華麗な

美しさを作り変えてしまうことはなかった大聖堂は、1979 年ユネスコの世界遺産に登録された。 

   

    



5 

 

ル・マン Le Mans & シルキュイ・ドゥ・ラ・サルト Circuit de la Sarthe 

ル・マン市郊外にあるサルト・サーキットは、正式名称 Circuit des 24 Heures du Mans（ルマン 24 時間サーキット）

で、毎年 6 月に行われる世界三大レースのひとつであるル・マン 24 時間レースで、また隔年 7 月にヒストリック・カ

ーレースのル・マン・クラシックが開催されている。 

コースはル・マン市街地から南に下ったところにあり、2/3 の区間は普段地方道として使われている一般公道を閉

鎖して走行する。 

ピット施設と周辺の常設区間は、2 輪レースを行う「ブガッティ・サーキット」と共用する。 

1 周の距離は 13.629km あり、ニュルブルクリンク 24 時間レースが開催されるドイツのニュルブルクリンク北コース

（全長 20.832km）と並んで、往時のロングコースの伝統を残している。 

高速コースという特性は変わらず、プロトタイプカー（LMP1クラス）の平均速度は240km/hに達し、これはモンツァ・

サーキットで行われる F1 イタリアグランプリに匹敵する。 

ル・マン仕様のマシンはドラッグ削減をテーマとし、ロングテールなどの特殊なエアロキットを使用する場合もある。 

ただし、ポルシェ・カーブのような高速セクションを攻略するためには、ある程度のダウンフォースも必要となる。 

公道でも 300km/h を超えるスピードが出る上に、レース中はプロトタイプカーと GT カーが混走するため、速度差の

大きい車同士が接触してクラッシュにつながる危険性をはらんでいる。 

コースが広大なため、セーフティカーが 3 箇所に待機し、レース中の事故による減速走行時には同時にコースイン

する。 

また2015年からはコースマーシャルの指示による「スローゾーン」（80km/h以下での走行が義務付けられるゾーン）

制度が導入され、2017 年からはコース全体を 9 つのセクションに分割して、必要に応じ一つまたは複数のセクショ

ンを「スローゾーン」指定する形に変更された。 

ピット周辺は晴れているのにもかかわらず、ミュルサンヌ・コーナーでは大雨が降っているということがあり、サーキ

ット全域をカバーする気象観測レーダーを利用するチームもある。 

日中と夜間では気温の差が大きく、日没と早朝の時間帯には日差しの眩しさに幻惑される。 

24 時間レースの期間中は 20 万人を越える観客が長時間滞在するため、グッズショップや飲食店のほかに移動遊

園地や映画館、コンサートステージなど様々なアトラクションが設営される。 
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ルーアン Rouen 

フランス北部に位置する都市で、ノルマンディー地域圏の首府、セーヌ・マリティーム県の県庁所在地である。 

中世からの古都であり、大司教座が置かれ、ルーアン大聖堂はゴシック建築の代表として知られる。 

クロード・モネの中期の連作『ルーアン大聖堂』はこの聖堂を主題としたものである。 

ルーアン大聖堂にはノルマン人で初代ノルマンディー公になったロロの墓がある。 

また、百年戦争で捕虜となったジャンヌ・ダルクは、1431 年にこの町で火刑に処されている。 

フランスでは学生の町として有名で、たくさんの教育機関がある。 
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オンフルール Honfleur 

フランス、ノルマンディー地方の港町で、セーヌ川の河口に位置し、観光の町としても知られ、旧港の風景は印象

派の絵画の題材ともなった。 

画家のウジェーヌ・ブーダンや、作曲家のエリック・サティの生地でもある。 

対岸のル・アーヴルとの間には、1995 年にノルマンディー橋が架けられた。 

   

  

 

ドーヴィル Deauville 

『ノルマンディー海岸の女王』と謳われ、港・ヴィラ・カジノ・ホテル等を擁するリゾートの町である。 

19 世紀からリゾート地として整備が始まり、1860 年代には皇帝ナポレオン 3 世が訪問、パリのブルジョワ階級がこ

ぞって休暇を過ごす地となり、1863 年に鉄道が開通、パリから 6 時間でドーヴィルへ行くことが可能になった。 

イポドローム・ド・ラ・トーケ競馬の主催地であり、フランス中の競走馬飼育農場から馬が集まる。 

ドーヴィルは映画や小説の舞台にもなり、映画『男と女』、アガサ・クリスティの作品、スコット・フィッツジェラルドの

『華麗なるギャツビー』にも登場する。 
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ストラスブール Strasbourg 

フランス北東部のライン川左岸に位置し、河川港を抱える交通の要衝で、対岸にはドイツの都市ケールが存在し

ているように、かつてはドイツに属したが、近世初頭にドイツの混乱に乗じてフランス王国が侵略して併合した。 

現在は欧州評議会や欧州人権裁判所、またEUの欧州議会の本会議場を擁し、ベルギーのブリュッセルと共にEU

の象徴的な都市の一つとなっている。 

グーテンベルクやカルヴァン、ゲーテ、モーツァルト、パストゥールなども人生の一時期をこの地で過ごした。 

都心にあるカテドラル （ストラスブール大聖堂）、アルザスの伝統家屋が密集したプチット・フランス地区がユネス

コの世界遺産に登録されている。 

カテドラルは地元産の砂岩で作られているため外観がバラ色で、地盤が弱いため尖塔が片方しかないのが特徴

である。また、聖堂内には人の人生を表現したからくり時計「天文時計」が設置されている。 

 

イル川の中洲である周囲 2km ほどの島が都心であり、観光スポットもショッピングスポットもこの中洲に集中してい

て、小水路が入り組んだところにアルザス伝統の木組み（コロンバージュ）の家が密集している。 

このプチット・フランス地区内には閘門が設けられている。 

ストラスブールはイル川の水運で栄えた水の都であり、観光客向けに水上バスも運航されている。 

水上バスは都心を出発してプチット・フランス地区の閘門を水路を調整しながら通過し、イル川河畔の欧州議会付

近まで周遊する。 

ストラスブール大聖堂前のクリスマスデコレーションは、16 世紀から続くヨーロッパ最大級にして、最古のクリスマ

スマーケットで、11 月下旬から 12 月末まで約１ヶ月間開催され、数百万人の観光客が毎年世界中から訪れる。 

そのため、キャピタル・ドゥ・ノエルの異名を持ち、CNN トラベルで 3 年連続世界一のクリスマスマーケットにも選ば

れている。 
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ディジョン Dijon 

ディジョンはフランス中東部に位置する都市、かつてはブルゴーニュ公国の首都で、数多くの戦禍に巻き込まれな

がら、かつての繁栄の時代を物語る建物が現存しており、特に中心部には 12 世紀から 15 世紀にかけ建てられた

半木造の建物が残っていて、またブルゴーニュ公爵宮殿・1365 年完成のルネサンス様式の城が、現在はディジョ

ン市役所とディジョン美術館が入っている。 

ディジョン大聖堂は、13 世紀完成、ゴシック様式の大聖堂で、2002 年からディジョン大司教座が置かれている。 

ディジョンは美食の都として知られ、エスカルゴ（カタツムリの料理）、ブルゴーニュ産トリュフ、パン・デピス、ブフ・ブ

ルギニョン（牛肉のワイン煮）、クレーム・ド・カシスの原料となる黒スグリなどが、ディジョンの味覚の代表である。 

ディジョンはマスタードで有名で、伝統的なマスタードは強い風味を持っていて、変わったフレーバーのマスタードも

作られており、陶器のポットに入れて売られていることが多い。 
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ボーヌ Beaune 

ボーヌ周辺はブルゴーニュ・ワインの産地として有名で、毎年11月にこの都市のオスピスで開かれるワインのオー

クションは国際的に名高い。 

ボーヌのオスピス（施療院）は 1443 年にブルゴーニュ公国宰相が創設したもので、貧しい人たちに無料で医療を

施したが、入院の条件は貧者であることで、王侯貴族から寄進されたブドウ園とそこから生産されるワインで、費

用は埋め合わされていた。 

この建物は、屋根瓦が、黄色や赤、茶色とカラフルで、しかもブルゴーニュ風の文様を描くようにデザインされてい

てとても美しく、こうした施療院は、当時、オテル・デュー（神の宿）とも呼ばれた。 

現在では、その当時の薬品、医療器具を展示した医学博物館になっており、またワインオークションの会場として

よく知られていて、現存するオテル・デューの中でも最も有名な施設で、この施療院ブランドのワインもある。 

ワイン博物館があり、「栄光の三日間」として 11 月の第 3 日曜日を挟む土曜〜月曜 3 日間にわたって開催される

ワイン関連の祭りで、特に日曜日のオークションはその年のワインの相場を占うものだとする見方もある。 

  

 

ボルドーBordeaux 

ボルドーはフランス南西部の中心的な都市、ガロンヌ川に面した港町で河口に最も近く、市街地は川の湾曲部に

そって三日月形に形成され「月の港」と呼ばれる。 

市中心部から北側は都市計画による大通りがあり、南側は 18 世紀に建設され狭くて曲がった通りのある古い街で、

2007 年にボルドーの市街区域が世界遺産に登録された。 

18〜19 世紀の都市計画によって生まれた調和のある街並みと、近年のガロンヌ河岸の歩行者空間と一体となっ

た歴史的な再開発が評価された。 

都市圏は急速に発展し、特にボルドー都市圏の住居は 3 階建てを越えることがほとんどなく、その上 4 階建ては市

街地中心部に隣接した城郭の外に存在している。 
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フランス南部ドライブ旅行 

オルレアン Orléans 

オルレアンはパリの約 130km 南西に位置する都市で、ジャンヌ・ダルク通りに面したオルレアン大聖堂は、聖十字

架大聖堂とも称され、オルレアン司教座所在地である。 

ジャンヌ・ダルクの家 La Maison de Jeanne d'Arc は、1429 年 4 月 24 日から 5 月 9 日まで、実際にジャンヌ・ダルク

が滞在した家で、現在は復元されたもの。 

マルトロワ広場 Place du Martroi には、市のシンボルとなっているジャンヌ・ダルクの像が建てられている。 

オルレアン包囲戦は、イングランドとフランスの百年戦争において、ターニングポイントとなったフランス・オルレア

ンで、1428 年 10 月から 1429 年 5 月にかけて起きた戦闘である。 

この包囲戦は、ジャンヌ・ダルクの主要な軍事行動における最初の勝利であり、1415 年にアジャンクールの戦いで

敗れた後のフランスにとって、最初の大きな勝利であった。 

 

化粧品製造では、オルレアン近郊の"コスメティックバレー"に、ロレアル、パルファン・クリスチャン・ディオール、ゲ

ラン、パルファン・ジバンシー、フレッシュなど、エリオス 研究開発センターが設けられ、1992 年からは日本の資生

堂が進出するなど、同業各社が香水工場などの製造拠点を設けている。 
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ロワール Loire 

ロワールはフランスの川の名でありその流域の地名になっていて、ロワール渓谷はフランスのロワール川流域に

広がる渓谷で、オルレアン、ブロワ、アンボワーズ、トゥール、アンジェといった歴史上の重要都市が点在し、また

何よりも数々の名城が現存していることから「フランスの庭園」の異名をとる。 

300 をこえるロワールの古城のうち初期のものは、当初中世に城砦として建造されたものであった。 

例えば、1429 年にフランス王シャルル 7 世とジャンヌ・ダルクが最初に対面したシノン城も、もとはイングランド王ヘ

ンリー2 世が軍事的理由によって築いた城塞であった。 

ルネサンス期のフランソワ 1 世の頃から政治の中心はパリに移されたものの、ロワール渓谷はなおも王族とかか

わりが深かった。 

例えば、ルイ 12 世のときに大改修が行われたブロワ城は、続く歴代の王フランソワ 1 世やアンリ 2 世らにも使われ、

ギーズ公アンリが殺害された 1588 年の三部会の舞台ともなった。 

また、ロワール渓谷最大の城であるシャンボール城、美しさで知られるシュノンソー城、そしてアゼ・ル・リドー城な

どが築かれたのもこの時代である。 

シャルル・ペローは、ユッセ城で『眠れる森の美女』のお姫様が目覚めるという城がモデルになる作品を書いた。 

ペローの物語は、今も世界中の子どもたちに愛され、音楽や映画、舞台、オペラなどのテーマとなっている。 

 
 

  

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AD%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%A0%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%A3%AE%E3%81%AE%E7%BE%8E%E5%A5%B3
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カルカソンヌ Carcassonne 

「歴史的城塞都市カルカソンヌ」は、フランス南西部の都市カルカソンヌのうち、城壁に囲まれた部分を指し、シテを

覆う城塞は 19 世紀に修復されており、シテは「歴史的城塞都市カルカソンヌ」の名で 1997 年にユネスコの世界遺

産に登録され、フランス国内ではモン・サン・ミシェルに次ぐ年間来訪者数を誇る一大観光名所となっている。 

街の名前カルカソンヌは、カール大帝がこの都市の攻略をあきらめ退散するときに、当時街を治めていたカルカス 

(Carcas) が勝利の鐘を鳴らした (sonner) ことに由来するという伝説がある。 

 

2500 年に及ぶカルカソンヌの歴史は、建物の各所に刻まれている。 

古代ローマ時代には要塞に囲まれた都市機能の基盤が形成され、中世にはさらに外側にもう一重の要塞が建設

されて、この二重の防備が施された丘の上の城塞都市として、オード川をはさんで展開した下街との二層の区域

が合わさって発展した欧州最古の城塞都市である。 

ルイ9世は、籠城によって戦争を回避するための第二の城塞の建造されたカルカソンヌは、この城塞建設以降、シ

テは戦火にさらされることもなくなり、百年戦争にも耐えた。 

大胆王フィリップ 3 世の治下での工事において、ナルボネーズ門、トレゾー塔、サン＝ナゼール門などの建造が行

われ、ガロ・ローマン期の城壁やコンタル城の外堡の修復なども行われた。 

またこのときに籠城した市民が家庭に残っていた食材である豆、雑穀、豚や腸詰や鴨などの鳥獣肉を持ち寄りま

とめて大鍋に入れ煮込んだものがカルカソンヌの名を冠したカスールという鍋料理で、カスレのルーツになったと

言われている。 
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ポン・デュ・ガール Pont du Gard 

フランス南部ガール県のガルドン川に架かる水道橋で、ガール橋と称している。 

ユゼスからニームへ水を運ぶための水路の途中にあり、古代ローマ時代、西暦 50 年頃建設された。 

ニームへの導水路は全長約 50 km、平均斜度は 1 km あたり 24.6 cm で、ポン・デュ・ガール上流でもっとも大き

くなっているが、それはこの橋の高さを出来る限り低くしようとしたためであった。 

流水量は 1 日約 2 万立方 m であった。 

3 層のアーケードは上に行くほど幅が狭くなっている。 

全体の高さはガルドン川の最低水位から 49 m である。 

下層は 6 つのアーチから成り、長さ 142 m 、幅 6 m 、高さ 22 m である。 

中層は 11 のアーチから成り、長さ 242 m 、幅 4 m 、高さ 20 m である。 

導水路がある上層は 35 のアーチから成り、長さ 275 m 、幅 3 m 、高さ 7 m である。 

19 世紀にナポレオン 3 世の命令で改修されている。 

この驚異的な光景をうたいあげた作家・芸術家・考古学者は数知れない。 

18 世紀の思想家 J.J.ルソーはこの巨大な橋を前にしたときの驚きを次のように語っている。 

「この 3 層からなる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であった。 

自分をまったく卑小なものと思いながらも、何か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

たのかとつぶやいていたのだった」。 

同様のローマ時代の水道橋はスペインのセゴビア、トルコのイスタンブールにも見られる。 

この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 

(1) 人類の創造的才能を表現する傑作。 

(3) 現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。 

(4) 人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。 
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アルル Arles 

南フランスのプロヴァンス地方にあるアルルの街は、ローマ時代からの歴史ある街で、ローヌ川の美しい景色を見

ることができ、プロヴァンス地方都市らしいフレンドリーで明るい人々とのんびりとした雰囲気が魅力のフランス有

数の観光都市になっています。 

特に、フランスで最も大きくそして保存状態のよい闘技場は、観客席の最上階からはアルルの街が一望できます。 

10 月の収穫際には大きな闘牛大会が開かれ世界中の人がこの街に訪れます。 

アルルは地中海性気候で、暑く乾燥した長い夏、穏やかな冬という対照的な季節があり、日照時間は長いため、

アルルはローヌ地方の主要な港として、経済的に長い間影響力を残した。 

有名な画家ゴッホが描いた作品の舞台としても有名です。 

画家フィンセント・ファン・ゴッホにとってこの街が魅力的な目的地となり、1888 年 2 月 21 日に街に入った。 

彼はその景観に魅了され、アルル時代に 300 以上の絵画や描画を制作した。 

アルルの跳ね橋・夜のカフェ・ファンゴッホの寝室・ローヌ川の星月夜・アルルの女など、有名な絵画の多くはこの

地で完成した。 

ポール・ゴーギャンは、アルルにいたゴッホを訪ねたが、ゴッホの精神状態が悪化しており、憂慮すべきほど異様

であり、1888 年 12 月には悪名の高い耳の切り落とし事件を起こすに至った。 

ゴッホと関係のあったアルルの人たちは、翌年 2 月にゴッホを幽閉することを要求することを人々に広めた。 

1889 年 5 月、彼は気を利かせ、アルルを離れてサン・レミ・ド・プロヴァンス近郊の精神病院に入院した。 

ゴッホの絵画作品と同名で、ジョルジュ・ビゼーが作曲した劇付随音楽組曲「アルルの女」も有名である。 
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アヴィニョン Avignon 

アヴィニョンは南仏プロヴァンス地方の北部にある都市で、アヴィニョン市内の周囲は城壁で囲まれていて、中世

の建物が数多く残り、商業や文化、観光の町として知られています。 

フランスの北から南の地中海に向けて流れ込むローヌ河畔にあり、交通の要所として、9〜12 世紀にはプロヴァン

ス地方の中心都市になりました。 

かつてローマから教皇庁が同地に移されたこともあり、カトリックの中心地としても栄えました。 

1309 年にローマ教皇クレメンス 5 世がアヴィニョンを居所に定め、1377 年まで教皇庁所在地とした。 

1305 年、ローマ教皇に選出されたボルドー大司教がクレメンス 5 世としてリヨンで即位したが、フランス人教皇誕生

の背後にはフランス王フィリップ 4 世の強い影響力があった。 

アナーニ事件などで教皇を威嚇していたフィリップ 4 世の意志を受けたクレメンス 5 世は、ローマに戻らず枢機卿団

と共にアヴィニョンに滞在し、ここに教皇庁の移転を宣言、これがいわゆるアヴィニョン捕囚（教皇のバビロン捕囚）

である。 

こうして 1309 年にクレメンス 5 世がアヴィニョンに居を定めて以来、1377 年にグレゴリウス 11 世がローマに戻るま

で、7 代 69 年間にわたってこの「捕囚」が続いた。 

この間、事実上の「キリスト教界の首都」となったアヴィニョンには、教皇庁宮殿、現在はフラ・アンジェリコやボッテ

ィチェリの「聖母子」を収蔵するプティ・パレ美術館として利用されている大司教館、サン・ベネゼ橋（アヴィニョン橋）、

ノートルダム・デ・ドン大聖堂といった建築物が残っていて、これらの歴史的建造物は「アヴィニョン歴史地区」とし

て、1995 年にユネスコ世界遺産に登録されました。 

また、美術館もいくつかあり、パリの美術収集家、ジャック・ドゥセのコレクションを公開するアングラドン美術館はド

ガやシスレー、セザンヌ、マネ、ピカソ、藤田嗣治などの作品を所有していて、モディリアニ『ピンクのブラウス』やゴ

ッホ『線路上の汽車』は特に有名です。 

毎夏には世界的に有名な『アヴィニョン演劇祭』が開かれるなど、さまざまな魅力を持った歴史と芸術、文化の町

です。 
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エクス・アン・プロヴァンス Aix-en-Provence 

エクソンプロバンスの略称はエクス Aix で、プロヴァンス伯爵領の首都として古くから繁栄し、現在は学術・芸術都

市としてプロヴァンス地方の観光の拠点となっている。 

ラテン語のアクア（水）から転訛したエクスの名が示すとおり、街中の至る所に大小の噴水が湧き出している。 

中でもミラボー大通り(Cours Mirabeau)にあるロトンド大噴水、温泉の湧く苔むした噴水、ルネ王の噴水、マザラン

地区にある 4 頭のイルカの噴水、旧市街の市庁舎の噴水、アルベルタの噴水など一見に値するものが多々ある。 

また、旧市街北西部の中世の要塞跡の近くにはボルゲーゼ王妃ことポーリーヌ・ボナパルト（ナポレオンの妹）や

ピカソ、ウィンストン・チャーチルなども訪れた、約 34 度の源泉を用いた温泉治療施設がある。 

市内には、この地出身のフランソワ・マリウス・グラネの名を冠したグラネ美術館をはじめ、陶器を展示したアルボ

ー美術館、古きエクスの美術館、タピスリー美術館、自然史博物館、パヴィヨン・ド・ヴァンドーム、ヴァザルリ美術

館などが存在する。また、郊外には古代のケルト人都市の遺跡、オッピドゥム・ダントルモンがある。 

リシュルム広場の常設青果朝市をはじめとして、青果、花卉、古本、家具、工芸品、衣類、雑貨、秋季限定でキノコ、

野禽（ジビエ）、冬季限定でサントン人形、クリスマスツリー用のモミの木など多彩な市が、ミラボー大通りやセクス

ティウス通り、市庁舎広場、プレシュール広場、ヴェルダン広場など市内各所で何らかの市が毎日催されている。 

 

ポール・セザンヌのお膝元として、セザンヌが生涯描き続けた、エクスの東約 20km に位置する標高 1011m のサン

ト＝ヴィクトワール山で、石灰岩質の山肌の為、日中は白く輝き、夕刻には紅に染まる。 

毎年夏に世界屈指のオペラ祭、エクサン・プロヴァンス音楽祭が開かれ、約 1 ヶ月にわたり世界中から多くの観光

客が訪れる。 

エクスの 3 つの劇場を主会場に、市庁舎の中庭やカテドラル、政治研究学院大講堂などで、数々のオペラやコン

サート、イベントが演じられる。 

60 回目の開催となった 2008 年には、創設者とその後継者たちを顕彰する記念開催として盛大に執り行われた。 
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ニース Nice 

フランスの南東部の地中海コート・ダジュールに面する世界的に有名な保養・観光地で、ニースの東方 13km にモ

ナコ公国、30km にイタリア国境があり、西方 30km にはカンヌがあり、北方にはアルプス山脈が広がっている。 

現在はフランス領であるが、歴史的にイタリア文化圏に属した時代が長かったため、言語・文化の面ではフランス

よりイタリアに近い特徴がある。 

ニースは地中海性気候であり、一年を通じて気候は安定していて、夏はよく晴れ乾燥しており、まとまった雨が降

るのは月に 1、2 回程度である。また、一日の最低気温も 20 度程度、昼間は 24 度くらいまで気温が上昇する。 

そのため欧州各地、特に夏でも涼しく太陽に恵まれないイギリスやフランス北部などから夏のバカンスに訪れる人

たちが多く込み合うし、冬も比較的温暖で気候が安定していることから、旅行者は 1 年中絶えない。 

  

  

 

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat 

パリ駐在(1990～1994)セールス・コンペの思い出! 

1991 年 1 月に始まった湾岸戦争により、1990 年 10 月に就航したばかりの ANA 成田-パリ便に大打撃、戦争は 1

カ月程で終了したのですが、その余波を受け長い間お客様数が一桁代の状況が続きました。 

当時の武井支店長は、「全員で営業体制を敷くぞ!!」の掛け声、何故か整備マネージャーである私が先頭に…、そ

の委員会のリーダーとして立ち上げることに…、セールス・コンペ活動がまとまり…、パリ支店の全員がセールスに

鎬を削ること約 3 ヶ月…、めでたく乗客数を回復させる事が出来ました。 

トップは家族全員がセールスマンとして活躍した石橋運航マネージャー、2 位に関矢空港所長、そして同 2 位に私

が…、その褒賞でコート・ダジュール海岸の地中海を前にしたセレブ・ホテルに宿泊できることになりました。 

この際と思い、フランス南部を一周するドライブ旅行を計画、オルレアン、ロワール、ボルドー、カルカソンヌ、ポン・

デュ・ガール、アヴニョン、アルル、エクス・アン・プロヴァンス、ニース、その夜は褒賞のグランドホテル・デュ・カッ
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プ・フェラホテルに宿泊、そしてモナコ、グルノーブル、アヌシー、パリに戻るという南フランスを家内と共に、我が愛

車ルノー21 で 1 週間をかけてのドライブ旅行で、8 ミリビデオカメラによる各都市での撮影もばっちり、最近になって

ブルーレイ・レコーダ BR に編集し、一生の思い出としています。 

 

このホテルが提供するワールドクラスのサービスで、贅沢なひとときを魅力的なフェラ岬の先端にある

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat は、広さ 7 ヘクタールの地中海式庭園に囲まれた豪華な宮殿ホテルで、ニースから

12km で、La Véranda などのレストラン、広さ 750 ㎡のスパセンターを併設しています。 

1908 年以来、Grand Hotel du Cap Ferrat ではエレガントなお部屋に著名人を迎えてきたそうですが、洗練された内

装の広々としたお部屋からは、コート・ダジュールの海の景色を望めます。 

ミシュラン1つ星を獲得したレストラン Le Cap では、グルメ料理を提供していて、屋外インフィニティプールの隣にあ

る Club Dauphin グリルレストランや、シックな La Véranda ビストロで地中海料理を楽しめます。 

東へのモナコまで 15km、イタリアとの国境まで 40km、また西へのコート・ダジュール空港まで 19km です。 

  

  

 

モナコ公国 Principauté de Monaco 

通称モナコ Monaco は、西ヨーロッパの立憲君主制国家で、フランスの地中海沿岸地方のイタリアとの国境近くに

位置する都市国家であり、世界で 2 番目に小さいミニ国家で、国連加盟国の中では世界最小である。 

陸側周囲をプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール地域圏に囲まれ、極端に山裾の街である。 

モナコはカジノ、F1 モナコグランプリ、そして WRC ラリー・モンテカルロが開催されることで知られる。 

国旗のデザインが国連基準の 2:3 の縦横比になるとインドネシアと同様になるため、両国の間で調整が図られたも

のの進展しなかったが、モナコ独自の基準による比率は 4:5 としている。 

また、上下を逆にするとポーランドの国旗と同様のデザインになるが、縦横比は異なる。 
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タックスヘイヴンであることなどから住民の 84%が外国籍（フランス国籍 47%、イタリア国籍 16%、その他 21%）であり、

モナコ国籍者は 16%しかいない。 

モナコは個人居住者に対して所得税を課していない（1957 年以降に移住したフランス国籍者は例外として税金を

フランス政府に納めるようになっていて、フランスが併合を強要しない主な理由である）。 

所得税がないため、モナコ国外からほとんどの収入を得ている富裕者の多くがこの国にやってくる。 

F1 ドライバーなどの有名人も多いが、その多くは実業家である。 

2000 年のフランス国会議員は、モナコはカジノを含め、資金洗浄に対し監視が甘い政策で、モナコ政府による圧

力があり司法当局が疑惑に対して適切に調査していないという疑いを報告した。 

経済協力開発機構（OECD）のタックスヘイヴン報告では、モナコは 2004 年までリストアップされていなかったが、

その後アンドラ、リヒテンシュタイン、リベリア、マーシャル諸島などと共に、財政情報の公開や提供に協力的でな

いとして、タックスヘイヴンとしてリストアップされた。 

また、国際通貨基金（IMF）も 2003 年までに他の 36 地域と共にタックスヘイヴンと認定した。 
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グルノーブル Grenoble 

フランスの南東部に位置する都市。イゼール県の県庁所在地であり、パリからの所要時間は直通の TGV で約 3

時間である。リヨンからは約 100km で、フランス国鉄の TER により結ばれている。 

グルノーブル市街地を流れるイゼール川 

バスティーユ城砦（左）とロープウェイ 

アルプス山脈の麓、イゼール川沿いに位置し、周囲を大きな岩山で囲まれている。 

岩山を刳り貫いたバスティーユ城砦へは、イゼール川を跨ぐロープウェイで行くこともできる。 

1968 年 2 月に、第 10 回冬季オリンピックが開催された。 

周辺に多くのスキー場があり、国鉄駅隣のバスターミナルから各スキー場へ行くことができる。 

  

 

アヌシーAnnecy 

アヌシーは、フランスの南東部に位置し、イタリアやスイスと接している街で、その周囲には雄大なアルプス山脈の

自然があるため、フランスの高級リゾート地として人気があり、多くの人が訪れます。 

アヌシーといえばアヌシー湖が有名で、アルプス山脈の雪解け水が流れ込むこの湖には清らかな水がたたえられ

ています。 

また、その周囲の雄大な自然の光景と調和して見る人に感動を与えますし、湖では遊覧船なども運航されていて

遊覧を楽しむことができます。 

時代の移り変わりを象徴する歴史的遺産としても貴重な場所です。 

また、街中には運河が整備されていてフランスのベニスと言われていると共に、街中には石造りの建物が残され

ていて長い歴史を感じさせます。 

アヌシーの街中の石造りの建物の数々も見所で、街の南に位置する小高い丘にはアヌシー城が残されており、現

在では美術館や博物館として利用されています。 

また、市街地には、運河の中に浮かぶ旧牢獄があり、現在では歴史博物館として旧監獄が持つ堅牢な建物として

の重厚な外観は見応えがあります。 

さらに、近隣にはヨーロッパ公園やシャン・ド・マルス公園があり、散策するのに適しています。 

  


