低山性のシュパル ツバル トでは庇の大 きい曲が り

む乳牛の多 きに,農家は安易に政府に保障 され る

屋風の孤立荘宅が点在 し,牧草や麦塀を栽培 し肉

酪農を求め,その結果が"
バ ターの山,牛乳の海"

牛を放牧 している.続 くライ ン地溝帯は恵 まれた

とい った ECの問題を換起 してい くのだ と痛感す

日照を利用 し,平坦 な フランス とは異 っ た 斜 面

る.

利用 のぶ ど う畑が広が り甘味の少ない ドイ ツの白
ワイ ンの主産地であ る.西独東部か ら東独への構
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年 1月2
3日,お茶の水地理談話会での発
表要 旨である.

造平野では小麦,燕麦, ビー ト,馬鈴薯等の大区
画の畑が広が りサイ ロを もつ農家が散見
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つ み

混合農

業地帯が広が る.同 じ混合農業で も東独に入 ると
集団農場の経営で畑の区画は更に大 き く,農業磯
械での作業風景が見 られたが肥料に 自然 の人糞を
スプ リンクラーで与えていた.畜産 ･農業部門か
らなる平均的集団農場 (
豚 5千,牛 2千,耕地 5
千b
a)を訪問 したが,生活には満足 し有利な公定
価格の為 自由市場のない点が他の社会主義国に比
べ興味深か った･オ ランダでは アムステルダム北
部の園芸地域 と世界 1のアールス ミア生花 中央市
場を見学,その規模の大 きさにオ ランダの園芸農
業の地位を感 じる･反面, ゾイデル海締切 り大堤
防見学 の途上, ポル ダーは殆ん ど牧場で,草をは

ヨー ロ ッパ の旅 か ら‑ ボ ル ドーー
武
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1
年 7月か ら 8月にかけて,2
8日間の ヨー ロ

にす ぎ,広 々とした田園風景が続 く.麦畑,飼料

ッパ旅行の磯会に恵 まれた.主人の国際会議への

畑,ひまわ り畑等 々,視界に山の姿はな く,やは

同行 とい う形 の為, コースの選択に多少制約があ

りヨー ロッパは大陸だ とつ くづ く感 じさせ られ る.

ったが, ヨー ロッパ内はすべて列車で移動 (
夜行

ツールで ロワール川を過 ぎるとい よい よ南 フラン

を含む) し, もっぱ ら自分の足で歩 き,現地 の人

ス.ポ ワチエを通 り,約 4時間後, ガロンヌ州 の

々と接す ることがで きた.地理学的 な旅 とはいえ

鉄橋を渡 りボル ドー駅‑到着.郊外のボル ドー大

なか ったが,団体旅行 にない私たちな りの旅 の楽

学‑落ち着いた.市街は1
8
世紀風の建築が並び,

しさを充分味わ うことができた と思 う.宿泊地 は
パ リ→ ボル ドー‑ アルル→ ナポ リ･ローマ→ ピサ

ガ ロンヌ川 に臨む一角は ローマ時代か らの旧市街
になっている.

○フィレンツェ一
十ローザ ンヌ ･ル ツェル ソ ･ベル

ボル ドーは南 は ピレネー山脈,東は中央高地に

ン→ カールスルー‑ ･フランクフル トだ ったが,

囲 まれたアキテ‑ヌ盆地の中心都市である. この

今回は観光旅行では訪れ る機会が少ないと思われ

盆地は地中海 と通 じていた ビスケ‑湾の南東端が

るボル ドー周辺を中心に少 し報告 させ ていただ い
た.

第三紀 の経過 と共に陸化 して'
できた低地帯で, ジ

パ リのオーステル リッツ駅か ら特急列車に乗 り
こむ と 4日間歩 き回 ったパ リの街はあ っとい う間

ロン ド･ガ ロンヌ川流域か らその右芹は石灰岩の
丘陵地帯で東‑むか って高度を増 している.一方,
左岸は ピレネーよ り供給 された物質か らなる複合
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扇状地が広が り,陸化の最 もお くれたその北西側
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世紀か らだが,1
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世紀の
ようになったのは1

は偏西風に よる砂丘が蔑列にも並び (ヨー ロッパ

イギ リス占領期に ここの赤 ワイソがボル ドー港か

最高の ビラ砂丘,1
1
4mがある),海岸の砂丘の内

ら盛んにイギ 1
)スへ運ばれ,ボル ドーといえば ワ

側には潟湖が形成されている.その内のひ とつ,

インの代名詞になった とい う歴史を持ち,特に高

0
kmのア‑カッシ ョ ソ
私が訪れたボル ドー西方6

級 ワインの生産が 盛んである. ブ ドウ畑は 3ha

ha
nne
lで大西洋 と接 してお り,
湾は幅 3kmの c

以下の小規模経営が多いが,中には ワインの醸造

飛砂を防 ぐ為植林された広大な松林に囲 まれてい

場を持った シャ トーと呼ばれ る大規模なものもあ

る. ここは気候が温暖で,林中や湖岸に沿 って供

り,各 々のシャ トーで優秀な ワイソを産 している.

養地,海水浴場が点在 している. この湾では漁業

t
.
Emi
l
i
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n, Medoc な どでい くつかの シ
私も S

9
世紀以来 カキの養殖で知 られ,
が盛んだが,特に1

,
0
0
0
ha, 約 1万人が従事 していると
養殖執 ま約2

0
haか ら数1
0
0
ャ トーを見学 したが, これ らは数 1
haのブ ドウ畑の中に醸造場, 地下倉庫を もち,

t
r"のつ く月はカキを食べ るなと
い う･ 日本ではt

あるものには食堂,ホールなどもあって, ここで

い うが, こちらでは J
ul
yで もおか まいな しで,

パーテ ィーも行なわれた. ブ ドウは 日本の棚式の

生 ガキがふんだんに供 された.

仕立て方 と異な り,丈が低 く垣根状になってお り,

生ガキ, とい うと白ワインだが, このボル ドー

列の端にはと りど りの花が咲いている.ゆ る く波

地方は ブル ゴーニュ地方 と並び, ワイン生産地 と

打つ丘陵上に どこまでも続 くブ ドウ畑に囲 まれ,

5
して世界に名高い. ここで フランスの ワインの1

尖塔を もつ教会を中心に した小さな集落やシャ ト

%,上質なものに限れば4
0%を産 している.ブ ドウ

ーの点在す る眺めはまさにの どかで非常に美 しい

栽培は紀元前か ら行なわれてお り, ガロンヌ川 ｡

フランス農村の一幅の絵を見 る思いであった.

ドル ド‑ニュ川下流域,ジロン ド三角江の両側,シ
ャラン 日 日流域等の第三紀石灰岩層上に排水の良

本稿は,1
9
8
2
年 1月2
3日,お茶 の水地理談話会におけ
る発表要 旨である.

い砂疎層が堆積 した 日当た りの良い斜面が主産地
になっている･ボル ドー ワインがパ 1
)に知 られる
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