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フランス班は 2012 年 3月3日から11日までの 9日間、

コルシカ島にてスタディーツアーを実施した。参加者

は 8 名。うち7 名はショートビジットによるもの、1 名は

NPO 法人日本コルシカ協会よりそれぞれ 8 万円（1 人当

たり）の補助金を交付されている。

今回の訪問の目的は「観光大国フランス」の知られて

いない部分について、特に農村における観光のあり方に

ついて山村に長期滞在しながら考察することであった。

地元コルシカ島の唯一の大学、コルシカ・パスカル・パ

オリ大学法律経済学部観光学科の授業参加も行い、現地

の大学が新たな観光のためにどのような人材を育成して

いるのかについても学んだ。

参加学生のほとんどにとって初めての外国滞在であ

り、また便利、快適とは言えない素朴な農村での生活を、

1 週間程度にすぎないものの、一般のフランス人でさえ

体験しないことを学んだ。今後の自らの多方面における

活動に反映できれば、と願ってやまない。

またこの場を借りて、本ツアーに協力いただいたコル

シカ大学国際交流課のエミリー・シモン氏、観光学科長

のジャンマリ・フルト教授、滞在地となったポッジョ村で

歓迎パーティの開催や様々な人との出会いを作っていた

だいたアネット・ルチアーニ氏、また現地ガイドを引き

受けていただいたギョーム・マシア、佐々木夏子、クリス

チャン・マルテリ、ポールピエール・バッテスティ各氏に

御礼申し上げる。
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「マキ」の島コルシカ
吉田 稚宙
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今回スタディーツアーを行ったコルシカは、イタリ

ア半島の西側に位置し、面積は広島県くらいの島。

フランス語では「コルス(Corse)」、現地コルシカ語で

は「コルシガ (Corsica)」と呼ばれる。ナポレオンの

出生地で、雄大な自然美が広がり、ジロラッタ湾、ポ

ルト湾、スカンドラ自然保護区とピアナのカランケは

世界自然遺産に登録されている。

観光大国フランスにありながら、この島を訪れる日

本人はほとんどなく、ガイドブックにも余り載ってな

く、名前すら知らないという人も多い。今回はそうし

た島での観光とは何かについて考察するため、約 1

週間訪問し、各自のテーマに従って報告を行う。ここ

では島の概要について報告する。

コルシカ島にはエッフェル塔やルーヴル美術館や

モンサンミッシェルなど日本人でも知っている名勝

地はないが、その自然の美しさ、動植物の独自性で

はフランスのどの地方にも負けない。

島にはスカンドラ自然保護区や数多くの地域自然

公園が存在し、「マキ(maquis)」と呼ばれる灌木地

帯が標高 500mまで広がっている。「マキ」とは強

い香りを放つ植物の総称である。

鬱蒼とした茂みと犬をもまどわす強い香気から、

「マキ」は「お尋ね者」の隠れ場所となったほか、戦

時中はレジスタンス活動の拠点にもなった。しかし、

夏季極度に乾燥することからしばしば火災の原因に

もなっている。

近年はマキの香りを利用した石鹸やビールなどが

生産され、土産物として売られている。
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海岸付近の風景。岩山とマキばかり（長谷川先生撮影）

ローズマリ
マキの一種。

サボテン
実はフルーツとして食べられる。

コルシカ犬 (コルシーヌ)
主に猟犬として飼われている。
犬以外にコルシカ豚、コルシカ
馬、コルシカロバが独自種とし
て登録されている。

オリーヴ
栽培されているものもあるがマキの中
に自生しているものもある。コルシカ・
オリーブはサビナ（Sabina）と呼ばれる
独自種である（長谷川先生撮影）。



コルシカチーズと牧羊について
福崎 香奈
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コルシカ島はむかしから牧羊が盛んな地域で、古

代ローマが支配した紀元前 3 世紀以前からも先住民

がヤギの牧畜を（移牧）を行っていた。コルシカは

古くからヤギや羊のチーズの産地だった。牛乳チー

ズは作られていない。

「移牧」と聞くとハイジに出てくるアルプスが有名だ

が、コルシカの「移牧」は独自の形態で、「混合移牧」

と呼ばれるものだ。冬季低地にある集落で過ごし、

夏季に高山地帯に移動するアルプスと違い、コルシ

カは山麓にある集落で過ごすのは春と秋。夏は高地

で、冬は海岸近くで家畜を放し飼いするというもの。

コルシカ島のチーズは羊とヤギだが、フレッシュ

チーズ（乳清を発酵させたもの）、ウオッシュチーズ

（表面を塩水で洗ったもの）、非加熱圧搾チーズ、青

カビチーズ、表面をハーブやシダで包んだもの、など

いろいろある。

今回滞在したヴェナケ地方もチーズの産地として

知られ、毎年 5月上旬にはチーズ祭りも開催される。

この地方のチーズを紹介したい。

ブロッチュ（Brocciu）

フレッシュタイプで唯一 AOCに認められたチー

ズ。春～秋はヤギのミルク、冬～初夏は羊のミルク

で作られる。コクのあるお豆腐のようなフレッシュな

ものは羊乳のほんのり甘さが魅力。21日を経過した

リコッタチーズはブロッチュ・バッス(Brocciu Passu)

と呼ばれる。どちらも乳清でつくられているため、強

い臭気はしない。

ヴェナコ（Venaco）

島のウォッシュタイプの代表的なチーズ。これは

山羊乳から作られたもので生地は白く辛味を感じる。

強い臭気がする。
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3 月は山麓の囲いで飼われていることが多い

ブロッチュ・バッス
真空パックで売られていることが多い

ヴェナコ スーパーで売られている地元産チーズ

ブロッチュ
カップ入りのフレッシュタイプ
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ワインカーヴ訪問記
南谷 紗友理
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3月8日、コルシカ島の中央部にあるワインカーヴ

（蔵）、ヴィコ農園を訪問した。フランスは世界最大

のワイン生産・消費国で、ボルドーやブルゴーニュは

とても有名で、日本でもボトルを買えるが、コルシカ

島のワインはほとんど知られていない。

島のブドウ栽培は2000 年の歴史があると言わ

れており、独自品種があるのが特徴だが、収量が少

ないことから、戦後はシャルドネやカヴェルネ・ソー

ヴィニヨンといったフランスと同じ品種に植えかえら

れ、増産された。しかしこれが 80 年代、ワイン生産

過剰による価格暴落で島のワイン生産業に大打撃を

与え、以降、再び独自品種による良質のワインづくり

を重視するようになる。

今回訪れたヴィコ農園もそのようなワインカーヴ

である。島には9 か所のワインAOC（原産地呼称統

制）があるが、ヴィコは「AOCヴァン・ド・コルス」に

位置し、島のドメーヌ（ブドウ園）の中で最も内陸、ゴ

ロ川中流の盆地にある。この位置関係がヴィコワイ

ンを良質のものにしている。周囲を高い山に囲まれ

た内陸にあるため、ブドウ栽培に悪影響をあたえる

潮風や降雨が遮られ、盆地のため気温差が大きく、ブ

ドウの酸味が増す。

◎ ワイン工場を見学して ◎

赤ワイン、白ワイン・ロゼワインで製法や保存方法

が異なることに驚いた。ブドウを圧縮して少し置け

ばワインになるのかと思っていたが、その「置く」期

間の長さが想像を越えていた。しかも箱詰めまで終

わっても出荷するまで6 ～ 8 か月保管しておくそう

だ。そう思うと、今市場に出回っているワインのブド

ウはどれくらい前のものなのだろうと考えてしまう。

保管期間が長ければ長いほど良いワインであるが、

安いワインだとどれだけ保管してもただ酸っぱくなる

だけ。良いワインというのは長い保管期間に耐えう

るワインのことだそうだ。ワインにおいて「保管」と

いうのが特に重要であると分かった。
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コルシカのブドウ
「ニェルッチュ」

ヴィコ農園で生産されているAOCワイン ワインを保管する樽
ここで発酵後さらにそのまま15日程度置く

ワインのビン詰工程
箱詰め後 6〜8 か月保存する。



コルシカ島のホスピタリティ
芦田 陽香

コルシカ島中央部、ポッジョ・ディ・ヴェナコ村に

伝わるおもてなしの料理について村で宿を経営して

いるアネット・ルチアーニさんにお話を伺った。

コルシカは本来貧しい羊飼いの村であり、その食

事は主にスープのみだそうだ。その具というのも前

日の食事の残りを煮込むという。肉をよく食べるの

でいいだしのスープになる。

また、標高が高く小さな村がたくさんあるこの島で

は、チーズや乾燥ソーセージなど長期保存できるよ

うに加工されたものが多い。

村でキリスト教関連の行事やお祝いが行われると

きや特別なパーティーがある時にだけ出されるとい

う甘いデザート。普段は甘い物を食べないコルシカ

の人たちにとってそれは特別なことを意味する。

これらのほかコルシカ島には伝統的な料理やおも

てなしの風習があるが、クセのある食べ物が多いため

今の若者には受け入れられにくくなっているようだ。

ただ、ひとつ、今も昔も変わらず愛され続けている

物がある。「コルシカのワインだけはいつまでも残り

続けるわ」。アネットさんは笑顔でそう語ってくれた。

Report 4
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コルシカ音楽について
吉田 祐子
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コルシカ島には元々、「音楽」はなかった。あった

のは、「声（ボーヂェ voce）」と呼ばれる掛け声であっ

た。地形が険しく牧畜業が盛んなこの島では、山岳民

たちの多くが移牧に「声」を使うことが不可欠だった。

その仕事の習慣が日常生活へと浸透し、やがて

「声」は娯楽としても用いられるようになった。これ

が声の文化の起源である。

ボーヂェには、ボヂェルと呼ばれる弔歌、パディ

エッラと呼ばれる男性多声合唱、ティヤマ・エ・リス

ポンディと呼ばれる、独唱だが複数で行うゲームのよ

うなものをはじめ、労働歌、選挙歌、恋愛歌など様々

な種類がある。しかし戦後の過疎化に伴い、「声の

文化」は急速に廃れてしまう。島の若者たちが、この

ような文化を遅れたものとして避けるようになり、島

を出る者も多くいた。

しかしながら1960 年代、コルシカ島で民族主義

が高まる中で「ポリフォニー」として声の文化は再生

し、70 年代半ば以降は若者による合唱グループも

次々と結成されていった。彼らの活動は後にフラン

ス本土でも知られるようになり、歌うグループは今や

120 以上となっている。

特筆すべきところは、「ポリフォニー」は絶えず進

化しているということであろう。つまり、伝統を守りぬ

くグループもあれば、新しいものを取り入れつつ発展

させていこうとするグループも存在する。それぞれ

のグループが取り上げるテーマも多種多様である。

今回、ティアミ・アデャレージ (Chjami Aghjalesi)

というグループで活躍しているポールフェリックス・

ナジカさんにお話を伺うことができた。

彼らのグループは伝統的な部分と刷新的な部分

を併せ持ち積極的に様々な国のミュージシャンとコ

ラボしており、ポリフォニーだけでなくワルツを取り

入れた曲なども歌っている。彼によると、そもそも伝

統的なものとは、例えば友人と飲んでいて気分がよ

くなったときに歌うようなものであり、ステージで歌

う時点で伝統的とはいえない、ということであった。

我々は伝統的な「精神」を受け継いでいる、ともおっ

しゃっていた。

私はウェルカムパーティーの際にコルシカの方々

のポリフォニーを聞くことが出来たのだが、確かに

ポールフェリックスさんたちのように舞台で歌う曲と

Report 5
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コルシカ大学訪問
久名木 萌香

は違っていたように思う。また、彼の話の中で一番印

象深かったのが、彼の音楽に対する思いである。彼

は、「僕らの音楽は耳に心地よい音楽をするというよ

り、背後にはいつも政治的なものが関わっている」と

述べた。文化と政治はいつも結びついている、と。

コルシカの歌手は皆、政治的に左翼であるという。

このことは、コルシカが他国や本国から抑圧されてき

た歴史に起因しているようだ。私は実際にコルシカ

にきて話を聴き、コルシカ音楽にはこんなにも歴史的

な、政治的な影響が強いということに本当に驚いた。

このようにコルシカ島の音楽は、日本や他の文化

にはない特質をもち、変化しながらも受け継がれて

いる。私も初めて声の文化についての話を聞いたと

きは、どんなときでも歌うという文化に非常に魅力を

感じた。だが、日本ではコルシカの音楽はまだあまり

知られていない。世界的な認知度ははっきりとはわ

からないが、コルシカ島の声の文化をもっと世界に

広げることができれば、観光客も増え、コルシカ島の

更なる発展につながるのではないかと思った。

コルシカ大学は現在生徒数 4400 人。その10％

が留学生で、出身国は59カ国にのぼる。

フランスでは珍しい総合大学であり、私たちは観

光学科長フルト先生の計らいで「観光に適応した

情報コミュニケーション新技術」という授業に参加

した。

観光学科は法律経済学部にあり、大学院進学コー

スと専門職就職コースの二つに分かれている。受け

た授業は後者のコースで、即戦力となるためにパソ

コンを用いた専門技術の作業を行っていた。学生は

女性が多く、作業を淡々とこなしていた。

また、授業中は質問が飛び交い、休憩中も楽しく

会話していて、日本とは違って先生と生徒の距離が

とても近く感じた。
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大学正門。文系と理系キャン
パスに分かれる。

国際交流課の担当 ( 左 )と
授業担当のフルト先生（右）
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パオリと独立戦争
吉澤 華奈

今回のスタディーツアーでレポートしたのは、コ

ルシカの英雄としてナポレオンよりも尊敬されてい

るパスカル・パオリ（Pascal Paoli 1725～1807）に

ついてである。

パオリはコルシカ史上唯一の「独立」を導いた人

物。1729 年から1769 年までの40 年間にジェノヴァ

共和国とフランス王国の圧制からコルシカ島が独立

を求めた戦争。別名「40 年戦争」。島では「コルシ

カ革命」と呼ばれている。

1755 年、パオリはコルテに独立政府を樹立し、コ

ルシカの国歌や国旗、憲法、通貨や大学、徴兵制な

どの制度も創った。しかし、1769 年、フランス軍の

圧倒的兵力の前にコルシカ軍は敗れ去り、パオリは

英国に亡命する。これ以降島はフランス領になる。

今回はコルテ以外にもパオリゆかりの土地を訪問

した。1つは上記 1769 年の戦場となったポンテ・

ノーウ(Ponte Novu)もう1つはパオリ生誕の地モロ

ザリア(Morosaglia)である。

私の中で、フランスの英雄といえばナポレオンとい

うイメージが定着しており、コルシカ島もそのナポレ

オンの誕生した地という認識が強かった。同じよう

にパオリ活躍を知らない人は多いのではないかと感

じる。しかし、実際のコルシカ島ではパオリの存在

が大きく、いたるところにパオリ像があったり、パオリ

広場、パオリ大学などパオリに関わるものも多く、さら

にそこが観光地として、多くの人が訪れる場にもなっ

ていることには驚いた。

ジェノヴァやピサ、フランスの支配を受けながら

も、コルシカの独立に全力を注ぎ、コルシカの発展に

も貢献したパオリの姿からはコルシカへの愛国心を

強く感じる。パオリがあってのコルシカであるのだと

思うし、パオリの愛国者としての性格があったからこ

そ、現在でもコルシカの多くの人々に愛され、尊敬さ

れ続けているのだと感じた。
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島内各地で見られるパオリ像
片手には 1755 年にコルシカが
独立を宣言した際に公布された
パオリ憲法（合衆国憲法および
フランス共和国憲法のモデルと
される）を携える。

パオリの遺体の墓標
パオリ博物館内にある

モロザリアのパオリ博物館
パオリの生家だそうだ。余りの小ささに圧倒された。

コルシカ国旗パオリ肖像画


