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ポン・デュ・ガール 

フランスの偉大なる景勝地の懐にあるユネスコ世界遺産

3

たった5年間で完成したこの巨大な水道橋は人類の歴史と建築分野に
おける大傑作と言えましょう。ポン・デュ・ガールのおかげで ニーム市の
住民達は約5世紀にわたりに水に不自由のない生活を送ることができま
した。当時はネモシュスと呼ばれていたこのローマ植民都市は南フラン
スでも最も繁栄していた都市でした。

ポン・デュ・ガールの敷地は先史時代までさかのぼることができる、静か
で穏やかな緑の自然の中にあります。石で建造されたこの巨大な水道橋
(全長360m、高さ50m、３層建て) は2004年、« フランスの偉大なる景
勝地® » に指定されました。圧巻するその美しさに魅了されたあとは、そ
の建築技術の秘密とローマ文明がもたらした歴史について学ぶこともで
き、好奇心おう盛な見学者たちも満足することができるでしょう。

ポン・デュ・ガールでは、大自然のなかで、そして様々な設備が整った文
化会館でもこの建築2000年を越えるローマ帝国時代の水道橋の歴史

と周辺の自然環境について楽しく学ぶことができます。
ポン・デュ・ガールの見学のあとは説明ガイドを読んだり、自然のなかを
散歩したり、川辺でピクニックしたり、ヴァラエティに富むレジャーを訪れ
る方々それぞれの好みや時間に合わせてゆっくり楽しみましょう。
ポン・デュ・ガールは地中海のビーチからも近く、南フランスを観光する
方達にぴったりの観光地です。地中海のビーチからは1時間、アヴィニョ
ンからは21km、ニームからは23km（パリからTGVで2時間50分）とア
クセスもとても便利。　南フランスのラングドック地方、ガール県に位置
するポン・デュ・ガールでは一年を通じて太陽に恵まれ、南フランスなら
ではのライフスタイルとお料理も満喫できます。太陽に恵まれたガリーグ

（南フランス特有の乾燥地）名物のタイムやローズマリーのハーブ、ぶど
う畑とオリーブの木に囲まれたポン・デュ・ガールが日本の皆様をお待ち
しています。

世界で最も美しい歴史的建造物はフランスのガール県、アヴィニョンから21km、ニームから23kmに位置
ポン・デュ・ガールは2000年以上前に建造されたーマ帝国時代の最も高い水道橋

その素晴らしい保存状態と歴史的価値が認められ、1985年にユネスコ世界遺産として登録されました。
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•ポン・デュ・ガール　〜文化遺産と景勝地の主役〜
ポン・デュ・ガールは西暦50年頃に建造された、ローマ帝国時代
の水道橋を代表する重要な歴史的建造物で、当時、ローマ帝国
植民地であったニーム市に大量の水を運ぶという重要な役割を
果たしていました。
源 泉 はユゼス町 の ふもとにあるユール 泉で す。水 は 長さ
50km、1kmごとに24cm自然の地形に沿って傾斜している導
水路を通じてニーム市まで運ばれました。

ポン・デュ・ガールの高さは48m、建造当時の全長は490m。ポ
ン・デュ・ガール中央のアーチは下に流れるガルドン川をまたぎ、 
長さ24m50、と、ローマ時代に建造された橋のアーチでも最も
長いアーチのひとつです。　この水道橋は3層のアーケードで構
築されており、下層のアーケードは6つのアーチ、中層は11つの
アーチ、導水路のある上層は36のアーチから成っています。この
巨大な建築物はローマ帝国時代の高い建築技術を証明してい
る傑作です。

全体の導水路の跡は僅かしか残っていませんが、導水路の最も
重要な部分、すなわちポン・デュ・ガール自体は建造後2000年
以上過ぎた今でもほとんど完璧な状態で残っています。

1840年、ポン・デュ・ガールはプロスペル　メリメが作成したフラ

ンスの初の歴史遺産一覧表に掲載されることになりました。
 

1985年には、人類の文化遺産として、中国の万里の長城やイン
ドのタージマハールと並んでユネスコ世界遺産として指定されま
した。
その後、 ポン・デュ・ガールは フランス1930年法でフランス第
1級環境地区として指定されました。比類なき美しい景観と地中
海海岸地域特有の美しい自然に恵まれたポン・デュ・ガールは今
では年を通じて世界中の人々が訪れる観光地として知られてい
ます。

ポン・デュ・ガールの歴史

ポン・デュ・ガ
ールの建造

フランス初の歴
史遺産一覧表
に掲載される

第1級環境地区
として指定 (フラ
ンス1930年法)

ユネスコ世界遺
産として認定

ポン・デュ・ガール
敷地保護・改良計
画開始

« フランスの偉大
ナル景勝地® » の
認定

西暦50年 1840年 1973年 1985年 2000年 2004 - 2010
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• 水、石、太陽 : 165㌶に広がる自然の大地
ポン・デュ・ガールでは人と自然がその長い歴史で融合しています。ポン・デュ・ガール周辺の大自然は狩猟、漁業、農産物の収穫で生活し
ていた人々にとって« 恵みの大地 »でもありました。この歴史的事実は周辺の洞窟の考古学調査でも証明されています。この自然の地は
その後人間の手によって姿を変えていきます。

自然の中にある歴史遺産

• 地中海岸地方の豊かな環境
ガルドン川が流れるこの地域には独特の植物・動物相が発達しました。ビーバーとカワセミがその例です。幸運な人はガルドン川峡谷の
上空を優雅に飛ぶボネリ鷲を眺める機会に恵まれることもあるかもしれません。
地下水が流れる洞窟はコウモリの住処にもなっています。　洞窟は他にも様々な動物が住み、動物達が冬眠する場所でもあります。ポン・
デュ・ガールの割れ目にひそんでいるセストニ・オヒキコウモリはヨーロッパに生息する翼手目種の中でも最も大きなコウモリのひとつで
す。 

ガリーグ高地とガリーグ低地ではこの地方独特の植物も見られます。西洋ひいらぎ樫、ピスタチオの木、樫、ローズマリー、タイムなどがそ
の代表です。

ポン・デュ・ガール　«フランスの偉大なる景勝地®»認定
ポン・デュ・ガールは2004年にフランス国環境・持続可能開発・エネルギー省から«フランスの偉大なる景勝地»® ラ
ベルの認定を受けました。 ポン・デュ・ガールは«フランスの偉大なる景勝地»® ラベルを与えられた初の観光スポット
でもあります。このラベル認定は2010年に再延長されました。 «フランスの偉大なる景勝地»® ラベル認定はポン・デ
ュ・ガールの管理・整備計画が観光客の受け入れ、地域住民の生活、自然環境の保護という3項目を全て尊重してい
るということを示すものです。フランス全土でもこのラベルを認定された観光地は10カ所しかありません。
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文化通常展示会館

MuséeCiné

Ludo

文化通常展示会館 Mémoires de Garrigue
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水道橋から400m、広さ4000㎡の文化会館
この文化会館には«ミュゼ»、«シネ»、«リュド»と名付けられた施設があり、ローマ植民地時代のニー
ム、水の大切さ、ポン・デュ・ガールと導水路の建築技術について楽しく学べるよう紹介しています。
ポン・デュ・ガールと導水路建造というローマ帝国の革新的文明の物語を発見しましょう。

インフォメーション
所要時間：1時間〜3時間

言語：フランス語、英語、ドイツ語、スペイン語
場所：左岸、屋内

ポン・デュ・ガールを訪れる人々は«ミュ
ゼ» でローマ時代の歴史に浸ることがで
きます。広さ2400㎡のこの博物館では
マルチメディアでニームのローマ時代
の水道橋とポン・デュ・ガールの歴史に
ついて学びましょう。

実物大の模型、ミニチュア模型、実験、地図、複数の
画面に写る画像、動画、音声劇など、多彩なツール
や模型でローマ時代についての理解を深めましょ
う。
«ミュゼ»では紀元1世紀に建造されたポン・デュ・ガ

ールの素晴らしい建造技術、都市文明の発達、水の
様々な活用法について説明しています。
この見学コースは3つのステップに分かれています：
• 水の力、水と権力、都市の象徴としての水、水の活
用法から見た都市文明；
水の力、水と権力、都市の象徴としての水、水の活
用法から見た都市文明；
• ポン・デュ・ガールの建造工事： 建造計画、様々な
職業、材料、建造図、石細工、導水路、機能；
• ポン・デュ・ガールの歴史と画像

歴史と自然が溶け合うポン・デュ・ガール

• «ミュゼ» :ポン・デュ・ガールの歴史への入り口
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青空の下でゆったり散歩しながら
ポン・デュ・ガール周辺の農業、地
方の名産物、歴史についての展示
を見学しましょう。復元された15㌶
の農園の中を、1．4kmの«ガリーグ
の思い出»散歩コースで一回り。地

«シネ»は３００席、そのうち6席は身体
の不自由な方のための特別席を備えた
映画館です。 45㎡の大スクリーン（ドル

ビー・ステレオ付き）でポン・デュ・ガールの歴史を
たいへん美しい映像で語るドキュメンタリー映画が
上映されます。

• «シネ»：ポン・デュ・ガールを様々な角度から発見

中海岸地方独特の自然の風景が満喫できる散歩コ
ースです。無料で配布されるガイドブックにはガリ
ーグ、この地方の農業、独特の気候や移り変わる自
然の風景についての情報が満載されています。

• « ガリーグの思い出»：地中海岸地方の自然を満喫

インフォメーション :
言語 : 英語、ドイツ語、フランス語

場所 : 左岸、屋外
所要時間：1時間〜3時間 

インフォメーション :
所要時間: 英語版とフランス語版を交互に上映

場所 : 左岸、屋内
上映日 : 毎日

«リュド»は5歳から12歳までのお子様が
遊びながら学べる広さ600㎡の楽しいス
ペース。多彩なアトラクションやゲーム
で遊びながら学びます。«リュド»ではお
子様が主役。いろいろ触ったり、実験した
りして新しいことを発見して学ぶ楽しさ

を体験。
4つのテーマを通じて学びます：
«過去への旅» :ロールプレイを通して、お子様達は
ガロ・ローマ時代の子供、市場の売り子、水の運び
屋に変してガロ・ローマ時代の人々のように行動し

ます。
«水を馴らす»：水はどの時代でも生活に欠かせな
いものです。模型を操作して水を使い、水道橋建造
の企画と建築作業の難しさを学びます。
«過去の追跡»：子供達は考古学者に変身して遺跡
を探索、発掘し、歴史の跡をたどります。
«自然の観察»：自然環境について理解を深め尊重
することを学び、動物や植物を発見します。
«リュド»は学童の団体見学、体験学習、課外学習に
も理想的な場所としておすすめします。

• «リュド»：5歳から12歳までのお子様向け

インフォメーション
所要時間：学童団体見学は50分間。一般のお子様連れのご家族は特に限定なし。

言語：フランス語、英語、ドイツ語、スペイン語
場所：左岸、屋内
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自然の中で歴史の散歩

ポン・デュ・ガールはローマ時代の水道橋として最も重要な遺跡ですが、ニームの水道橋の名残は他にも残っています。 ニームのロー
マ時代の水道橋は橋、小橋、トンネルなど、50kmに渡ってユゼスからニームまで地形的不利を乗り越えて水を導いた設備としてその
跡が現在でも見られます。 

標識を目印に散歩できるコース（簡略マップをご参照のこと）で、これらの水道橋跡を見学することができます。散歩用に整備された
道を歩きながら自然の中で水道橋跡を見学し、美しい風景と散歩を楽しみましょう。合計の徒歩距離は7km強です。

• ローマ時代のニームの水道橋跡

ポン・デュ・ガールの上層、高さ48mに位置する導水路は修復工事と安全整備が行われ、ガイド同伴での一般公開が可能になりまし
た。流水量、石の形成、水漏れがない秘密など、導水路についての全てを学ぶことができます。

夏は一般見学者向けのガイド付き見学が頻繁に行われます。団体のガイド付き見学は年を通じて行われます。

• 導水路の中を散歩
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レジャー＆癒しのひと時

ポン・デュ・ガールから30m離れたガルドン川のほとりで夏を満喫。ポン・デュ・ガールとガルドン川を訪れる人々が心地良い夏のひと時を
過ごせるよう、夏期限定の設備やナチュラルな木製テントを設置しました。

• レストラン
レストラン « レ・テラス （Les Terrasses) » ではポン・デュ・ガールの素晴らしい景観を楽しみながら、有名シェフによる地中海岸地方産の
材料を活かしたフランス料理を堪能することができます。

軽食・スナック : 軽いお食事をご希望の方、お子様連れのご家族にはスナック、サンドイッチなどの軽食を左岸と右岸両方で揃えています。

夏期にはアイスクリーム、冷たいお飲物などもご用意してあります。
左岸には19世紀建造の古い風車小屋があり、その庭のテラスでポン・デュ・ガールとガルドン川の素晴らしい風景を眺めながら快適な環
境で一休みすることもできます。

• « ガルドン川でランデヴー»：6月中旬〜8月中旬

ポン・デュ・ガールや新しい文化会館の見学の他にも、ガルドン川で水浴、ガリーグでピクニック、自然のなかの散歩、カヌー、ハイキングな
ど、楽しめることがたくさんあります。

地中海の太陽をプラタナスの木陰と川のほとりで楽しみましょう :

• スーブニール・ショップ、インテリア、書籍、地方特産品 
見学が終わった後は南フランスの思い出が残るショッピングをお楽しみ下さい。スーブニール・ショップは左岸と右岸にあります。南フラン
スならではの食器、カトラリー、台所用品や特産品なども揃っています。はちみつ、オリーブオイル、オリーブ、ワインなど、南フランスのグル
メな特産品を味わうことができます。南フランスならではの鮮やかな色の陶器、磁器、グラス、小物はこの地方の民芸品です。

• その他のサービス
ポン・デュ・ガールでは訪れる方達が快適に見学できるようその他にも様々なサービスを用意して皆様をお待ちしております：監視付き駐
車場、お手洗い、車いす、看護所、ATM、郵便箱など。見学案内は数カ国後で可能、身体不自由な方による見学可能。
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年間イベントプログラム 

ポン・デュ・ガールでは年を通じて様々なイベントを開催しています。ポン・デュ・ガールは歴史を活き活きと伝える場所であると同時に芸
術的創作を表現する場でもあり、これらのイベントを通じて歴史と芸術の融合を表現することはたいへん重視されています。

年を通じて文化的な大イベントと定期的イベントを開催 :

    文化的及び芸術的イベントのプログラムの方針：
•素晴らしい観光地で未公開のイベントを開催
• 様々な観光客に対応できるバラエティに富んだプログラム

• 誰でも気軽に参加できるお手頃な入場料金
• 世界遺産にふさわしいユニバーサルなプログラム

ポン・デュ・ガール観光文化局は文化的イベントの一環として« 地中海岸地方における水、人間、石 »というテーマに関連した特別展示会
を主催または共催します。　特別展示会開催中は展示会に沿って様々なサブ・イベントも催されます : シンポジウム、交流会、映画上映、ア
トリエなど。

• 科学的または芸術的特別展覧会

• « ガリーグでパーティー » 4月
春のカントリーなイベント 
ポン・デュ・ガールのすぐ近くにある自然の散歩コース « ガ
リーグの思い出 »でお子様から大人まで、皆で楽しく春を
迎えるイベント。自然愛好家のアトリエ、ガリーグの特産品
の試食、各種パフォーマンス（劇、音楽、サーカス）で春の
訪れを祝いましょう。

• «水道橋のおとぎ話» 6月

6月初旬の夜、ポン・デュ・ガールは不思議なスペクタクル
の舞台となります。スペクタクルの主役は世界的に有名な
アーティスト達が担当する光と音楽。火、炎、ビデオ、不思
議な光の妖精たち、音楽、花火のスペクタクルがローマ時
代の遺跡のふもとで繰り広げられます。訪れた人々の心に
残る素晴らしい思い出になることでしょう。

• ポン・デュ・ガールのライトアップ 
夏期

夏の間、陽が落ちるとポン・デュ・ガールは美しくライトア
ップされ見る人の心を魅了します。ポン・デュ・ガールを
様々な色に彩どる新たなライトアップ計画も進行中。どう
ぞお楽しみに。
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ポン・デュ・ガールは子供達の学習プログラム、または課外
活動にも最適の場所です。　学童達はくつろげる自然の中
で楽しみながら歴史や自然について理解を深め学ぶこと
ができます。普通の見学から長期的なプロジェクトまで、
先生も幅広く内容豊かなプログラムを選ぶことができま
す。

学童グループ見学のためにはポン・デュ・ガールならでは
の多彩なテーマに沿った子供達の学習意欲を高めるプラ
ンが用意されています：歴史、自然環境、考古学、ローマ文
明など。

• 学童グループ見学に最適

団体見学

団体の皆様が快適にポン・デュ・ガールを見学できるよう、
国際予約センターが皆様からのお問い合わせをお待ちし
ております。豊かな経験を持つスタッフが毎年世界中から
訪れる沢山の団体見学の方々を歓迎しています。 観光業
者・旅行業者の方達は当センターの専門コンサルタントに

ご連絡下さい。それぞれのニーズに応じた見学プランのご
相談に応じます。皆様が世界的に有名なこの世界遺産を
楽しく見学できるよう、様々なニーズに完璧に対応するこ
とができる多彩なプランを用意しております。

• 団体見学（大人）

• ビジネス観光 / セミナー＆会議
ポン・デュ・ガールでは企業．法人向けの観光、会議、総会、
セミナー、研修等をスムーズに開催・準備するために必要
な設備を提供し、様々なご相談に応じています。この素晴
らしい環境はビジネス関連のイベントにも最適です。
ポン・デュ・ガールの会議センターは毎年多くのフランスの
企業及びフランス国外の企業を受け入れています。会議ホ
ール（300人収容、設備完備）、プラズマ・スクリーン完備
の会議室、大会議室、ミーティングルーム、飲食サービス

を備えたポン・デュ・ガールの会議センターではすでに１０
０件以上の大規模なビジネス・イベントが催されました。
ポン・デュ・ガールを眺めながら食事のできるレストラン
　«レ・テラス»は全面改装され、屋内には220人、屋外を
含めると400人まで受け入れ可能です。

団体見学のためのその他のサービス：
・運転手さんの食事は無料（団体見学予約証明を提示のこと）
・列に並ばずに団体で入場可能

インフォメーション :
団体見学予約サービス に関するお問い合わせ: + 33 (0)4 66 37 50 14 

ビジネス観光に関するお問い合わせ : Estelle SABATIER / + 33 (0)4 66 37 51 10
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素晴らしい観光スポット、南フランスを世界に発信

• フランスで最も見学者が多い文化遺産との出会い

ポン・デュ・ガールはラングドック・ルシヨン地方とガール
県を象徴する文化遺産です。ラングドック・ルシヨン地方
は2000年から大規模な工事を行い、この重要な歴史的
建造物を若返らせることに成功しました。自動車乗り入
れ禁止となって保存状態が改善され、ポン・デュ・ガール
はその本来の価値を取り戻し、ラングドック・ルシヨン地
方とガール県はその価値をさらに上げる努力を惜しみま
せん。地域に根付いた観光スポットでもあるポン・デュ・
ガールはその独特の価値が認められ、1985年にユネス
コの世界遺産、そして2004年には”フランスの偉大なる
景勝地”ラベルの指定（2010年に延長）を受けました。 ユ
ネスコ世界遺産と”フランスの偉大なる景勝地”両方の認
定を受けた観光スポットはフランス全土で2件（ラングド
ック・ルシヨン地方に所在）しかありません。このレベル

指定でも明らかになったように、このローマ時代の水道
橋でも最も高
ポン・デュ・ガールは大変重要な観光地として認められ、
さらに有名になりました。ポン・デュ・ガールを訪れる人
々の数は3年前から目立って増加しています。この成功
は、見学しやすい設備とサービスの改善、そしてこの歴
史的遺産についての理解を深めるための様々な文化的
イベントを開催する努力が報われた成果と言えましょう。
ポン・デュ・ガールを訪れる人々は模型やヴァーチャル映
像、音楽による演出が楽しめる文化会館やリュドテック、
映画上映などでこのローマ遺跡の歴史や建築技術につ
いて楽しく解りやすく学ぶことができます。この歴史ある
観光地は大切に保存されながらも現代的な技術でさら
にその価値を高められているのです。

• 経済的発展に貢献している観光スポット

国際的に厳しい経済状況にもかかわらず、ポン・デュ・ガー
ルは地域経済の発展に貢献している観光スポットです。ポ
ン・デュ・ガールの従業員は103人、その他にもホテル、レ
ストラン、観光事業で合計1600人の雇用を生み出してい
ます。商業高はここ3年で倍増、ラングドック地方の経済
全体では年間1億6千万ユーロの商業高を上げています。
地域社会を強化し、ラングドック・ルシヨン地方を代表す
る歴史建造物として、ポン・デュ・ガールでは地方特産品と

民芸品の発展にも力を注いでいます。地域経済の発展活
動の一環としてポン・デュ・ガールでは«フランス南部（ Sud 
de France） »ラベル指定製品の振興も努めており « ポン・
デュ・ガール （Pont  du  Gard ） »のブランドを作り上げまし
た。この新しい独自のブランドによって、歴史が今に生きて
いるラングドック・ルシヨン地方とガール県に根付いたポ
ン・デュ・ガールをさらに広くアピールしていきます。

ポン・デュ・ガール 

ポン・デュ・ガールを訪れる人々は毎年増えつつあり、フランスの重要な観光地、また、ローマ帝国時代の歴史ファンにとっても欠かせない
場所となりました。ポン・デュ・ガールはどのように現在の成功をおさめたのでしょうか？　総取締役であるPaolo Toeschi氏が、西暦50
年に建造された遺跡を保存しながら、かつ活き活きとした場所として人々を魅了しているその秘密を教えてくれました。
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• 住所 :
Site du Pont du Gard – La Bégude – 400, route du Pont du Gard 30210 Vers-Pont-du-Gard - FRANCE

•アクセス :
ポン・デュ・ガールはRemoulins (RN100) と Vers-Pont du Gard (D 81) の間に位置します。
車では左岸(Vers-Pont-du-Gard 側)  または右岸(Remoulins 側) からアクセスできます。
ニームから27 km, ムアヴィニョンから 21 km。
ニームとアヴィニョンは空港及び国鉄駅があります。パリ-ニーム間はTVGで所要時間2時間50分 

• お問い合わせ・ご予約 :
一般見学者の方: + 33 (0)4 66 37 50 99
団体（大人、学童） : + 33 (0)4 66 37 50 55
観光・旅行業者 - ビジネス観光 : + 33 (0)4 66 37 50 55 
観光・旅行業者 : + 33 (0)4 66 37 50 24

ご予約 - レストラン　レ・テラス : + 33 (0)4 66 63 91 37
ご営業担当: commercial@pontdugard.fr
お問い合わせ : contact@pontdugard.fr

公式ウェブサイトとチケットのオンライン販売 : www.pontdugard.com

見学についてのインフォメーション

ポン・デュ・ガール見学日程 :
年中毎日オープン
展示文化会館 : 年中オープン
使用言語：フランス語、英語、ドイツ語、スペイン語 

営業時間:
展示文化会館とスーブニールショップ : 
- 7月〜8月：9時〜20時 
- 5月、6月、9月：9時〜19時
- 3月、4月、10月：9時〜18時
- 11月〜2月末 : 9時〜17時

駐車場 :
監視付き。バス、普通自動車。ポン・デュ・ガールから
500m。左岸の駐車場は800台収容可能。右岸の駐車場
は600台収容可能。朝7時〜午前1時。

見学者用サービス :
左岸入り口にインフォメーション・センター有り。オーディ
オガイドはフランス語、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリ
ア語、オランダ語、中国語、日本語。トイレ、身体の不自由
な方のための設備、ATM、看護室。

ショッピング :
左岸と右岸にお店有り：地方特産品、食器・台所用品、香
り小物、レジャー用品、書籍、お土産品など。 

レストラン・軽食 :
左岸にサンドイッチ店とカフェ有り。年中オープン。右岸に
地中海岸フランス料理レストラン有り。
団体のご予約 : 
+ 33 (0)4 66 37 51 10
レストラン« レ・テラス » 
(一般・個人予約) : + 33 (0)4 66 63 91 37

アドバイス: 
夏に屋外で快適に過ごすために帽子、サングラス、クッシ
ョン、ピクニック用シート、タオルなどを持参することを強
くお薦めします。
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ポン・デュ・ガール 

www.pontdugard.com
+ 33 (0)4 66 37 50 99

La Bégude
400 route du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard
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