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「シャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴのユネスコ世界遺産一覧表
登録は、あなたにとってどんな意味がありますか。」»

シャンパーニュ地方ブドウ栽培・醸造業者組合会長、パスカル・フェラ
「登録実現！皆様には想像もつかないほど、これを誇らしく喜ばしく思って
います。これはすべてのブドウ栽培業者とともに勝ち取った勝利です。４０
０年以上も前から、ブドウ栽培者たちは、シャンパーニュの風景を形作り、
代々その足跡を地上に地下にと残してきました。今回の世界遺産登録は、シ
ャンパーニュのＡＯＣ呼称やその組織、手法、製品の優秀性を認めたもので
す。大家族シャンパーニュ一家の一員、ブドウ栽培者たちの歴史がユネスコ
の記念プレートに刻まれたのです。そして、将来の世代もこの顕著な価値を
尊ぶ心を持ち続けてくれることを信じて疑いません。

シャンパーニュメゾン組合会長、ジャン=マリー・バリエール
「この夢を実現に導いてくれたシャンパーニュ委員会にまず深くお礼を申し
上げます。そして、この田園風景、カーヴ、メゾンという比類ない遺産を作
り上げた人々に感謝します。そう、和解と祝いのシンボルであるシャンパー
ニュを世界中に広めた人々に。私たちがこうした人々から受け継いだ他に例
のない遺産が、今日世界に認められたのです。私たちには、将来の世代のた
めに、この遺産を生かし、より豊かなものにしていく義務があります。

エペルネー市長、フランク・ルロワ
「シャンパーニュは世界中に名の知られた他に比類のない製品です。そして
今日、ユネスコから生きた遺産として認定を受けたのは、栽培・製造技術が
形作った景観。現在も息づくシャンパーニュ独自の風景です。この度の認定
をこの地方で足跡を残したすべての人々に捧げます。私は特に今、ジャン＝
レミ・モエ、そしてウジェーヌ・メルシエに思いを馳せています。先見の
明ある企業家で、この地域、特にエペルネー発展の歴史に大きく貢献しまし
た。当市はブドウ畑の只中にあり、シャンパーニュ大通りには、会社を代表
すると同時に経済活動の拠点でもある素晴らしい建造物が立ち並びます。こ
の歴史、このアイデンティティ、そして景観に、今後世界中が目を注ぐこと
になるでしょう。
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ランス市長兼国民議会議員、アルノー・ロビネ
「ランス市長兼国民議会議員であると同時に、なによりシャンパーニュ出身
の私にとって、今回の登録は大きな誇りです。シャンパーニュ地方が評価さ
れたことは、郷土にとって喜ばしいことですが、これは数世紀にわたって
シャンパーニュの景観を形作ってきた人々の比類ない技術が高く評価され
たということでもあります。ランスのクレイエル、シャンパーニュメゾン
とサン・ニケーズの丘の登録は、当市にとって成長発展のチャンスでもあり
ます。また、立候補申請の作成にあたっては、シャンパーニュとそのブドウ
栽培者が現在意味するところと、将来それを成すものを巡り、エネルギーが
結集されました。今後、私たちは全人類にとって価値のあるこの遺産を保護
し、過去から譲り受けたシャンパーニュのアイデンティティとして、未来の
世代に引き継いでいかねばなりません。また、ピエール・シュヴァルとその
チームに深く御礼を申し上げます。」
ランス・メトロポール議長、マルヌ県選出国民議会議員兼国民議会副議長、カ
トリーヌ・ヴォートラン
「ＡＯＣシャンパーニュ地区に住むすべての人々にとっての勝利であり、誇
りに値するできごとです。豊かさ極まる２００年の歴史の中で人々が作り上
げた郷土のアイデンティティを堂々と高みに掲げられるできごとです。遺構
マルスの門のアーチ中央部には、ランスでの初期のブドウ収穫風景が見て取
れます。その古代から、１９世紀末の工業化と輸出の時代に至るまで、すべ
てがこの見事な景観と、エスプリと愛を象徴することで世界に知られた製品
の完成に貢献をしてきました。「戴冠の都」ランスは、フランスの中でも最
も美しい街のひとつであり、見事な建造物と他にない記念碑を擁しながら、
これまで長く忘れ去られてきました。その価値を上げ、世界中の人々をラン
スへの旅にいざなうのは私たちの務めです。忘れがたい、豊かで泡立つよう
な興奮の旅に。」
シャンパーニュ・アルデーヌ州議長兼シャンパーニュ景観協会支援委員会会
長、ジャン＝ポール・バシー
「今回の世界遺産登録は、ピエール・シュヴァル率いるシャンパーニュ景観
協会の主導によるすばらしい共同作業の結果です。これには州議会も最初か
ら最後まで支援を惜しみませんでした。地元の関係者、業界関係者もみな
力を合わせました。文化面でも観光においてもこの波及効果は計り知れませ
ん。今後は立候補支援委員会会長として、州領域全体がこの度の栄誉の恩恵
にあずかれるよう気遣っていきます。」
シャンパーニュ景観協会副会長、ピエール＝エマニュエル・テタンジェ
「これは千年以上に渡る、いにしえの人々の功績、その技術、歴史、ブドウ
栽培、シャンパーニュの製造と販売手法、それにこの地の景観の美しさが認
められたものです。そして、もちろん、この数年間、登録申請を一から準備
し作り上げた人々も！これはまた、将来果たすべき責務への希望のメッセー
ジでもあります。登録遺産の名に恥じないよう、この景観と資産の価値を上
げ、美化する作業を続けていきます。」
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編集にあたって
ル、そして私たちの営みが世界的に見
ても価値あるものであることを改めて
見直す機会となりました。

８年の努力が実り、シャンパーニュの丘
陵、メゾンとカーヴは、栄えある世界遺
産リストに登録の運びとなりました。今
どんなお気持ちでしょうか。
これは、シャンパーニュ地方にとって
は念願の、歴史的決定。長年の努力が
実を結んだものです。今、私は当然の
ことながら、まず、この登録に尽力さ
れた方々、この途轍もないプロジェク
トに支援を惜しまなかった関係者の方
々、そしてシャンパーニュ地方全ての
人々に思いを馳せています。そう、私
たちが毎日を過ごすこの郷土が、世界
に認められたのです。
今後、偉大な登録資産の仲間入りをす
ることとなりますが、これは、世界遺
産が自然災害や戦争といった大きな悲
劇に見舞われている今の時代、とりわ
け私たちの心に響きます。シャンパー
ニュ地方は、自らが暗黒の歴史を経て
いるだけに、和解と博愛を象徴する地
なのです。ユネスコが登録を決めたの
も、この普遍的幸福の示唆するところ
からかもしれません。
この地域とその住民にとって、この世界
遺産登録はどんな影響があるでしょうか
まず、どんな世界遺産登録の際にも共
通することですが、人々に誇りを駆り
立て、平凡な日常を超えることができ
ます。シャンパーニュ地方では、扱い
にくい土壌や変わりやすい気候のせい
で、ブドウとワインの扱いに細心の注
意を払うことが当たり前の習慣となっ
ています。ところが、当然のように行
われていることが、実は当たり前では
ないこともあるのです。今回の世界遺
産登録は、この地の歴史とテロワー

そして、こうして生まれた誇りは、未
来の世代に守り継いでいかねばならな
いこの遺産を尊ぶ心を育てます。世界
遺産登録は、評価を受けた証しでもあ
り、各国の見守る中での責任表明でも
あります。私たちはその責任を果たさ
ねばなりません。それが、ボンの世界
遺産委員会での私たちのコミットメン
トです。

Old Piper
Cellar, Avenue
de Champagne,
Epernay

そして、この世界遺産登録は、華やか
なワインというイメージの陰に隠れが
ちな、シャンパーニュの起源と変遷を
物語る場所にもスポットを当てていま
す。これからは、この事実を多く方々
にお伝えしていきたいと思います。
今回の世界登録は、ひとつのコミュニテ
ィーが歴史に名を残す、歴史との出会い
ということでしょうか。
この出会いを成功に導くのに、道のり
の長かったこと！今頭をよぎるのは、
２０１４年１月、フランス政府が私た
ちの登録申請を、２０１５年世界遺産
委員会での公式フランス代表として選
んだ瞬間です。そして、ボンは、シャ
ンパーニュ地方にとって、たった一度
の瞬間、ただ一度の比類ない、歴史的
瞬間でした。
振り返れば、１８世紀はシャンパーニ
ュの生まれた世紀、１９世紀は産業革
命によりシャンパーニュが世界的に認
知され広まった世紀、２０世紀はそれ
が大衆化した世紀でした。そして２１
世紀の今日、その顕著な普遍的価値を
称える日を迎えました。そうです、そ
れは歴史に名を残し、私たちの歴史に
刻まれたのです。

シャンパーニュ景観協会会長、
ピエール・シュヴァル
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シャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴ、ユネスコ世界遺産一覧
表に登録
２０１５年７月初め、ドイツ、ボンにお
いて、ユネスコ世界遺産条約加盟国を代
表する２１の国と地域の代表者は、全員
一致で「シャンパーニュの丘陵、メゾン
とカーヴの「進化を遂げる生きた自然景
観」のカテゴリーにおける世界遺産一
覧表登録を決めました。委員会メンバー
は、登録申請資産の顕著な普遍的価値を
認めると同時に、その保護管理体制が万
全であると判断しました。

名を残し、私たちの歴史に刻まれたので
す。」これは、登録の知らせを受けたピ
エール・シュヴァル会長の言葉です。

シャンパーニュ地方の関係者や住民で、
このプロジェクトを支援した親善大使は
５万３０００人余に上りました。そうし
た人々を代表し、８年に渡り立候補プロ
ジェクトの責任者として指揮したシャン
パーニュ景観協会にとっては、忘れられ
ない瞬間です。「今、この申請に尽力さ
れた方々、この途轍もないプロジェクト
に支援を惜しまなかった関係者の方々、
そしてシャンパーニュ地方のすべての人
々に思いを馳せています。そう、私たち
が毎日を過ごすこの郷土が、世界に認め
られたのです。そうです、それは歴史に

ユネスコ世界遺産一覧表登録：

「文化的景観」カテゴリーへの登録
人間と自然の協調による物象を対象とし
て１９９２年に創設されたカテゴリー。
記念碑や記念地といった単純なレベルを
超え、人間の営みがいかに新しい景観や
文化の源となりうるかを示すものです。
「シャンパーニュの丘陵、メゾンとカー
ヴ」は、シャンパーニュ地方のワインを
生み出した文化的景観として申請されま
した。広くは、フランス国内の５県（マ
ルヌ、オーブ、エーヌ、オート・マル
ヌ、セーヌ・エ・マルヌ）にまたがる、
ＡＯＣシャンパーニュの地域にある３２
０の市町村で受け継がれ守られてきたシ
ャンパーニュワインの生産、製造、流通
の営み全体に相当します。」

顕著な普遍的価値
とは、文化として又は自然としての価
値があまりに顕著であるため、その国
境を越え、全人類の現在及び未来の世
代にとって計り知れない価値を持つ、
という意味です。
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シャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴ
は、完全に一体化され進化を続ける生き
たシステムの証しです。 その中で、最高
級品をめざし、手作業から完璧に熟練し
た生産体制へと移行が進められました。
シャンパーニュ地方のワインの生産、製
造、流通システムは、２世紀余に渡り、
地域、発展、田園風景、都市風景に深く
その痕跡を残し、職業組織、社会組織、
ひいては地域経済を形作ってきました。
他には見られない、ワイン製造の遺産群
で、それは今日にまで受け継がれていま
す。

シャンパーニュの丘陵、メゾンとカー
ヴに見られる、顕著な普遍的価値
「シャンパーニュの丘陵、メゾンとカー
ヴ」群は、よく見られるワイン生産地の
風景と異なり、他に例のないものです。
その独自性は、地域の組織作り、１８世
紀末以降急速に広がった独自の生産方法
といったものに見られ、こうしたものが
景観にその形跡を残し、世界的に名の知
られた華やかなシーンや祝賀を象徴する
ワインを生んだのです。これこそが顕著
な普遍的価値の基礎をなすものです。そ
の他に例のない景観は、かつて、いや今
も、田園と都市、伝統文化の実践と技術
革新の合流点なのです。
シャンパーニュの世界的成功は、生産と
販売を根底から結び付けた、ブドウ栽

培・ワイン製造者の力によるものです。
これはまず、のちに共同組合を組織す
る、大小のプロプリエテール・レコルタ
ン（自家栽培生産者）の功績で、ブドウ
畑の生存限界ぎりぎりの条件（寒い気候
と白亜質石灰岩の土壌）を逆にうまく生
かすことに成功しました。そして、もう
一方の立役者は先見の明のあったネゴシ
アンたち。彼らが製品を最高品質に引き
上げ、世界のエリートたちに広めたので
す。ネゴシアンには、ドイツからの移住
者（元毛織物製造業者）や、この時代に
は珍しい女性企業家であった未亡人が多
いという特徴がありました。ヴーヴ・ク
リコと呼ばれたポンサルダン夫人、ポマ
リー夫人などがその一例です。シャンパ
ーニュの歴史は、何よりも人々の歴史な
のです。
瓶内二次発酵を経る独特の製造方法は、
作業工程と作業空間の組織化につなが
り、他では見られないカーヴを発展させ
ます。（ランスのサン・ニケーズの丘地
下に約370のクレイエル（石灰岩の石切
り場跡）と全長25ｋｍのカーヴ、エペル
ネーのシャンパーニュ大通り地下に110
ｋｍ、歴史的丘陵地下に10km）
他に例のないこの地下風景は、ブドウ栽
培・ワイン製造産業遺産の一例として世
界を代表するもので、現在もシャンパー
ニュ製造に使用され続けています。
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シャンパーニュメゾンの市街地への進出
と建築様式こそが、ブドウの生産とネゴ
シアン（ブドウを買付けてシャンパーニ
ュを製造する会社）の協調をもっともう
まく表現したもので、交通手段（道路、
水路、鉄道）の周囲に製造や営業販売に
必要な拠点を集める形になっています。
この都市機能性と建築様式、生活環境へ
のこだわりは、緑化地域や公園、庭園な
どの手入れに対する高い配慮にも表れて
います。このこだわりはまた、企業メ
セナという模範的な形で行われた労働者
の保護も表れています。ランスのシュマ
ン・ヴェール社員住宅団地及び、その中
にある、ガラス工芸の名匠ルネ・ラリッ

クら当時の職人による装飾が美しいサ
ン・ニケーズ教会などはその一例です。
シャンパーニュ、それは普遍のシンボ
ル。ヨーロッパの王宮においてその泡立
ちできらめきを放った１８世紀から、一
般的となった今日に至るまで、シャンパ
ーニュは、度重なる戦争で荒廃した痩せ
た土地の産物であるにもかかわらず、フ
ランス独自のアール・ド・ヴィーヴル（
ライフスタイル）や、華やかなシーン、
お祝いのシーンに強く結び付いた、他に
は見られない製品なのです。

世界遺産とは
世界遺産とは、顕著な普遍的価値（ＯＵ
Ｖ)のある場所や資産に対してユネスコが
与える呼称で、全人類にとって重要で、
世界にも他に例がないという意味です。
２０１４年の一覧表には、顕著な普遍的
価値のある史跡として１００７件の世界
の資産が記録されており、そのうち３９
件がフランス国内の遺産で、ノートルダ
ム寺院群、サン・レミの旧大修道院、ラ
ンスのトー宮殿などがその一例です。
１９９２年、ユネスコは世界遺産のとら
え方を変更し、人類の歩みに意義を持つ
資産、文化的景観や産業跡地などにも徐
々に指定を広げています。
ユネスコは、ブドウ畑をすでにいくつか
世界遺産登録しており、その絵に描いた
ような美しさ（スイスのラヴォー、ポル
トガルのアルト・ドウロ）、並外れた美
しさ（ポルトガル、アゾレス諸島ピコ

島）、歴史的特色（ハンガリーのトカイ
地方）などを評価しています。シャンパ
ーニュの丘陵、メゾンとカーヴは、こう
した景観とは少々違った形で、その顕著
な価値を体現しています。激動の歴史と
地理的条件による制約を受けたシャンパ
ーニュ地方では、人々が他に例のない資
産を白亜質石灰岩の中に形づくり（田園
地帯、市街地、地下に至るまでも）、や
せた土地から世界的な評価を受ける美酒
を生み出すことに成功しました。「シャ
ンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴ」の
登録は、こうした他に例のない資産や、
シャンパーニュの製造方法を他から一目
置かれるまでに完成させた人々の技術を
評価するものであり、そのブドウ栽培か
らワイン製造までを含む景観を保護し価
値をさらに高めていく努力を続けること
への激励でもあります。

Pékin Castel,
Avenue de
Champagne,
Epernay
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他にない貴重な資産、世界遺産に登録  
フランスの北部、度重なる戦争で壊滅的
打撃を受けた、寒さ厳しい白亜質石灰土
壌の上に、シャンパーニュの丘陵、メゾ
ン、カーヴはワイン造りの地ならではの
景観を展開します。ワインの原料を調達
するブドウ畑と、ワイン造りとその商業
化という機能を持つ市街地の集落地区と
いう二つからなる風景です。
そして、シャンパーニュ造りの特殊性か
ら、一風変わった三部構成の組織ができ
あがりました。機能的な市街地、プレス
テージ性の高い建築様式、そして他に例
のない地下遺産です。こうしてできあが
ったワイン造りの運営システムは、景観
を形作るだけではなく、経済活動や地域
の日常生活をも形成するものです。これ
は長期間に渡る開発整備、技術改革、社
会改革、工業化、商業手法の変遷の成果
です。こうして手工業文化から完璧に熟
練した生産体制と地球規模での流通への
移行が加速されました。

Man’s savoirfaire : pruning

ュ大通りは、シャンパーニュ地方のブド
ウ栽培・ワイン造りの営みならではの傑
作です。
登録資産であるこの３構成群は、シャ
ンパーニュのテロワールを象徴するも
ので、生活環境と仕事場環境の機能、伝
統的技術の見せどころを取り入れていま
す。そして発泡性ワイン醸造の基準とさ
れる手法が生まれた地でもあります。優
れた製品であるシャンパーニュは、今
日、世界中で華やかなシーン、お祝いの
シーンの普遍的シンボルとされていま
す。

この進歩には、女性たちと旧シャンパー
ニュ大市の商人の子孫であるドイツ系フ
ランス人の人々が貴重な役割を果たしま
した。これらの人々は１７～１８世紀に
近隣市街地に領域を広げるまで、古くか
ら、ブドウ畑の広がるオヴィレ、アイ、
マレイユ・シュール・アイの丘陵に定住
していました。また、ランスのサン・ニ
ケーズの丘とエペルネーのシャンパーニ

Vineyard lodge
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Sainte-Hélène,
wine-making
facility,
Hautvillers

世界遺産登録への立候補には、申請する
資産を定め範囲を限定しなければなりま
せん。厳正な登録基準を満たし、シャン
パーニュの丘陵、メゾンとカーヴの顕著
な普遍的価値に十分な根拠を与えるに
は、いくつか不可欠な要件もあり、難し
い選択を迫られました。そのため、マル
ヌ、オーブ、エーヌ、オート・マルヌ、
セーヌ・エ・マルヌの５県にまたがるシ
ャンパーニュのＡＯＣ生産地区の中から
選ばれた資産は、ブドウが育まれる原料
の調達場所と、ワインのアッサンブラー
ジュと熟成をする醸造現場、シャンパー
ニュが世に出て世界に向けて出荷される
販売の現場の三つを組み合わせるものと
なりました。登録遺産は１４の構成要素
からなり、歴史的丘陵、サン・ニケーズ
の丘、シャンパーニュ大通りの代表的な
3つの群にまとめられています。シャン
パーニュ・アルデーヌ州、マルヌ県に位
置し、全面積1100ヘクタールに及びま
すが、それら３箇所を囲むように、「緩
衝」ゾーンが念のため設定され、保全を
強化しています。同時に登録資産範囲の
中にコミットメントゾーンが設定され、
シャンパーニュの景観と遺産の保護を強
化します。ＡＯＣシャンパーニュ生産地
区320の市町村をまとめたゾーン。
ガイドをご覧ください。

歴史的丘陵、シャンパーニュのルーツ
一連のブドウ栽培過程が、ここではブド
ウ園の圧倒的な力強さと建築遺産及びカ
ーヴで表現されています。村落内の建築
遺産は、圧搾所（ブドウの圧搾を行う
場所）、ブドウ栽培農家の家並み、協
同組合、シャンパーニュメゾン（製造工
程設備、カーヴ、瀟洒な建物）というブ
ドウ栽培からワイン造りまでのこの業界
の産業部門を正確に表すものです。たと
えば、エソール（カーヴがあることを示
す換気用の煙突）、境界標石（区画の限
定）、栽培労働者用の小屋など、ブドウ
栽培を象徴するものがブドウ畑のあちこ
ちに見られます。
マレイユ・シュール・アイのキュミエー
ル丘陵は、ランス山地方自然公園の中に
あり、シャンパーニュを象徴する歴史的
起源の地です。オヴィレに大修道院が存
在するのも、長くブドウ栽培・ワイン製
造の歴史が続いたおかげです。事実、ベ
ネディクト派の修道士ドン・ピエール・
ペリニヨンがシャンパーニュの誕生に大
きな役割を果たしたのもオヴィレでし
た。
そして、この場所は、シャンパーニュ地
方のブドウ畑にしかない特徴を持ってい
ます。それは白亜質石灰土層が数多くみ
られること、村落の配置と構成、土地占
有がきちんと区画されていること、単
作、といった特色です。

www.paysagesduchampagne.fr
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ランスのサン・ニケーズの丘、クレイエルとシャンパーニュメゾ
ン
この一風変わった景観では、シャンパー
ニュ製造過程が風景に溶け込み、シャン
パーニュメゾンが市街地開発に取り組ん
だことを象徴しています。特に、中世以
降ずっと放置されていた巨大地下空間ク
レイエル（石灰岩の石切り場跡）を再利
用し、現在もカーヴとして利用している
点は、「シャンパーニュの人々による天
才的ひらめき」と賞されています。
この景観には、ワイン製造過程の各段階
が見て取れます。
・ブドウ畑が家並みの続く囲い地のすぐ
そばまで迫り、ところどころにエソール
（クレイエル跡地の円錐ドームの先端
で、かつてそこから石を取り出していた
が、現在は換気用煙突として使われてい
るもの）が見うけられます。
・公共スペースが広がり、公園も広い
Left to right,
Old Pommery
Garden
The Villa
Demoiselle,
Pommery Estate
Detail of an
ironwork, Veuve
Clicquot
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・搬入用、出荷用の水路と陸路が近い（
中でもポメリー夫人が自分の敷地内に引
いたとされるイギリスへ向かうためのア
ンリ＝ヴァスニエ大通りや、グロー将軍
通り）
・古代と中世のクレイエル、１９世紀に
掘削されたカーヴとそれを連絡するギャ
ラリー（地下道）。これらは醸造、貯蔵
の場所として現在も使用されています。

―醸造所。醸造業者のイメージ作りにも
一役買い（特に競合にその力を誇示する
ため）、営業販売戦略の成長に伴い、徐
々に顧客の心をとらえる販売の場となっ
ていきます。
―シャンパーニュメゾン経営者たちの瀟
洒な邸宅（クレイエル城、ドゥモワゼル
邸など）
―企業のメセナと福利厚生活動の生きた
証言。ポメリー社従業員がスポーツをす
るために作られたシャンパーニュ公園の
ほか、ランスの工場労働者のために建
設されたシュマン=ヴェール社員住宅団
地は、保育園、学校、健康センター、ラ
リックとマーリス・ドゥニが装飾を担当
した美しいサン・ニケーズ教会を擁しま
す。
一方、地下遺産は史上最大の規模を誇り
ます（石切り場１０００か所以上、採掘
された石灰石量１００万立方メートル以
上）。今日、これは産業遺産として重要
な役割を果たすものです。現在、数千万
本に及ぶボトルがこの地区の地下石灰層
内に貯蔵されています。一年中、適度な
冷温（１１～１２℃）と湿度（９０～９
５％）を保ち、シャンパーニュの熟成に
これほど適した場所はありません。

その他
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エペルネーのシャンパーニュ大通り、
「シャンパーニュの都」の王の道
旧「シャンパーニュの王の道」の一部で
あるこの通りは、地上にしても地下にし
ても、生産環境を一から作り上げた資
産として、もっとも完成した例のひと
つです。事実、この通りには、ブドウ畑
から醸造所、カーヴ、そして来客用の瀟
洒な建物までが集められています。大通
りの歴史はそのままシャンパーニュメゾ
ンの誕生、発展と現在までの歴史で、生
産設備の発達、流通用施設（まずはパリ
対象、次にヨーロッパの大都市向けとな
り、今では世界中へ）、メゾンを代表す
る建物のどれをとっても歴史に満ちてい
ます。
この大通りはそうした意味で、地下も地
上も他に例のない遺産です。シャンパー
ニュのカーヴは、この地方にしかない豊
かな特色であり、１８世紀末から１９世
紀末まで掘削が続きました。地下は石灰
層で土木工事がしやすいため、長いギャ
ラリー（地下道）が作られ、その一部は
水路や鉄道に直結しています。
シャンパーニュのネゴシアン（ブドウを
買い付けるシャンパーニュ製造会社）は
革命期の総裁政府時代、こうしたカーヴ

の上に見事な製造拠点を建設し、続いて
１９世紀には住居を建設。そのうち最も
瀟洒なものは「シャトー」と呼ばれまし
た。ネゴシアンは、皆この通りに会社を
構えたがり、水路と鉄道が近かったせい
もあって、その結果製造会社が通り沿い
に集中しました。
シャンパーニュ大通りは、もとはドイツ
に向かう道で（パリからメッスついでサ
ールブリュッケンへ向かう王の道、のち
の国道３号線）、商品輸送用に古くから
使われてきた道であると同時に、敵の侵
入を招いた道、侵略と壊滅的紛争の道
でもありました。シャンパーニュ地方は
とりわけ、二度の大戦で甚大な被害を被
り、住民も地域も経済も壊滅的状態に陥
りました。いずれにしても、街の出入り
に数世紀以上も前から使われてきたこの
通行路は、パリ、ひいてはヨーロッパ全
体との通商関係の発達を具体的に示すも
のです。
通り沿いの美しい建物、中庭や庭園、美
しく整備された公園、ブドウ畑の眺め、
そして、近年の改装作業を通して、この
大通りはシャンパーニュの発展における
ネゴシアンの重要性を語るものです。
Left to right,
Avenue de
Champagne,
Boisel Wine
cellar
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世界遺産登録の資産範囲
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先見の明を持つ頑なな創始者たちの歩みをつづる歴史
シャンパーニュの成り立ちにおいて、そ
の歴史に名を残した先駆者たちは、優れ
た創造性を持って精力的に資産と文化を
打ち立て、発展させ、後世に受け継いで
きました。こうして受け継がれたのが、
今日ユネスコ世界遺産一覧表に登録され
た遺産です。
オヴィレのドン・ピエール・ペリニヨン
修道士は別格ですが、シャンパーニュ初
期の「アドベンチャー」らのうち、初め
てサン・ニケーズの丘にメゾンを建てた
のは、ランス出身の弁護士でありであり
ネゴシアンでもあったクロード・ルイナ
ール。先見の明を持ち、大胆であった彼
は、当時放置されていた丘の地下のクレ
イエルを買い取り、事業を開始します。
すると、クレイエルがシャンパーニュの
保存に最適な場所であることが判明しま
す。そこで、ランスのサン・ニケーズの
丘にシャンパーニュメゾンの進出を大々
的に推し進め、ルイナールはなんといく
つかのメゾンにクレイエルを売却してい

ます。そののち、１７４３年には、ドイ
ツ出身のネゴシアン、クロード・モエが
メゾン・モエを設立。 １７９２年、ジャ
ン＝レミ・モエは祖父の設立したメゾン
を継いで社長となり、市外地フォリー街
に邸宅を新築。それが現在のシャンパー
ニュ大通りの始まりで、大通り沿いに並
ぶメゾンの第一号となりました。のちに
エペルネーの市長となった彼はまた、１
００年以上に渡るこの街の経済的繁栄の
礎を築きました。

Portrait of JeanRémy Moët
(1758-1840)

１８世紀から１９世紀にかけて、隣国ド
イツがシャンパーニュ貿易に興味を示し
ます。シャンパーニュメゾンの中でも大
規模な会社は、ドイツとフランスの融和
の歴史から生まれたものが多く、ヴー
ヴ・クリコ、クリュッグ、ボランジェな
どがその一例です。情熱と創造性にあふ
れるドイツ人の若者がシャンパーニュ地
方に移住して修業をし、地元に定着した
末に共同または単独でメゾンを建てると
いう例が当時はよくありました。

Map of the SaintNicaise Hill 1948

First book
of accounts
dedicated to
Champagne
wine of Nicolas
Ruinart, 1729
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Making of wirecaps, Pommery
estate

Logo of the Comité Champagne

Page on the
Right
Industrial
staircase in the
cellars of the
Deutz House, Aÿ
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シャンパーニュ業界の歴史の中で、女性
たちは男性に劣らず重要な役割を果たし
てきました。たとえば、クリコ・ポンサ
ルダン未亡人（１７７７～１８６６年）
やポメリー未亡人（１８１９～１８９０
年）。この二人はそれぞれのメゾンの発
展に尽くし、シャンパーニュを世界的に
有名にしました。二人とも気の強いビジ
ネスウーマンであると同時に、多くの協
力者を配することを忘れませんでした。
しかしこの二人だけでなく、その他の女
性たちの働きも忘れてはなりません。ブ
ドウ栽培農家の娘、妻そして母たち、メ
ゾンで働く工女たち、そしてブドウ畑で
汗を流した名の知れぬ女性たちは数知れ
ません。２０世紀後半、生産協同組合の
発展により、ブドウ栽培農家らは自らシ
ャンパーニュを醸造し、販売を始めま
す。もちろん妻たちは無給でそれを助け
ました。１９８０年、シャンパーニュ地
方ブドウ栽培・醸造業者組合に女性委員
会が設立され、こうした女性たちもよう
やく社会的職業的認知を受けることにな
ります。

そのほかに、先見の明を持った人々は、
シャンパーニュワインの質と名声を保ち
発展を望むには、ブドウ栽培農家とネゴ
シアンが理性を持って協調していかねば
ならないことをいち早く悟ります。こう
して１９３１年に設立されたのが、多業
種協会（シャンパーニュワインの広報保
護委員会）で、これは国民議会議員、市
会議員、役人とブドウ栽培農家、ネゴシ
アンの代表者からなる組織でした。そし
え、今日、１９４１年設立のシャンパー
ニュ委員会（シャンパーニュ地方ワイン
生産同業委員会）が、ネゴシアンにブド
ウを供給する栽培者、自家栽培のブドウ
を使い生産協同組合でシャンパーニュを
製造する栽培業者（レコルタン・コーペ
ラトゥール）、または自家栽培のブドウ
で自家製シャンパーニュを製造する栽
培業者（レコルタン・マニピュラン）な
ど、合計２万１千人のブドウ栽培業者を
統合する一方で、世界の３分の２のシャ
ンパーニュを販売する３２０社のネゴシ
アンもそれに加盟しています。同数の代
表者からなる業界共同組織で、シャンパ
ーニュワインの名のもと、結束を固めて
います。
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登録までの歩み
意義あるプロジェクトをめぐる８年に渡
る作業と活発な活動が実り、７月、ボン
にて、ユネスコ世界遺産一覧表に登録が
決定。この「顕著な」冒険を振り返って
みましょう。

た。このなかで「フランス、シャンパー
ニュの丘陵、メゾンとカーヴを世界遺
産一覧表登録」をするよう勧告されまし
た。この続きは皆様ご存知の通りです。

登録プロジェクトとシャンパーニュ景観協会...

地元市町村とシャンパーニュ業界団体が
同数の代表を出し合って運営をするシャ
ンパーニュ景観協会は、立候補申請書類
を作成し、関係者と住民を動員しただけ
でなく、今後はシャンパーニュの景観の
効率的で持続的な管理の組織化と計画化
を担うことになります。これは、他には
ない忘れがたい歴史をたたえる貴重な資
産を保護していくうえで不可欠であり、
ユネスコの望むところでもあります。こ
うして、地域の関係者や市長村の長、大
学関係者、協会などが皆、この生きた文
化遺産の貴重さを再確認し、団結して取
り組むことを約束しました。

シャンパーニュ委員会のイニシアティブ
により、エキスパートチームが２００６
年から作業を開始し、世界遺産への立候
補の時機と可能性を探りました。手続き
を系統立てて行うために、２００８年シ
ャンパーニュ景観協会が設立され、ＡＯ
Ｃシャンパーニュ地区領域の主要関係者
らを統括し、動員する役割を任されまし
た。それ以降、この協会が立候補書類の
作成にあたり、数えきれないほど多くの
ブドウ栽培・ワイン製造の遺産をリスト
アップしていきます。このユネスコへの
冒険には、いくつか記憶に残る出来事が
ありました。たとえば、フランスのユネ
スコ大使ダニエル・ロンドー氏が書類が
万全であるかを判断する世界遺産委員会
に推薦書を提出したとき。あるいは、２
０１４年１月、オレリー・フィリペティ
文化通信大臣が、ブルゴーニュのブドウ
園のクリマと並んで、シャンパーニュの
丘陵、メゾンとカーヴを２０１５年夏の
候補とすることを決定した時。ボンでの
最終決定直前には、この立候補の最終段
階として、１８か月にわたる長く厳しい
監査の末の、イコモス（世界遺産員会の
独立諮問機関）の登録勧告がありまし

シャンパーニュ景観協会の会長は、ピエ
ール・シュヴァル氏。アイでブドウ栽培
を営み、シャンパーニュ・ガティノワ社
を指揮する氏は、ブドウ栽培・醸造業者
組合の副会長になるまで、長く理事を務
めました。氏は、ブドウ栽培農家として
二人目のシャンパーニュ丘陵騎士団コマ
ンドゥール称号を受けており、また２０
１２年までシャンパーニュブドウ栽培学
校の校長も務めました。なお、１９８９
年以降、アイ市第一助役を務めていま
す。

Left to right
Support balloon
Release, Avenue
de Champagne,
Epernay
Candidacy
Application
Pedagogical
Comic on the
Outstanding
Universal Value
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...そして、この意義あるプロジェク
トに地域が一体化、積極的な動員へ

・AOCシャンパーニュの市町村も協
会に加盟

• ・地元は一斉に立候補を支援

AOCシャンパーニュ地区の３２０の市町
村（マルヌ、オーブ、エーヌ、オート・
マルヌ、セーヌ・エ・マルヌの各県）も
協会加盟の要請を受けました。

シャンパーニュ景観協会は立候補を支援
するツールの開発にあたりました。シャ
ンパーニュ地方の住民や観光客からの支
援を盛り上げるため、シャンパーニュ地
方一帯にサポートチケットが配布されま
した。（５万３千人もの親善大使が立候
補を支援）
その他にも、シャンパーニュ景観協会は
地元のイベントと連携し、立候補の周
知に努めました。（エペルネー光の衣装
祭、ヨーロッパ文化遺産デーなど）

•

• ・シャンパーニュの遺産の価値を広
く知らせる情報ツールを作成
プロジェクト推進者を感化し、支援す
るためのガイドブックと参考書が作成
されました。こちらからご覧くださ
い。www.paysagesduchampagne.fr
できる限り多くの方々とその価値の根底
をなすものを分かち合えるよう、協会で
はビデオを作成し、協会サイトや「Youtube」で公開しています。
また、ランス学区本部の協力で教育プロ
ジェクトも実施されました。こうして２
０１３年にはシャンパーニュの遺産をめ
ぐるコンクールが実施されました。

• ・継承
私たちには自分たちの資産を未来の世代
に受け継いでいく責任があり、日々の生
活の一部をなす身近なものの重要性を認
められるようになってもらわなければな
りません。

Saint-Vincent
Celebrations
2014 displaying
the colors of the
candidacy

子供を対象とする活動は、その意味で大
変高い評価を受けました。作品コンクー
ル、楽しみながら学べるツール、バルー
ンリリースなど、青少年も年に何度も活
動に参加協力をしています。

Pedagogical
workshops in
the vineyard

www.paysagesduchampagne.fr
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シャンパーニュの景観管理 ― 登録
後の取組み
世界遺産一覧表への資産登録基準は非常
に厳しいものですが、関係者は長期的に
資産を保護管理する能力のあることを示
さねばならず、結果的に登録後も同じ基
準が求められることになります。
その上、短・中・長期の資産保護施策の
実施計画を作成するだけでなく、その価
値を高める施策も組み込まねばなりませ
ん。そのため、シャンパーニュ景観協会
では２０１２年以降、ＡＯＣシャンパー
ニュ地区の関係者全体と協議の上、シャ
ンパーニュ地方全体の管理計画を作成し
ました。シャンパーニュの丘陵、メゾン
とカーヴの管理計画は、一体と認識され
ている地域全体とその歴史という周辺環
境を組み込んだという点で、非常に斬新
なものです。

― 第３部 － 行動憲章：シャンパーニュ
の景観保護・価値向上を行う上での管轄
に関する、ＡＯＣシャンパーニュ地区関
係者の自発的コミットメント。
つまり、これは全員による、全員のため
の、運命共同体のプロジェクトなので
す。管理計画では、資産の永続性と価値
向上を確実にするため、市町村、民間、
民間会社など地域関係者の責任レベルを
協議のうえで定めています。こうしたア
プローチにより、野心あふれる行動計画
にもとづいて、官民を問わず、すでに数
々の価値向上・修復工事が実施されてい
ます。また、評価と継続管理の過程を導
入したため、資産管理システムの効果を
評価することができ、長期的に見ても関
係者を確実に動員することができます。
世界遺産一覧表の登録は６年ごとに再評
価されるだけに、これは重要な施策で
す。

管理計画は３部構成になっています。
― 第１部 － 各箇所の方向性を示した文
書：資産の長期的方向性を示した大枠文
書。参加型・未来型のアトリエにて検討
され、保存状態の診断と各資産に影響を
及ぼす要素を考慮に入れて作成されまし
た。
Signing of the
Commitment
charter, 2011

― 第２部 － テーマ別短期計画：明確な
段階的行動計画。関係者を明記し、評価
指数と予算を定義。
登録遺産の試験的モデル資産 － 「ＡＧＩＲ」プログラム  
シャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴの管理計画の枠内では、景観整備とブドウ栽
培・ワイン製造事業の持続的管理に関する３つの試験的モデル資産が選ばれました。
これらのモデル資産は「ＡＧＩＲ（アジール、行動する、の意）」プログラムという
名を冠し、これは「シャンパーニュの丘陵、メゾン、カーヴの整備と持続的管理」と
いう意味のフランス語の頭文字をとったものです。
ＡＧＩＲプログラムは、シャンパーニュ委員会、ランス山地方自然公園とシャンパー
ニュ景観協会の提携から生まれたものです。
試験的モデル資産となるのは、マレイユ・シュール・アイのキュミエール歴史的丘
陵、リセ市内のオーブ丘陵、アジ・シュール・マルヌ市とボヌイユ市にまたがるエー
ヌ丘陵の３か所です。
地域管理者にとって、ＡＧＩＲはシャンパーニュ委員会の環境技術部門とランス山地
方自然公園の各部署の支援を受けられる恰好の機会です。これにより、周辺環境と顕
著な普遍的価値に配慮した新しい実践を導入することができるからです。
提携パートナーであるランス山地方自然公園は、すでにこのプログラムの枠内で、歴
史的丘陵の資産についての「比類ないワインのためのすばらしい景色！」というタイ
トルの実践ガイドを作成しています。この手引書は、ランス山地方自然公園のホーム
ページからダウンロードできます。
www.parc-montagnedereims.fr
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ＡＧＩＲプログラムの推奨整備技術の手引きは、シャンパーニュ景観協会のＷＥＢサ
イト www.paysagesduchampagne.fr からご覧ください。

管理計画 ― 参加型アプローチの結果
シャンパーニュ景観協会では、地域の関係者と住民を集めた会合を開催して、地
域の優れた点と弱点を洗い出し、関係者全員の提携により共通の効果的な管理シ
ステムを作り上げることに成功しました。これは、資産およびその拡大エリアの
保護と価値向上を目的としています。
この管理計画は、次のように幅広い協議の末に生まれたものです。
•

― ワイン製造地域全体で開催された会合には、合計３千人以上が参加しまし
た。

•

― ブドウ栽培農家、生産協同組合責任者や市会議員など、シャンパーニュの
ブドウ栽培風景の整備に係わる主な関係者に対して、良い実践を伝えるための
教育的アトリエが開始されました。

•

― 国の代表者、地元市町村、協会、ブドウ栽培・ワイン製造業者、商工会議
所、手工業者組合、都市開発業者、観光業者、大学関係者を集めた会議で、管
理の基本方針が決定されました。

シャンパーニュ景観協会の会員
協会の会員は次の４カテゴリーに分かれます。
•

・発起人：シャンパーニュ・アルデーヌ州議会、マルヌ県、オーブ県、エーヌ
県の各県議会、ランス市、エペルネー市、及びブドウ栽培・醸造業者組合とシ
ャンパーニュメゾン組合の連合組織であるシャンパーニュ委員会

•

・準会員：ＡＯＣシャンパーニュとＡＯＣシャロン・アン・シャンパーニュ地
区の市町村及び都市共同体

•

・公的会員：国立原産地・品質研究所（ＩＮＡＯ）、ランス山地方自然公園

•

・名誉会員：その行動または財政的援助により、協会の目的実現に明確な貢献
をし、総会での認定を受けた個人または法人。シャンパーニュ・アルデーヌ商
工会議所、政府当局、メセナ企業など。

世界遺産一覧表に登録されたフランスの
資産の管理ガバナンスを保証するため、
国と世界遺産センターは、管理計画実行
のコーディネーターとなる組織を設置
し、その管理責任者を任命することを義
務付けています。
２０１４年１０月３日、第１回地域会議
（関係者、提携パートナー、財政的援
助者をすべて集めた、将来の管理組織と
してもっとも幅広い機関）が開かれまし
た。この会議の席で、将来の管理組織に

ついての大筋が、協議の上決定されまし
た。
― 平等性：市町村とシャンパーニュ業界
から同数の代表者を選出すること
― 機敏性：組織は協会の形をとること（
１９０１年協会法に準拠）
― 連携：この協会の主な任務は、世界遺
産一覧表に登録された資産の管理をめぐ
る、地域関係者すべての連携とすること

www.paysagesduchampagne.fr
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ご存知ですか？      
先駆者、ドン ピエール・ペリニヨン  

Bas-relief de
dom Pierre
Pérignon

オヴィレ大修道院で食品保管を担当していたピエール・ペリニヨ
ン修道士（１６３９～１７１５年）は、ワインの発泡性自体を発
見したわけではありませんでしたが、それでも、シャンパーニュ
地方でいち早くワイン作りに体系的な醸造製法を取り入れ、ブド
ウのブレンド（アッサンブラージュ）が品質を左右する重要な段
階であると一番に悟ったのは間違いありません。こうして、この
ワイン醸造技術に長けた先駆者は、シャンパーニュの近代的な醸
造方法の基礎を築き、ワイン産地の質の向上に貢献したのです。
１７１５年、オヴィレの聖サンデゥルフ大修道院教会の内陣に埋
葬され、今もそこに眠っています。

宣伝の巧者、ウジェーヌ・メルシエ

Mercier
Advertisement
poster, the
cask at the
universal
exhibit, 1889

Portraits of
Madame
Pommery
and Madame
ClicquotPonsardin
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自らのシャンパーニュメゾンの立ち上げたとき、ウジェー
ヌ・メルシエ（１８３８～１９０４年）は弱冠２０歳でし
た。彼は「メートル単位でなく、キロ単位で測る」巨大な
カーヴを建設させ、初めて蒸気機関を使って灯りをつけ、
カーヴを一般に公開しました。しかし、本当にその宣伝の
才能が発揮されたのは、１８８９年の万国博覧会でのこ
と。彼はそれより前に、「フードル（雷の意）」と呼ばれ
る木彫の施された大樽を作らせていました。シャンパーニ
ュのボトル２１万３千本分に相当し、重量２３トンもある
ものです。この大樽作りに１６年もかけたといわれ（１８
７１～１８８７年）、これをパリの万博に出品することを
決めます。１２対の牛にひかせ、輸送には３週間がかかり
ました。もちろんたくさんの人だかりができ、メディアも
集まりました。そして２年後、１９００年の万博では、初
の広告映像を流しています。

女性の歴史も・・・
１９世紀のフランス産業史には、女性たちも労働力とし
て貢献し生産加速に尽力しますが、一方、シャンパーニ
ュメゾンを指揮した女性たちもいました。バルブ・ニコ
ル・クリコ＝ポンサルダン、ルイーズ・ポメリー、マチ
ルド・ペリエ、エリザベット・ボランジェなどがその一
例です。たとえば、穴の開いたボードに差し込まれたボ
トルを回す動瓶のテクニックや、ロゼシャンパーニュの
開発、大胆な海外輸出によるブランドの成功は、クリコ
夫人の功績によるものです。英国と北欧市場への進出を
図るため、ルイーズ・ポメリーは、ドライ、ベリードラ
イ、ブリュットのシャンパーニュを商品化します。ビジ
ネスウーマンであるばかりでなく、心ある女性でもあっ
た彼女は、自社社員のために初の年金基金と健康保険を
設立したほか、ランス市のために孤児院と妊婦基金を設
立しました。

www.paysagesduchampagne.fr

ボトルが爆発？
みなさんご存知の通り、シャンパーニュはボトル詰めされています。ただ、初期のこ
ろ、ガラス瓶は発泡性ワインの内圧に耐えられるものではありませんでした。１７４
５年頃、瓶の破損数は３分の１に達し、ときには、カーヴのボトルの半数が破損し
てしまうこともありました。そのため取扱いには鉄で編んだ前掛けと顔面保護マスク
が欠かせませんでした。こうした理由から、シャンパーニュのボトルは他のワインと
全く異なった構造になっています。重量があって、膨らみがあり、底面にはへこみが
つけられ、二次発酵の内圧に耐えられるようになっているのです。また１９世紀初頭
１.２キロあったボトルは現在８３５グラムにまで軽量化されています。

Plate of the
Pommery cellars
Plate of the
Veuve Clicquot
cellars

名札の付いたクレイエル

一般に開放されているシャンパー
ニュメゾンのクレイエルを訪ねる
と、一部プレートの付いたものが
あることに気づきます。
ヴーヴ・クリコ社では勤続４０年
以上の社員の氏名を、ポメリー社
では、輸出拡大に伴い輸出先の地
名（ハバナ、リオデジャネイロ、
ダカールなど）などをプレートに
刻んでいます。

クレイエルとギャラリーの違い
は？
元来クレイエルとは、３世紀以降石
灰岩を採り出した地下石切り場のこ
とで、シャンパーニュの醸造に再利
用されているものです。円天井のギ
ャラリー（地下道）は、クレイエル
間を結ぶために後からつけ加えられ
たもので、ワインの貯蔵と熟成のた
めの整備が施されました。
最も長いのは、ヴーヴ・クリコのク
レイエルで全長２４キロ。
高さではルイナールのクレイエルが
５０メートルと最も高いものです。
常に１０℃から１２℃の温度を保つ
クレイエル。近年、歴史的丘陵の地
下に２０キロ、サン・ニケーズの丘
の下に３５０のエソールを含む５７
キロ、エペルネーに７４キロのクレ
イエルが確認されています。
www.paysagesduchampagne.fr

Galery quarries,
Ruinart
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デザイン業と印刷業・・・
シャンパーニュのボトルのラベルは、デザイン業と印刷業の発達を促しました。
エペルネーのド・カステラーヌ社では、ラベル展示室にそれを物語るこうした一連の
ラベルが展示され、５千以上のモデルが保管されています。
各社のポスターもその知名度向上に貢献します。初期のポスターの一枚で、１８９１
年製作のリトグラフのポスターは、画家ピエール・ボナールの作品でした。

Advertisement
poster, Ruinart

Labeling room,
de Castellane
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「楽しいときも悲しいときも飲むわ。時には
一人で飲むこともあるし。でも、誰かが来た
ら必ず飲むものよ。食欲のないときにには飲
んで食欲を出し、空腹のときにはぐいと飲
む。

Elisabeth
Bollinger

でもそれ以外は絶対に飲まないわ、のどが渇
いていないかぎりはね。」
これは、エリザベット・ボランジェがロンド
ンデイリーメールからの、シャンパーニュの
飲み方についての質問に答えたものです。

トピック

立候補
３大資産：ランスのサン・ニケーズの
丘、エペルネーのシャンパーニュ大通
り、マレイユ・シュール・アイのオヴ
ィレの歴史的丘陵
３２０の市町村がひとつの宝石箱のよ
うに、ＡＯＣシャンパーニュという運
命共同体を形成

Vineyard hillside,
Aÿ

シャンパーニュのブドウ栽培地
２０１４年シャンパーニュ委員会発表の数
字
５県：マルヌ（６６％）、オーブ（２３％
）、エーヌ（１０％）、オート・マルヌと
セーヌ・エ・マルヌ
３万３７０５ヘクタールに及ぶＡＯＣシャ
ンパーニュ
２８万区画のブドウ畑
１万５８００人のブドウ栽培農家
１４０の生産協同組合
３００社のシャンパーニュメゾン
３億３千７百万本（２０１４年収穫量）

www.paysagesduchampagne.fr

Fermenting
room,
Pommery
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