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石の山他

ソ 連 を 一 周 し て

8月 5日 より8月 26日 までの 22日 間,新

潟→ハバロフスク→ イルク~ツ ク→ (ノ ボシビ

ルスク経 由 )タ シケン ト→サマルカン ド→タシ

ケン ト→ トビリシ→ソチ→キエフ→ レニ ングラ

ー ド→モスクヮ→ハバ ロフスク→新潟のコース

ではぼ一周 できた。 (参考 までに この旅行 は朝

日新聞事業皿「 アサヒサンツ アー」の企画で ,

旅費 は 468,000円 ,グ ループは添乗員 1名 を

含んで 18名 で した。)観光旅行なので,特別地

学 ・′理科関係の見学場所は含まれていない。

しか し,そ れでも様 々な見間を得てきた。

ソ連機アエロ フロー ト, TU154(154

人乗 り )で 先ず,ハ バロフスクに降 り立 った。

.こ の時の空気 は日本の それ とはあま りにも違い ,

ソ連に来た実感が肌に伝わった。午後 2時 の気

温 は約 25℃ であったが,空気 はよく乾燥 し,

日本の晩秋の感 じである。

ハバ ロフスクを流れ るアムール河は,全長

4,5 1 0kmの世界第 8位 の大河である。一人

1,500円 を出 しあい 1時 間の遊覧を行なった。

川幅 は広い所 で 4 km以 上はあろうか。水深 は約

10mは あるとい う。水は大陸的 に褐色に濁っ

ているc(ハバ ロフスクの水は今回の旅行中で

一番悪 く,上水道の水をコップに入れ しばらく

放置す ると沈澱物が底 にたまる。もちろん水は

硬 い。)し か しそれ にしても機上か らのアムール

は素晴 らしい。見事に耕やされた農場 の緑 ,流

域 の上砂の色,そ して川の色 と美 しい。lllは め

ちゃくちゃに蛇行 している。北海道の石狩川 ,

渡 辺 博 光 (西 :彼 杵高校 )

天塩川 も蛇行 しているが,そ のスケールが完全

に違 う。本流が大 きく複雑に蛇行 し,支流がま

た蛇行 している。ここは間違いな く大陸である

とい う実感が湧いた。

(イ ルクーツクで )朝 7時の気温 が 18℃

で寒い。北緯 52° に しては寒い。ここは天候

も不順な所 だとい う。 8月 の平均気温 が 15.1

℃ だか ら特別に寒 い日ではないというが,セ ー

ターは トランクの中でホテルまでの間はガタガ

タふるえていた。バイカル湖 を遊覧す る。高速

の水中翼船で一時間だったが,そ れはほんのバ

イカル湖の入国のみであった。それはそのはず ,

バイカルは長 さ 6 3 0km,最大幅 8 0 kmの大 き

さである。湖岸 には湖沼学研究所の付属博物館

がある。大 きくはないが,パ イカル湖 に関す る

あ らゆる分野の研究成果が系統的に展示 されて

いる。しか し,残念なが ら地学的なことについ

ての説明はほとん どないし,展示物の説明はす

べてロシア語のみで,岩石名,地質時代の単語

ぐらい覚えてお くべ きであった。

(地平線について )イ ルクァックか らタシ

ケン トまではノボシビルスク経由だった。 予定

変 更のノボシビルスク経由であったが , ここで完

全な地平線 を見た。 グループの人にここの感動

を伝 えたが反応 はない。空港の 2階待合室か ら

見ての地平線である。視野 を遮 るものは一切な

く,我 々が普通見る水平線のようであった。

(当 り前 と言 えばそうか も知れないが私は感動

した。)モ スクワ 0レ ニングラー ドの郊外で見
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渡す限 りの平野 を見たが,遠 くにはかすかに防

風林 。人家な どがあった。空港内 での写真撮影

が禁止 されていて ,本物 の地平線 を記録 できな

か ったのが残念 であった。

タシケン ト・サマルカン ドは暑 い。連 日 35

℃以上の日が続 く。砂漠に近か くっ町全体がホ

コリっぽい。 しか し空気は完全に乾燥 している

ので街路樹の下に入ると涼 しい。タシケ ン トの

緯度は 42° ,サ マルカン ドは 40° である。

8月 の平均気温が 25℃～ 26℃ で日本 と変わ

りがないが,冬 は平均気温 が -1℃～ -2℃ と

な り,雪 も降るとい うか らす ごい。大陸性の気

候 である。サマルカ ンドの東約 7 0 kmの ペ ンジ

ケン トに行 く。 目的は, 1947年 に発見 され

るまで砂漠 に埋め られていたソグ ド文イヒの遺跡

の見学 であったが,私の興味 はむ しろ付近の砂

漠にあった。 この砂漠はされいな砂の砂漠 では

な く,大 きい もので 1 0cmぐ らいの円礫の混 っ

た粘土や泥でおおわれ,部分的 には黄土のよう

な感 じもす る。表面には円礫が ゴロゴロしてお

り,高 さ 1 0cm位 の トゲのある小 さな植物があ

る程度生 えている。小麦色を したゆるい起伏が

遠 々と広がっている。初めて砂漠 に足 を踏み入

れ,こ こでも感激 した。木陰がないか らジリジ

リする暑 さである。はるか遠 くにはうっす らと

山脈が見える。双眼鏡 でみ ると,山 はことごと

く裸山で,傾斜 した地層がはっきり見 える。 こ

れに対 してアムダリア川の対岸 にはほぼ水平な

新 しい地層 が我 々のいる場所 と同 じレベルにあ

るcこ の砂漠は全長 2,5 0 0kmの アムダリア川

の河岸段丘面にあるのではないか と思 った。

サマルカン ドの郊外で 15世紀 のチムール帝

国時代の ウル・ベル グ天文台跡 を見学す る。 こ

こもチムール帝国滅亡後砂漠に埋 もれ, 20世

紀初めに発掘 されたものである。現在は,六分

儀の一部が 1lmし か残っていないが,当 時は

高 さ40m,長 さ60mの 巨大な六分儀であっ

た とい うか ら驚か され る。

タシケ ン トか らトビリシ間の飛行機 はTU154

で,窓際の席 となった為,双眼鏡 で地上を充分
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観察 できた。知識 としては知 っていたが,確か

にソ連 は自然改造 を行な っている。地図 (社会

科 の教員のすすめで地理 で使 う地図帳 をつねに

廃行 した。地図帳 はいつ も好評でどこでも引 っ

ば りだこ…。)で は完全に砂漠 となっている所が

見事 に区画 され た,多分綿畑 とな り20～ 30

分間 も見え続 ける。濯概用水路がその緑 の畑の

中を遠 々とまっす ぐに走っている。しか し突然

に区画 された畑は終 り褐色の砂漢 とな った。機

上か らではあるが ,緑の畑 と砂漠の境界の様子

か らして確実 に砂漠 は改造 され畑 となっている。

ここの砂漢 はきれいな砂砂漠 であろう。朝 7時

の太陽 は砂漠の地形をされいに浮 き上が らせて

いる。月面のクレーターの形をした もの,波状

の もの,ほ ぼ南北に帯状に連続す るものなど様

々である。ここはキジルクーム砂漠 であろう。

写真 が撮れないのが残念であるが ,こ の間は感

動の連続であった。砂漠 をす ぎるとカスピ海 の

上空 となる。横断す るのに時速 9 0 0 kmの ジェ

ッ ト機 で約 40分間 ,想像を絶す る広 さである。

次の都市は トビリシである。カスピ海 と黒海

の間にあ り, トル コに源 をもち黒海 に注 ぐクラ

川の両岸 に発達す る 100万都 市である。長崎

のよ うな平地の少ないゴミゴミした町 ,車 は日

本なみ,気温 38℃ ,ス モッグさえ発生 してい

る。このグルジア共和国は裕福な国で特 に殆ん

どの人が車 をもっていると聞いた。 スターリン

の生地 ,ゴ リに行 く。驚いたことにスター リン

は ここ生地 では今 も生 きている。あの厳 しいス

ターリン批半J時 代 も国をあげて抵抗 し,国 が生

んだ英雄 を守 ったとい う。赤い大理石づ くりの

贅沢 をつくしたスター リン博物館が このこ とを

示 している。叉,観光 バスの運転手 はグル ジア

人特有の彫 りが深 く,叉浅黒 く,日 ひげを生や

した男でバスの前面にはスター リンの写真 をか

がげているのが興味 をひいた。

トビリシと黒海の保養地であるソチ の間で ,

カフカス (コ ーカサス )山 脈を越 える。雲海の

上に顔を出した万年雪 ,山 岳氷河 をもつこの山

脈の最高峰 エルブルース山 (5,633m)が 美

しい。

次のソチ 。キエ フについては特に印象的な も

のはなか った。

8月 17日 ,キ エフよりTU104で 1時 間

40分 ,北緯 60° のレニングラー ドに着 く。

とにか く寒い。昼の気温 が実に 8℃, そしてこ

こは天気がめま ぐるしく変わる。数時間 ごとに

晴れ とにわか雨がやって来 るか らたま らない。

一時 はアラレも降 った。 うすいセーターしか持

たぬ私 は下着 2枚 , ワイシャツ 2枚, そしてセ

ーターでやっと寒 さをしのいだ。夏の レニング

ラー ドは昼が長 く,午後 10時頃やっと暗 くな

り,午前 4時頃 には夜が明 けるため,我 々は睡

眠不足気味であった c

レニングラー ドにおける圧巻 は,な ん と言っ

て も世界三大美術館 の一つ「 エル ミタージュ美

術館 」と「 科学 アカデ ミー博物館 (動物博物館 】

であろう。エル ミタージュはルーブルを凌 ぐと

い うだけあって,超 一流の作品が所せ ましと展

示 されている。ダ・ビンチ, ラファエロ, ドラ

クロア,ル ノ アール, コロー, ゴッホ, ゴーギ

ャン,セ ザンヌっレンブラン トな どよく知 られ

ている作品が無造作 に,直接見物人の手の届 く

壁 に吊るしてある。あま りに も数が多 く,又 ,

人も多 く鑑賞するどころではない。展示会場の

数 も多 く迷路 のようになってお リー人 だと絶対

に迷子になってしま う。鑑賞 まで している と一

年 や二年は充分かかる程の スケールである。

次の日グループを離れ,科学 アカデ ミー博物

館へ行 く。大英博物館 を知 らないが,動物博物

館 としてはこれ以上の ものはないのではないか。

すべての動物が展示 されている。先ず,マ ンモ

スのイヒ石 をみ る。まJ製 が一体,復元 された完全

な骨格が 4体, その他 ホルマ リンづけの肉・皮
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な どがある。 この コーナーだけは英語の次の よ

らな解説 が付けてあり助か った。

F1900年 コリマ |||の 支流ベ レゾフカ川 ,

河岸の永久凍土層の中 で発見 された。放射性炭

素の分析によると,こ の動物 は 45,000年 前

土地の大穴又 はクリフの中に落 ち込んで死 んだ

ものである。死体 は0。 F.ヘ ルツによ り組織 さ

れた科学 アカデ ミーの探検隊 により発掘 され ,

1902年 にこの博物館に運ばれた。この動物

は発見当時 その ままの状態が保 たれている。な

お, このまJ製 は 1903年 S.K.プ リコボ ドコ

とMoA.コ リンにより 1903年 につ くられた

ものである。』

後足を穴にお とし後に体を大きく傾けたまま

の状態が よく復元 されてい る。高 さは 4mも あ

ろうか。 このまJ製 では,褐 色の毛は頭部 ,背中

を除 き肩か ら腹部,足 にかけてはえている。

レニングラー ドは「 運河 と自夜 と石の都 」と

言われる通 り,主 として赤い花商岩を不断 に使

った美 しい町 である。メーンス トリー ト・ネフ

スキー通 りの ビル (実 は一階は商店・デパー ト,

三階以上は一般のアパー トとい うものが多 い。)

はすべて天然の石で,人造 の石は注意 して見て

もまず見つか らない。 ビル o橋・道路・地 下鉄

と石をうまく利用 している。巨晶花商岩に近 く9

長石は赤肉色で,面 白いことに この赤い正長石

は 3～ 5 cmの 亜円状 に密集 し,離れ て見 ると丸

い模様が くっき り出て くる.

現地の日本人に聞 くと夏至の日の自夜は約

30分間 くらい太陽は地平線すれすれに沈 むが

新聞 は充分読めるとい う。

レニングラー ド→モスクワ間約 6 0 0kmは 夜

行特急寝台 で 7時間 50分かか る。寝台 は二段

で一室に 4つのベッ トがあ り,各室 には ドアが

つき密室 とな る。

最後の訪問都市モスクワ。印象に残 ったもの

としては,ク レムリンと地下鉄 であろうか。我

々のホテル「 インツーリス ト」はクレム リンの

赤の広場に近 く, 3日 間朝夕散歩に出かけた。

赤の広場 (赤 とい うのは美 しいとい う意味 )は

玄武岩～輝緑岩の石畳で 150m× 450mぐ

らいの広 さだが,そ れほど広 くは感 じない。 さ

すがここは何時 も観光客 が多 く,特 に レーニン

廟 は早朝か ら深夜まで人だか りが出来 る。 1時

間交代の番兵 は深緑 のスマー トな制服 を着て直

立不動の姿勢,それ を静かにみつめ るソ連 人。

非常 に印象的 である。レーニン廟全体は美 しく

磨かれ た赤い花商岩 でで きてお り,正 面ははん

れい岩で ,そ の上に大 きく「 AE HИ H」 と書

かれている。モスクヮ最後の 日午後 8時 ,ラ イ

トブル ーか らダークブルーに変イヒする空 にたな

び くソ連国旗 と上弦の月が クレムリンの上にく

っき りと浮かび上が り本 当に印象的 であった。

モスクヮの地 下鉄 には驚か された。構内の柱 ,

壁 はすべて美 しい大理石,花 商岩, ドロマイ ト,

はんれい岩な どで ,さ らに彫刻・壁画がほどこ

され, まったく贅沢の限 りを尽 している。各駅

はそれ ぞれ違 った石材を使 っている。赤い大理

石 を使 った駅の次は落 ちついた ドロマ イ トの駅 ,

そのつ ぎは赤 い花商岩の駅な どと言 った具合で ,

我 々の目を楽 しませてくれる。地 下鉄はどこま

で乗っても全線 5コ ペイカ (20円 )と 安い。

いよいよモスクヮを立 ってハバロフスクに向

う。大圏 コースで約 6,0 0 0 km, IL62

(158人 乗 り )で 7時間 20分かかる.ハ バ

ロフスクか ら西への旅 は時計 を 1時間, 2時 間

ともどしていたが,今度は一気 に 7時間 も進め

ることにな る。今度の旅で時差 を体で理解でき

た。このモスクワ→ハバ ロフスク間の旅 も素晴

らしかった。午後 8時 50分 タラップがはずさ

れ,7分後 には離陸 である。 TU15401L

62な どは実に滑走距離が短 い。いきな り加速

し飛び上が る。 10分間 ぐらいで 1万 ～ 1万 2

千 mの 上空 に達 し,水平飛行 に うつる。午後閻
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時頃まで西の空は明るさが残 っている。北の空

には北斗七星が輝 き,更 に東には金星が光 って

いる。その後 1時 間 ぐらい空は暗いが, 11時

頃 よ り束の空 は明 るくな り始める。そして 12

時頃 よ り空はいよいょ明 るくな り金星の輝 きは

にぶ くなった。時差・高緯度 0高度 1万 mと ぃ

う条件が重な り夜 はわずか 2～ 3時 間である。

モスクヮ時間 で午前 0時 30分 ,ま った く形容

しがたい美 しさである。真 白い雲海 ,時 々目の

前 を通 りす ぎる絹雲,自～淡 青～青～紫へ と空

の色が上方へ と連続に変わ る。亥」々 変化す る空

の色 ,午前 0時 52分 日の出,雲海 を突 き破る

ようにして強烈 なオレンジ色の日光が広がる。

太陽 の光 に照 らされ た雲海の色が素晴 らしい。

はるか低 い所の高積雲 0高層雲の形には様 々な

ものがある。飛行機 のスピー ド感 は全 くない。

きわめて安定 している c窓 の外側のガラスに氷

のき
′
れいな結晶が数 個できている。午前 2時半 9

時間か らして中央 シベ リア高原であろうか,幼

年期 のするどい山脈 が見え始める。所 々山頂 に

雪が光 っている。 ところが しば らくして準平原

の地形 とな った。視野 いっぱいに広が るレナ川 ,

大 きく蛇行 し,ま さに大河であるc飛行機 は午

前 3時半頃 より高度 を下げはじめた。 4時頃 よ

リアムールの流域にさしかかる。見渡す限 りの

大平原である 。大 きく蛇行す るアムール ,大規

模な沼地帯 ,全 く美 しい。

午前 4時 20分 (ハ バロフスク時間 11時

2 0う) )ハ バロフスクラ着i, 召室かにラに膨易は「押ラミに

近 くなっている。気温 15℃ ,我々はモスクヮ

の服装なので暑 い c

ソ連では飛行機 は完全に庶民の足 となってい

る。か ごに果物・野菜を入れ乗 り込んで くる。

アエロフロー トは 8,000機 の旅客機 をもち年

間一億人を運ぶ というか らす ごい。機内のサ ー

ビスはよくない。 スチュアーデスは大体 100
kgぐ らいあ りそうな年増の婦人で飲み物 ,食事

以外のサー ビスはない。飛行機によっては シー

トベル トも破損 している。日本に帰 っての全 国

空な どの サー ビスはまった く至れ り尽せ りであ

る。

最後 に私の見た。また現地の日本人か ら聞い

たソ連の社会についてふれておきたい。 (な お

朝 日新聞に連載 された
曖
革命 60年の ソ連"

<8月 18日～ 9月 19日 >は 正確で 一読 に値す

ると思 う。)結論的には,ソ 連 は今 も発展途上の

国 ,教育・基盤的産業 ・住宅建設 (モ スクヮで

もタシケン トで もハバ ロフスクでも高層 アパー

トが どん どんつ くられ つつある ),軍事 に力を

入れ,国の基礎 づ くりの時期に見えた。事実国

民 の生活 レベルは日本 に比 して低い。しか し最

l_tの 生活は絶対に保障 され,叉 ,年 生々活 は向

上 していることか ら社会は安定 している。国民

所得 の平均 は約 6万 だが医療費・教育費は無料 ,

公共料金 は非常 に安 く,叉 ,年金制度 により老

後 の生活 は保障 されていることな どさす が社会

主義国である。 (日 本 のように国民所得は高い

が福祉制度が遅れている国 と国民所得は低いが

福祉制度が発達 した国 とはたい した違いはない

とい う考 えもあるが決 してそうではない。)し か

し,一方 では色々な問題があるc農業 の発達 が

うまく行か ない。資本主義社会 とは比較 にな ら

ないがまだ極東 。中央 アジア・モスクヮ・レニ

ングラードな どの間 には生活 レベルに差がある。

仕事 0サ ー ビスが役人的である。 (1～ 2時間

飛行機 が遅れても何の説明 もない。ホテルの窓・

水道の蛇「コ・栓な どが故障 していて もそのまま

…… ),何を手 に入れ るにして も行ダJを 作 らね

ばな らない, な ど…………。

しか し不満 は多 々あ って も社会主義社会 その

ものに対 して疑間をもつ人は殆ん どいな い。な

ぜな ら革命 によ り信 じられない程生活 はよくな

ったし,年 々向上してぃるか ら基本的には政府

を支持 している。人相か らして ソ連人は冷た く,
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