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海 外 旅 行 報 文

ヨーロッパ研修旅行記

昭和52年 の晩秋,全教互 (全国教職員互助団

体協議会)主催のヨーロッパ海外研修旅行に参

加 した。期間は13日 間で,付図のような地域を

訪れた。出発に先立って羽田の東急ホテルで結

団式があった。一行41名の顔ぶれは退職教員が大

半で,それに添乗員 2名 と医師 1名 が同行 した。

殆んどの人が海外旅行は始めての経験で, しか

も老齢者が多い。 したがって注意として,自 由

行動で迷い子にならぬよう,盗難にあわないよ

う,そ れにパスポー トを紛失 しないようにと噛

んで含めるように繰返 し懇切丁寧な指導助言。

主催者側の老婆心からだろうが,私達がまるで

過保護の現代っ子,そ れも幼稚園の子供にでも

なったみたい。私達 もお互に注意 して他の人に

迷惑をかけまい,ま た皆んなの足手まといにな

らぬよう努力 しようと心に期 して,誰の顔 も緊

張気味であった。出発までの準備とか手続きが

大変だったので,い よいよアンカレッジ経由パ

リ行きのボウイング747に乗 りこんで,物腰

の柔いフランス人の乗務員やスチュワーデス全

員に入口で迎えられた時にはヤレヤレとほっと

した。エールフランス 273便 は予定通り21時

に羽田を発 ってアンカレ、ソジヘ。窓から東京の

灯が傾いて見える。 しば しの別れである。遠ざ

かる街の灯に心の中で “さよなら"を言 う。

乗心地は満点,ま るで雲の じゅうたんに乗っ

たよう。乗客の大半は日本人で, しかもツアー

の団体。空席はほとんどなく満席に近い状態で,

航空会社は乗客を60%と見込んで運賃を設定 し

ていると聞いていたが,こ れでは黒字 もよいと

こだろう。国際線は競争が熾烈で,機内食 もよ

珂ヽ 林   茂 (長崎県地学会副会長)

く,乗務員はサービスにこれ努めている。今年

はエアフランスの東京―パ リ就航25周 年 と

い うこともあ って,更に今後の発展 を期 し

て張 り切 っている。 一例 と して乗客 にア ン

ケー ト用紙を配 り,サ ー ビスの改善 に努め

ている。どこの国もこうして外貨獲得に真剣な

のがうかがえる。

私達は勿論,エ コノミークラスである。11月

以降は海外旅行のオフシーズンなので, ヨーロ

ッパの航空運賃が団体だったら10万 円位割安に

なるという。

早速本場のブドー酒を飲む。 1本 200円 と安

い。機内食も旨いことで定評があるらしいが,

参考までにメニューを一つだけ紹介する。

夕 食   (東 京―アンカレッジ間)

チキン ガランティーン

仔牛肉 蒸煮 フィレンツェ風

ほうれん草 バター煮

取合せサラダ

チーズ

フル ー ツ

コロンビヤコーヒー・ 日本茶

アラスカ・北極圏

早朝のアラスカの氷原が望まれてきた。実は

アラスカの景色は今度の旅行で期待 していたも

のの一つであったが,残念ながら視界がよくな

い。それに中央部のシー トで外がよく見えなか

った。その点帰途は快晴に恵まれ,シ ー トは中

央部でも通路に沿っていたので窓際に行って写

真も撮ることができた。

右手に見えるのがマッキンレー (6187m)で
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全教互 ンルバー海外研修旅行
西欧 4ケ国 とスペィンの 旅
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け ンカレッジよリパリ経由ロンドンに知

すというアナウンスを聞いて,立て続けに10数

枚シャッターを切る。水平飛行の時には高度が

余 りに も大 きいので,地表 は雲の隙間よ り

垣 間見る位であ る。標示ランプがついて着陸

態勢に入ってからでないと,地形 もよく識別で

きないふそうすると例の聞きなれた“Ladies

and gentleman. Please fasten  your  seat

belt… …… "の アナウンスが流れて動けない。

こちらは氷河の写真を撮りたさの余り,こ れを

無視 して再三シー トから飛び出して窓際に行っ

てシャッターを切っていると,可愛いいスチュ

ワーデスに,Sit down!と たしなめられる始

末である。こんな時ばかりは,フ ァース トクラ

スの前方シー トだったら視界を遮 るものがなく,

展望も広 くてよいんだがなあと羨 しくなる。

アラスカの自然は荒涼として,全 く人を寄せ

つけないような無人の雪原である。大きな氷河

も発達 して機上よりも撮影できると聞いていた

が落着いて観察などできない。

新田次郎著の“アラスカ物語 "は ,明治年間に

日本の青年が単身この地にたどり着いて定住 し,

エ スキモーの一族戯 纂業,となった一生を描いた

実話である。その中に何ケ月も続いた長い夜が

漸 く終り,待ち焦れていた太陽がほんの しばら
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くの間であるが,地平線上に姿を表わすのをエ

スキモーが歓喜して迎えるところが,印象に残 っ

ている。また犬ぞりで足かけ 3ケ年もか ゝって

グリーンランドから北極圏を横断 してアラスカ

に達 した探険家植村直己の手記にも,そのよう

なシーンがあったことを言己憶 している。

ジェット機の北極圏コースは北極点を通過する

わけではないが,グ リーンランドの北端をかす

め,今は冬の季節で,北極海は一面暗い氷に閉

ざされている。太陽が出ている夏だったら白く

輝いているであろう氷原が,今機上から眺める

と暗 く無気味に拡がって沢山のクラックができ

ている。実際に凍結 した海面は満州で知ってい

るが,氷が重なり合って,と ても大ぞりで簡単

に走れるようなものではない。1969年 には英国

隊が大ぞりで北極点に到達している。そして今,

植村は同じ犬ぞりで, しかも単身でグリーンラン

ドを縦断 して北極点を目指す探険に挑戦中であ

る。 そんなことを思うと北極圏ジェット機の旅

もひ としお感慨深いものがある。

長い問飛行機に乗 っていると,こ れも一種の

時差ボケというのか,今 日は何日であるか,朝

か夕方かも分 らなくなる。そこでこれを計算で

どのようになっているか示すと

JST-9=UT
JST:日 本標準時,UT:グ リニッジ標準時

上の式より英国が 0時の時,日本は 9時でぁる。

飛行機 が東廻 りの場合経度 15・ につき 1時間

加算 し,西廻りの場合逆に減算すればよい。

羽田発 11月 3日  21:00

アンカレ、ソジは東廻りで日本の地方標準時と

の時差は 5時間。飛行時間は 6時間。

21+5+6=32=24+8
アンカレッジ着は11月 4日 8時であるが,東

経 180・ の日付変更線は西→東に通過 したとき

は,(一 )1日 ,逆の場合は (+)1日 とする。

アンカレッジ発 11月 3日  9:30
パ リヘは東廻 りでアンカレ、ソジの地方標準時

との時差H時間。飛行時間は 9時間。

9:30+11+9=29:30=24+5:30
パ リ着は翌日の■月 4日 5時30分である。

パ リ発11月 4日  8:00
パ リよリロンドンヘは逆に西廻りでその時差

は1時間。飛行時間は 1時間。

8:00-1 :00+1 :00=8:00
ロンドン着は11月 4日 8:00である。

次に帰途アンカレッジを発 ったのは正午過ぎ

であったが,正午というのに太陽がまるで日本

の夕方のような斜陽であったことが,皆の注意

を引いた。これを図示すると

いまアンカレッジの緯度を北緯61°とする。

H月 14日 の太陽の赤緯を-17・ とすればその

日の太陽の南中高度は12・ 位にしかなっていな

かったことがわかる。

北極圏ではないが遠い北国まで旅を している

実感が湧 く。

アンカレッジにて

その後空港とかホテルで両替した場合 このレート

は少しづつ違っていた)殊こ機内のイヤホーン代に

至っては2ドルを日本円で支払うと700円請求して

いた.1ドル350円というわけである。

アンカレッジよリパリヘ

以

は
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ア ンカ レッジの地平線
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北極圏の闇の中を飛んで翌朝まだ夜 も明けや

らぬ頃, ドゴール空港の灯が下界に見えてきた。

永年憧れていたヨーロッパにいよいよ来たんだ

と感激で胸が一杯 にな った。その時 リン ド

バーグの “翼よ !あ れがパ リの灯だ "と いう感

激的な物語が思い出された。 リンドバーグがセン

トルイスよリパ リまで,大西洋横断に飛び立

ったのは1927年 ,彼の25才 の時で,当時成功の

確率は10%であったという。当時と比較 して航空

機の進歩は目覚 しく隔世の感がある。旅程の最

後はパ リで 2泊 したが, そのホテルアンバサダー

は何とリンドバーグの愛機スピット・ オブ・ セン

トルイス号の大きな模型を玄関に吊って,そ の

功績を記念 していた。

パ リの ドゴール空港ではロンドン行きエール

フランス 840便を 2時間以上 も待つ。早朝のこ

ととて免税店もまだ閉鎖 している。何もするこ

とがないので添乗員の案内で見学 して廻る。新

成田空港の3倍の広さだという。成田空港の方は,

まだオープンしない前から,近い将来それでも手狭

まになることが目に見えているとぃぅ。この空港は

21世紀を展望して作られたという。こ かゝらコンコ

ルドがニューヨーク・ ワシントン・カラカス・ リオ

デヂャネイロヘ飛び立っているのcそ の雄姿を期

待していたがどこにも見えない。コンコル ドだった

ら2マ ッハの速度だから,東京一大阪だったら15分

で飛べる。日本へ も就航するのはいつの日か。

パリからロンドンヘ

パ リのケスタ地形は高校の地理の教科書にも

記載されている程有名であるし,地質学的にパ

リは盆地構造で中心部には最 も新 しい第二紀層

が分布 し,その周 りに同心円状に順次古い地層

が発達 しているという。雲のため全貌が見渡せ

ない。雲の切れ日から北部フランスの低い丘陵

地が隅々まで見事に開墾されて,そ の間に農家

が点在 している風景が目に飛び込んでくる。平

和そのもののような田園風景であるが,地図を

按ずると第二次大戦で激戦地として有名なノル

マンジーの上空を飛んでいる。やがて ドーバー

海峡にさしか ゝる。こ のゝ海岸には切 り立った白

亜の地層 (白 亜紀の由来)が連 らなっているはず

だが,機上からはよくわからない。。更に北上

するほどに,今度はテームズ河やロンドン橋や

議事堂が見えてくる。なにしろ子供の頃より写

真で見なれたものだから一見 して判別される。

それに続いてロンドン北方の郊外にある彩 しい

数の住宅が整然と配置されているのが見えてく

る。誰かが横でマージャンパイが並んでるみた

いという。

ロンドン

ヒースロー空港はロンドンの北方12哩 にある。

ここから観光バスで市内観光に出発 したが,乗

込んできた女性ガイ ドは,ロ ンドンに住んで英

国人と結婚 していると。とか く今度のようなパ

ッケージ・ ツアーは予め定められたコースを駆

足で通り過ぎて,上皮だけを見てくる結果と成

り勝である。このガイ ドはありきたりの説明と

は違って,経済的に苦 しい現実の生活現状や,

英国がいま直面 しているいろいろな問題点まで

言及 して有益であった。一般の英国人にとって

は,海外旅行するような余裕は勿論あるはずも

ないし,食生活でもつ まゝしいものであると。

英国の固定 した身分制度についても,体験から

でた話だから皆耳を傾けて聞いた。失業者があ

遮ゝれているというのに,街には黒人労働者の姿

のなんと多いことよ。車窓から見える公園のな

かには,鍵をもった特権階級の人 しか中に入っ

て憩 うことができないというのもあった。ロン

ドンの町は通りすがりの異邦人にはわからない

いろいろの矛盾をは らんでいる。 テームズ河

畔に大きな発電所があったが,丁度ス トライキ

中であったので, ヨーロ ソヽパ旅行の第一日はホ

テルに落着いて入浴もできなかった。夜はロー

ソクの灯で早目に就寝するよりなかった。ホテ

ルはRoyal Westminster Hotelと 名からしてい

かにも格式が高かそう。天丼は高 く部屋は広々
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① ロンドン

早朝のハイ ドバーク

として,調度品も高価なものが設備されている。

じゅうたんもメゝさ遮、さしてまるで芝生のようだ。

観光コースにはショッピングも入っていて,

指定店で買物をする。最初の店には入って数分

も経たぬ頃,一人が財布がないと騒ぎだした6

そうしたらもう一人は旅行バ ソヽグを鋭利な刃物

で切 り裂かれていて,抜き取られる寸前であっ

た。アッという間の出来事であったが,絶妙と

しか言いようのないスリのテクニ、ソクに皆唖然

となった。日本人の観光客は現金を沢山もって

いると定評でスリにいつも狙われているらしい。

翌日は午前中の自由時間をフルに活用 し,ま

ずタクジーでハイ ドパークヘ行 く。実は大英博

物館へ行ってブロントザウルスの他魚竜とか翼

竜をはじめ,世界中でこゝとベル リンの科学博

物館にしかないという始祖鳥の化石等 も見たい

と心が動いたが, 1～ 2時間では済みそうにな

いので割愛 した。公園は早朝のこととて人影も

まばらで,馬に乗って散歩する家族の姿が物珍

らしかった。中央部に細長い湖があるが,端か

ら端まで 3 km以 上あってとにかく広い。そして
しおり

マロニエの並木道が一直線に続いている。栞 に

する積りで落葉を拾 って帰国 した。 ヨーロッパ

で見たものは紅葉ではなくすべて黄葉であった。

次にタクシーを拾って昨日行ったロンドン塔

で降りてテー■ズ河畔を散歩 じTower bridge,

②  ロン ドン

ロン ドン塔付近のテームズ河畔

London bridgeと か ,対岸のBelfast号 という

軍艦をカメラに収める。

ロンドンのタクシーは黒塗 りのク ラシック

な型で,運転手とはガラスで仕切 られている。

車に乗 ったらチップを忘れないようにと話は聞

いていたが,メ ーターを見ると規定料金とは別

に extraと して値段が明示されている。日本の

ように自動 ドアでない。降りる時,つ いうっか

りして締めるのを忘れていたら,閉めてくれと

運転手に振返って注意された。どこの国にも威

張った運転手がいるものだ。テームズ河のも少

し上流には,ス コット中尉が北極探険に使った

3本マス トの船が係留 してあった。

ロンドンで感 したこと

考えれば戦争に敗れて,私達が食うや食わず

の窮乏生活を余儀なくされたことは忘れもしな

い。英国は戦勝国であって,かつては七つの海

に雄飛 して日の没することがないといわれた過

去の栄光に輝 く国である。いま見るロンドンの

町並は建物の色 も古色蒼然として, くすんで見

える。天気も暗欝とした日が多いことで知 られ

ている。英国の経済状態は瀕死の状態に近 く病

い膏盲に達 しようとしている。これではいくら

誇り高き英国人でも不愛想になるのも当然だろ

う。

個人についても,国家についても,栄枯盛衰
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激 しい時代の変り方にあらためて驚 く。ロンド

ンヘはポンドが安いため買物客が殺到すると。

現地のイギリス人は内榔 な気持であろう。私

達観光客を無視 したような素振りであったり,

中に冷たい視線を感 じさせられることもある。

ロンドンの町は外国人を温 く迎えるというよう

な,そんな友好的な町では決 してなかったが,

ロンドンの町を散歩 していた時間いた議事堂の

ビッグベンの落着いた鐘の音が,今 でも懐 しく

胸に蘇つてくる。

ロンドンからマ ドリッドヘ

英国航空 186便

ホテルの食事や機内食はご馳走ではあるが ,

野菜類とか果物が少なく,胃がそろそろ拒絶反

応を呈しはじめる。マ ドリッドに着いたらす ぐ

夕食である。自慢の料理だというが, 3分の 1

も食べられない。私は根が貧乏性にできている

のか残すのがもったいないので,それからはど

のホテルでもボーイが配って廻るとき,始めか

ら辞退することにした。この日機内で写真機の

キャノンを携えた中年の英国婦人が前のシー ト

に座ったので,食事のときにそれとなく注意 し

ていると,全部ペロリと平げて平気な顔をして

いる。外人が馬力があるのも,こ れでは当然だ

と感心する。

マ ドリッド

ヨーロッパの町は映画で日本によく紹介され

ている。パ リはいうまでもなく,ロ ンドンだっ

たら「哀愁」・「ガス燈」,ロ ーマは「ローマ

の休日」・「終着駅」等。 しか しスペインは私

達に馴染がうすく闘牛位 しか思い出せない。終

日観光バスを走 らせたが,予想以上に伝統のあ

る魅力的な町である。王宮 も見学予定になって

いたが,当 日たまたまアフリカから国賓が来て

いて入場が許可されなかった。代りに馬車博物

館には入る。入回は鍾乳洞で庭園では石灰岩の

露頭が庭石となって趣を添えている。マ ドリッ

ドの町にも数多くの凱旋門があり,広場には噴

水があり,街路は黄葉 した並木が美 しい。 2万

4000 人を収容するという闘牛場はオフシー

ズンで閉ざされている。バスの窓からコロンブ

ス広場にはコロンブスの像が見える。そういえ

ばコロンブスはスペイン王室がスポンサーとな

って大航海に乗 り出している。その後スペイン

が世界中に多くの植民地を経営するに至ったこ

とを考えると,彼はスペインにとっては功労者

というわけだろう。彼はもともとスペイン人で

はなく,晩年は失意のうちにこの地で亡 くなっ

たという。繁華街の中にあるスペイン広場で体

息 した。広場の中央にセルバンテスの像と,痩せ

馬にまたがり,サ ンチョ・パ ンサを従えた ドン

キ・ ホーテの像がある。セルバンテスはマ ドリ

ッドの北方で生れはしたが,数寄な運命をたど

り,その一生はみ じめだったらしい。ドンキ・

ホーテが出版 されたのは 1605年だが,認め

られたのは19世紀になってからという。子供の

時から絵や漫画などで,こ れ程世界中の人々に

知 られている本も少ない。大人になっても, ド

ンキ・ ホーテのような人物が身近かにいたり,

時には自分が ドンキ・ ホーテみたいに思えたり

して結構面白い。そのおぼろげな記憶の中の懐

しい主人公に再会 したような気持である。

マ ドリッド大学は木立の多い宏大なキャンバ

スに 8万人の学生がいて,中南米からの留学生

が多いという。ノーベル賞をもらった学者 もい

るという総合大学に工科が設けられてないと聞

いて,産業立国という点からこれで良いのかと

ちょっと不思議な感がする。それからプラド美術館

もマ ドリッドに来たら見落 してならないものだ

という。王家の華やかなりし頃購入 した作品を

母体として,王室付属美術館として発足 してい

る。日本でもよく知 られているゴヤのマハは何

百り 大きさか知らい 、=嗣 じものが 1対にな

って陳列されている。これも印象に残る作品の一つ

である。作品には思わず足をとめて立ち去り難いよ

うなものや,さ われば温い体温が伝 ってくるの
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ではないかと思われるものがあって,実物と写

真の複写とはこんなにも違うものかと思った。

マ ドリッドの年間雨量は 330 mm,海 抜 680m

である。一歩郊外に出れば,一面赤土の乾燥土

壌である。マ ドリッドは砂漠の中の都市 であ

る。 フランコ独裁政権 はダムと水道をスペイ

ンに残 した。マ ドリッド北方の比較的雨量の多

い山岳地帯より水道を導いて,マ ドリッドの広

場には噴水があり,飲料水は豊富で しかも癖が

なくて旨い。気候は日本より遥かに良い。地域

による気候の違いを表わす方法として,横軸に

月平均湿度,縦軸に月平均気温をとってグラフ

に表わ したクリモグラフがある。高校の地理や

地学の教科書はこのクリモグラフに代表例とし

て,ニ ューヨークと東京とマ ドリッドを記載 し

ていた。東京やニューヨークが快適帯に入るの

は春秋のごく短期間であるのに反 して,マ ドリ

ッドは 1年の半分近 くが快適となっている。

トレド

次の日は,マ ドリッド南方71 klnに あるトレド

を訪れた。途中は田舎道に沿 って,見 るからに

やせたようなぶどう畑や大麦の畑がある。日本

のような照葉樹は全 くない。雨が少ないので乾燥

気候に耐える葉の小さいオリーブの本が見 られ

る位である。そして建物といったら細々と仕事

を続けているような煉瓦工場がポツンと立って

いる,い かにも寒々とした佗 しい風景である。

降雨量が少ない地域は,ど うしても水による

浸食が活発でないので谷の発達が悪 く,地形が

単調で緩るやかになる傾向がある。一帯は海抜

数 100mの 卓状地で,波状の起伏が見られる。

スペインはJ賠陛)フ ランス国境に沿うピレネー山脈

と,南部のジブラルタル悔峡に沿うシェラネバダ山

脈は,アルプス造山運動によってできた新 しい造

山帯である。その間の地域はアルプス造山運動

よりも古い造山帯で,浸食が進み主として丘陵

とか高原で荒地となっている。

トレドの町は,タ ホ川が岸を洗 う丘の上にある

③ スペイン

背景はスベインの古都 トレド

古い都である。馬車もなかった中世の封建時代

にできたという。建物も道路も当時の面影をそ

のまま残している。交通機関として馬車が現わ

れて後に発達 した都市は,大体に於いて今日自動

車が通れるという。 トレドの観光は車が全く利

用できないので,グ リ石を敷いたでこぼこ道の

曲りくねったのを,て くてく歩くより方法がな

い。

画家グレコの住いは,当時のま 保ゝ存されて/Au

されている。そこを出て広場に出ると,土産物を背

に積んだロバを引いて商人が寄ってくる。町全体

の雰囲気が,ま るでタイム トンネルをくぐって,

中世の地方都市に迷い込んだような錯覚をおぼ

える。

午後イベ リヤ航空 142便で,バルセロナ経由

でローマヘ飛んだが,機上より眺めると赤土の

地肌がむき出しになって見渡す限り続いている。

ピレネー山脈を越え ると,も うアフリカだと

いわれる。不毛の土地にな るとの意味だ と思

うが,成程 と頷 かれ る。

スペイ ン雑感

スペ イ ンはか っては無敵艦隊を擁 して ,

スペ イ ンが動 けば ヨーロッパがふるえると

いう時代があった。その頃世界の富が こ ゝに

集 ま ったが,そ の後の国王が芸術 を愛 し,

優雅 な生活 に溺れている間に,当 時新興国
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であ ったイギ リスやオ ランダに指導権を奪

われ没落 して行 った。今 日私達 はスペイ ン

の過去の栄光 に充 ちた時代の面影を街の随

所で偲ぶ ことがで きる。

夜 は本場の フラメ ンコを見 に行 く。床 を

踏み鳴 らし,手 をた ゝき,踊 りの熱烈 さと

喧曝には目が回りそうであった。情熱の国スペ

インの姿をそこに見た。

闘牛は見られなかったが,神父さんまで流れ

る血を見て驚喜するという。残酷なことも平気

な国民性を目のあたりにすると,現地に住む日

本人の奥さんが,子供のお産はスペインでは恐ろ

しくて したくないという話であった。

そしてスペインには美人が多い。イベリヤ航

空のスチュワーデスなんかも,身体はスラリと

して しなやかで色が自 く,日 を見張 るよ う

な美人であった。日本人とは骨格からして違っ

ている。それに比べると,ひいき目に見ても,

日本人は貧弱である。美人が多いのも一種の文

化遺産であろうか。

ロ ー マ

西から東へ大きく孤を描いて連なるアルプス

山脈を境として, ヨーロッパは南と北とにはっ

きり分けられている。歴史的に文化交流の上で

もアルプスは大きな障壁となってきた。ローマ

に来ると空まで明るく南国的である。人は陽気

で明るく屈託がない。観光地の物売 りのイタリ

ヤ人の中には,日本語の片言を しゃべる者 も少

な くない。

まずコロセウム (A.D。 72～80年 )へ 。 ロー

マは何といっても歴史の町である。何回となく

私達がテレビや写真でお目にかかったものだが ,

壮麗な廃墟に立つと歴史の重味に圧倒される。

この円形闘技場は古代ローマ最大の記念物であ

る。その収容人員は 5万人といわれ,ロ ーマは

コロセウムと共に栄え,コ ロセウムの亡びる時

は,ロ ーマの亡びる時であるとの予言通りに, コ

ロセウムはその後掠奪と破壊でまるで採石場み

④ ローマ

四季いつも若者が集い憩う姿が見られるとい

うスペイン広場

たいになり,その上地震による破壊を蒙って荒

廃 した。今日見る壁のコンクリー トは,風化 し

てボロボロに崩れ落ちはじめているが,当時の建

築技術がいかに優れていたか驚嘆のほかない。

近 くにはコンスタンチーノ帝の凱旋門がそびえ

ている。 A.D.313年に建てられた。保存がよ

くて最上部の大理石にははっきりした字体で ,

記念奉献の理由力咳1ま れている。次にアピ街道を

通 って南の方向にあるカタコンベ (キ リス ト教

徒の墓地)へ。この街道はすべての道はローマ

ヘ 通ず といわれた古代ローマ時代のもので ,

当時の敷石がよく保存されている。使徒 ピエー

トロがローマを逃れてきてキ リス トの幻影に逢

い,“ 主よ何処へ行 く"(QUO VADIS)と 尋

ねた伝説の道である。次にローマの七つの丘の

一つ,パ ラチーノの丘やカンピドリオの丘で写

真を撮ってフオロ・ ローマヘ。ここは古代ロー

マ時代の中心地で,シーザーの暗殺とか,ク レ

オパ トラのローマ入城等の舞台となった栄光の

都であるという。

バンテオン

フーコが地球自転による転向力の実験を市民

に公開 してみせたのは,パ リのパ ンテオン宮殿

であるが,ロ ーマのパ ンテオンが有名である。

紀元前27年 に建設され,現在の古代遺跡として

は最 も保存がよい。建物の内部は巨大な ドTム
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になっていて,柱が一本も使われていない。天

井に円い穴があって明りが差 し込んでいる。壁

から窓を開けて採光する建築様式は当時なかっ

たらしい。古代にかくも巨大な一枚岩の天蓋を

実現 した,大胆不敵な着想は驚嘆に価するとい

う。正面入口には16本のエジプ トからもってき

たという継目のない花コウ岩の円柱がある。何

百 トンあるか見当もつかぬこんな石をどうして

運んだのだろうか。

トレビの泉

コインを投げれば,も う一回訪れる機会に恵

まれるという伝説の トレビの泉では,ヨ ーロッ

パの何処から来たのか知 らないが,き れいな娘

さんにも入ってもらって記念写真を撮る。ロゴ

マの町には大小の噴水があって水が豊富で飲め

る。これはローマの周辺に工場がなく汚染され

てないからだし,ロ ーマの遺跡が保存がよいの

も,こ んなところにも原因があるのだろう。

バチカン

正面にある円形のサン・ ピエ トロ広場からの

眺めは素晴らしい。 ミケランジェロによって作

られたというサン・ ピエ トロ寺院を見ると,当

時ローマ帝国や宗教の力がいかに絶大であ っ

たか理解できるようだ。入回の右にあるピエタ

像は ミケランジェロが25才の時の作であるとい

うが,数年前精神異状者によって手を折損され

た。こ でゝもキリス ト教2000年の宗教的遺産を

見ることができる。

私達一行の中で長崎県人は私達二人だけであ

ったが,特に興味をもったのは,日本から天正

10年,織田信長の時代に 4人の少年使節の一行

が長崎港を船出して,波涛万里途中言語に尽 く

せないような辛酸をなめ, 3年の歳月を費 して

この地にたどり着き,サ ン・ ピエ トロ寺院で当

時の教皇グレゴリヨ13世に謁見 している。少年

が教皇の御足に接吻 し,有馬,大村,豊後の大

名より託された書翰を奉呈 し,使命の趣旨を奏

上すると,通訳が逐―イタリヤ語に直 して説明す

る劇的な謁見式の模様や,当時ローマ人にこの

4人の服装がいかに異様なものに映ったかその

興味深い記録は,文芸春秋に連載の崚
少年讃歌"

(三浦哲郎作)に詳 しい。

ナポ リ

第 2日 はム、ソソリーニーが造った 3車線の ,

今は高速道路となっている太陽道路を一路南ヘ

‐
250km走 る。途中イタリヤの田舎の風景をカメ

ラに収める。やがてカシーノ山が左手に見えて

くる。こ にゝは世界最古の修道院があって,第

2次大戦の時,卸 要害となっている修道院を

拠点として ドイツ軍が最後まで頑強に抵抗 し,

連合軍を手こずらせたことで知られている。映

画で見た記憶を思い出す。 レス トランで昼食 じ

ていると,イ タリヤ人の流 しがやってきて“懐 じ

のナポリ"と か “オ ゝソレミヨ"を歌い最後に

には健
知床旅情 "ま で歌い出す。そして帽子を

もって廻 ってチップを要求 している。世界の各

地からこ をゝ訪れる観光客を目あてに,こ うし

て生業をたてているらしい。

地中海に面するナポリの港の風景は,絵のよ

うに美 しく,2000年 もの間人々から愛されてき

て,世界の三大美港の一つであるという名に恥

ない。丘の上から眺めると,こ うもり傘のよう

な型をした松の木があって趣きを添えている。

斜面に建ち並ぶ住居のテラスにはブーゲンビリ

ヤの花が咲きこばれている。残念ながらカプリ

島はもやの中で見えない。

ポンペイ

ポンペイの町はB.C.79年 ,ベ スビオの噴火

によって全滅 した古代都市で,当時人口は20万

人だったと。発掘 した遺品を陳列 した博物館に

入ると,火山灰に生埋めとなった人の石膏像の

他に水道の鉛管とか当時使用されていた日用品

に焦げたパ ンまであって,古代都市の生活様式

が目のあたりに偲ばれる。鋪道には玄武岩を敷

き詰め,車道と歩道が区別され路面には轍の跡

までついている。発掘品のいく Dかは,か って
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日本にきたポンペイ展でお日にか ゝったもので

ある。この時代は日本では静岡県の登呂遺跡に

相当するという。登呂遺跡を訪ねた時,復元 し

た住居跡や当時の水田農耕に使った品物を陳列

した博物館を見学 したことがある。ポンペイは

当時すでに近代都市の生活様式に近い姿を見せ

ており,その時代の日本とローマの文化程度の違

いが余りにも大きいのに驚かされた。

日本に余り紹介されないことで傑作だと思っ

たことは,鋪道の玄武岩の敷石に異様な型のも

のが刻まれている。これは男性の持物で娼家の

在る方向を示す道標となっていたと。それに従

って娼家を訪ねると,個室に分かれて壁にはフ

レスコ技法によって描かれた春画が今日でも色 .

鮮やかに残されている。ポンペイの豪商であっ

たというベッティ家には玄関に自分の一物を誇

示 した自画像が壁画として残されている。ポン

ペイは古代ローマの レゾー ト都市であったとは

いえ,キ リス ト教の影響を受けてない古代人は

考え方も奔放でおおらかであったのだろう。

ベスピアス火山

ポンペイの町の北西約10kmに 望まれる。噴火

日のゴヒ側に半円状に外輪山 (mt.somma)

(1278m)が望まれる。外輪山 (somma)の普

通名詞はこれよりきている。昔よく見たベスビ

アス火山を背景としたナポリの港の写真には,

噴煙を吐いていたが,今は活動 していない。ベ

スビアスの火山岩には,自招石 (leucite)が含

まれるので有名であるという。また接触鉱物で

あるベスブ石 (Vesuvianite)も ベスビアス火山

のマグマと,付近の基盤となる三畳紀の石灰岩

が接 したところに,ス カルン鉱物として産する

という。ベスブ石の名もこゝより来ている。な

お,満州の綿州省楊家杖子鉱山でもベスブ石の

大きな黄緑色柱状結晶が採集できた。

ローマからチューリッヒヘ

アリタリア航空 400便

レオナル ド・ ダビンチ空港に至る自動車道路

に沿って,芝生の中に飛行機の模型を右手に持

ったダビンチの巨大な像が建 っている。飛行機

が北上する程に,憧れのアノンプス連峰が見えて

きた。 コースはモ ンブラン山群を左手 にマ

ッターホルンの上を飛んでいるようだ。マッター

ホルンのあの独特の山頂の姿は,地上からなら

一日で見分けられるのであるが,機上から見る

と,ア ルプスの雄大な感じはなくて,ただ一面白

雪が斑らになった荒々しい茶色の岩肌が展開 し

ている。スイスとの国境付近には,こ れが湖か

と思われるほど大きなルガノ湖,コ モ湖,マ ジ

ョレ湖が拡がっているが,何れも氷跡湖である。

登山基地として知 られるツエルマ ットの村はど

こだろうと山麓あたりを探すが,人の住むよう

な気配が全 く感 じられないほど荒涼とした風景

である。機上から眺めた第一印象としてのスイ

スは雪と山と谷間と湖の国である。

チューリッヒ

チューリッヒはスイス最大の都市で,街の北

部にある湖から流れ出る川で市は 2つに分けら

れている。まず太陽の丘に登ると市街地が一望

される。湖面には白鳥のほか水鳥が群れ遊び,

低空を乱舞するのも見 られる。市街の並木 もそ

うだが,こ の丘のプラタナス,マ ロニエの黄葉

も息をのむように美 しい。丘の上に見えるホテ

ル・ ドルダーは世界で超一流のホテルであると,

私達庶民には関係ないことであるがその豪華な

ことを添乗員は商売柄力説 していた。ホテル専

用のお花畑があり,専用のスケー トリンクでは

スケー トを して遊ぶ人の姿も見 られ,成程豪勢

なものだと感心する。チューリッヒ大学のそば

を車が通過する時には,こ かゝ ら15人のノーベ

ル賞授賞者が出ていると聞いて再び感心する。

ガイ ドはチューリッヒに留学 している日本人

の娘で,説明も要領を得ている。教育制度につ

いても触れていたが,ス イス人は大学に進学す

るのはごく一部の人で,大部分は職業訓練校へ

行 く。そこで働きつ 学ゝび,   を受けて資
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格をとる。資格の有無で給料が大幅に違 う。中

卒程度の初任級は日本円で14～ 15万円で,ス イ

ス人の平均所得は日本より遥かに高い。スイス

ではフランス語, ドイツ語, イタリヤ語が使用

され,普通の教育を受けた人なら大抵ニケ国語

が話せるという。面白いと思ったのは,永世中

立国のスイスで国家予算の45%が国防費である

こと,そ して男子20才になると銃が配布され,

毎月一回の実射訓練で 5点以下の成績不良者に

は罰金が課せられるという。

ペスタロッチ (1746年～1827年 )は チューリ

ッヒに生れているが,やさしく幼児の手をとぅ

ていかにも教育実践家といった感 じの銅像が町

の中に静かに立 って,肩や頭に鳩が群れていた。

夜はチューリッヒで一番賑やかな通りである

バーンホフス トラッセ (駅前通り)を散歩する。

日本のカメラも世界の高級品と共にショーウィ

ンドに飾 りつけられている。帰 りのタクシー代

も日本の倍位で物価 も結構高い。

ルツェルンを経てピラ トス山ヘ

ルッェルンの町はルッェルン湖から流れ出るロ

イス川の河口にある古い町で,ス イスで最 も魅

力のある保養地 として知られている。ロイス川

はライン川に入って大西洋に注いでいるが,こ

の川に懸る屋根のついた木橋はこの町のシンボル

となっている。そしてこの町の歴史を描いた古い

絵が木橋に掲げられている。街に トロリーバス

が走 っているのも珍 らしい。湖には白鳥が気持

よさそうに浮 び一幅の絵のようである。ウィリ

ヤムテルの物語は伝説に過ぎないが,物語の舞

台はこ ルゝッェルンである。こ にゝはフランス

革命の際,ル ィ16世一族を死守 したスイス傭兵

の忠誠を記念 した 曖瀕死のライオン"像があっ

て,私達一行はそこで休憩 した。バ、と見 ると

広場 の一角にGLACIER GARDEN と看板の

建物がある。ルツェルンに氷河公園があるとは

全 く知 らなかった。見学する時間の余裕はない

ので・ 説明書を求めると何語かという。英語の

他に ドイツ語, フランス語等準備 している。ア

ルプス氷河は今度の旅行で最大の関心事であっ

たが,資料 もな く何の予備知識 もなく訪れたの

でアルプス氷河についての得難い手引書となっ

た。それを見ると,1872年 この場所にワインの

貯蔵庫を掘っていて,偶然にこの氷河によって

でき欧穴が発見 され,こ の場所が氷河公園とし

て世界的に知 られるようになったという。こゝ

では他に氷推石,擦痕,化石類の標本を40種以

上揃えている。

ルツェルン付近一帯9湖の対岸にそびえるリ

ギ山まで,礫岩,砂岩,泥岩の地層である。こ

の上に氷河によって運ばれてきた片麻岩や花コ

ウ岩の漂礫 ―一―今日ルツェルン南方のアルプ

スの中央サンゴタル トトンネルの北入日付近ま

で行 くとその露頭が見 られる一 が散在 して

いる。この漂礫は, リギ山では海抜H00～ 1200

mの地点でも発見されるので,現在のルッェル

ン湖は当時ルツェルン盆地で平均約1000mの 氷

におおわれていたであろうと推定 している。基

盤の擦痕が皆同一方向であることは,氷河の進

行方向を示 しているからだと,標本を見学する

際注意すべき要点を述べている。また,こ の中新

世ルツェルン砂岩中に含まれるシュロの葉化石

では,温暖性の植物と氷河遺跡が同一の場所に

どうして共存 しているのだろうかと,疑間を投

げかけてその理由を説明 している。

今日私達が学ぶ氷河についての理解は,1850

年頃にようやく実体が明らかにされたもので,

ルツェルンの氷河遺跡は新 しい科学の発達に新

たな資料を提供することになって大いに貢献 し

た。

ピラ トス山

ピラトス山は2121mと 高 くはないが,ス イス

中央部の展望には最適である。湖畔のアルプナ

ッハシュタット駅より世界一急勾配 (傾斜48・ )

といわれるアプ ト式登山電車で登る。夏の間は

高い所まで放牧されていた牛 も今では山麓に降
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⑤ ス イ

トス山の摺曲地層

ろされて,丘の林の木間からカランコロンとの

どかなカウベルの鈴の音が聞えてくる。飼主は

音色で自分の牛がわかるという。山頂駅にはレス ト

ランがあ り,そ こで昼食。 どこに行っても山

の上で食べる食事は旨い。そこで約 2時間の自

由時間は,付近を歩き廻って周囲の眺望を満喫

して最高の時間であった。そして遥々とヨーロ

ッパまでやって来てよかったとしみじみ思えた。

南方にはスイスアルプスの代表的な,ベ ルナー

オーバーラントアルプスの白雪に輝 く連峰がそ

びえ立っている。その名も若き娘と魅力的なユ

ングフラウ (Jungfrau,4185m),メ ンヒ(4105m),

アイガー (3974m)等の有名な山々が誰にもわ

かるように,鋼板に説明が してある。もう少 し

足を伸ばしてインターラーケンまで行けば,そ

こから登山電車に乗 り途中アイガーの山腹を ト

ンネルで抜け,ユ ングフラウヨッホ (3454m)に

達することができる。そこから目のあたりに自

銀のユングフラウとか魔のアイガー北壁,明 る

いメンヒの氷河を眺めその帰 り途では,有名な

ワイスリュツチネンのU字谷を見ることができ

る。今回は遠望するに過ぎなかったが,そ れで

も何時までも飽きることがなかった。湖の対岸

にはリギ山が望まれる。この山のことはゲーテ

の「スイス日記」にも出てくるという。1798m

⑥  スイス

ピラトス山頂よリスイスアルプスの代表的な
地域であるベルナーオーバーランドアルプス

を遠望

と低い山ではあるが 100年 も前に, ヨーロッパ

で最初にケーブルカーが開通 した。北の方向に

は ドイツのシュワルツワル ド (黒林地帯)が望

まれ,西の方に目を転ずるとフランスとの国境

にジュラ山脈 (ジ ュラ紀の由来)が望まれる。

ピラトス山は山頂まで厚い石灰岩の層からで

きていて,氷河の痕跡を探 じ求めて擦痕と思わ

れるサンプルを採取する。

アルプス山脈は現在約 1 50kmの幅をもっているか

もとの幅は250km～ 500kmぐ らいであったと推定さ

れる。写真は登山電車の窓越しに撮ったピラトス山

の断理, じゅう曲の断面である。このような露頭が

沢山あって,昔からよく研究されたので,アルプス

は地質学の揺藍の地であると言われている。この写

真を見ていると,アルプスができるためには,想像

を絶するような横圧力が働いて地層が圧縮されたで

あろうことを無言の裡に物語っている。

パリ

「パ リに行きたしと思へど,パ リは遥か遠 く

に在 りてそれもかなわず……」と今は亡き詩人

萩原朔太郎はうたっているが,戦前の若者にと

ってマロニエの花咲 くパ リとはまさにそのよう

な憧れの土地であった。本を読んだり映画を見

ては,パ リとはどんな処であろうかと思いを馳

せていた。今9私達のバスはセーヌ川を渡 って,

ス

ピラ

-18-



パ リの街のカルチェラタンを走っている。カル

チェラタン近 くのレス トランで昼食。カルチェ

ラタンは学生街で,ラ テン語を話す街との意で

ある6度重なるデモによる投石に懲り,舗装 し

てあった敷石を剥が してアスファル ト舗装に改

めた と。 この話を聞いて,佐世保に空母エン

プラ入港に先だって,米軍基地への鉄道の引込

線のバラスを除 いて , アスファル トで固めて

しまった故事を思い出す。セーヌ川の中州であ

るシテ島にそびえるゴシック式の尖塔をもつノ

ー トルダム寺院はさすがに美 しく,内部のステ

ンドグラスは神秘的な雰囲気をかもし出 し印象

に残る。オペラ座は通過 しただけであるが,外

部の壁に飾 られた彫刻だけでも美事である。モ

ンマル トルの丘には,ロ ーマ・ ピザンチン様式

の寺院があり,裏には若い無名の画家が似顔や

風景画を描いている。日本人も多く,お にぎり,

うどん,茶 と日本語の看板を出したうす汚い飲

食店まである。

コンコル ド広場

一直線にシャンゼリゼ大通りが走り,正面に

凱旋門が見える。広場には象形文字が刻まれた

オベ リスクが建っている。フランス革命のとき

ルイ16世が1793年 1月 21日 こ でゝ処刑されたと

いう血なまぐさい場所であるが,今ではその名

もコンコル ド (平和の意)広場と改められてい

る。

エッフェル塔

1889年万国博を記念 して作 られたが,そ の後

パ リのシンボルとなっている。近 くに寄ってみ

ると鉄骨構造が素晴らしく美事で,東京タワー

より遥かに立派である。

エ トワール凱旋Fl

1806年ナポレオンによって作 られた。ヨー

ロッパを旅すると,数々の凱旋門を見かけるが

最 も壮大である。

ループル美術館

陳列された作品が余り多く,室内は見学者で

⑦ パ リ
ェッフェル塔

溢れている。これでは結局頭に何 も残 らなかっ

たということになりそうだったので, ミロのビ

ーナスと落穂拾いと,モ ナリザの 3つだけ見る

ことにして他は素通りする。 ミロのビーナスは

,日 本に来たことがあるので再会することになる。

フラッシュを使用しないなら写真も撮ってよい

と聞いて,い ろいろの角度よリシャッターを切

る。露光不足と思ったが被写体が白いので結構

よく写 っていた。モナリザは盗難事故に懲りて

厳重なガラス帳りのケースに収納されている。

帰りは ホテル・ アンバサダーまで頭冷 しに歩 く。

ベルサイユ宮殿

ヨーロッパ旅行最後の行程,朝床の中で雨の

音を聞 く。気温が急に低下 して寒冷前線の通過

を知る。傘を携帯したが風が強 くさせない。昨日

まであんなに美 しかった並木も黄葉が一掃され

裸になって しまった。ベルサイユ宮殿はパ リの

西方20kmに在り,セ ーヌ河沿い下流に向ってバ

スは走る。日曜日であったので途中の車が少な

く,予定より早 く30分 もかからないうちに着 く。

入口には見学者の長蛇の列ができていて順番を

気ながに待つ。この宮殿はルイ14世 ～ルイ16世

の栄華を極めた夢の跡。赤しサ涯石をふんだんに

使 っている。こんな目もくらむような豪華な宮

殿をつくるのにどれだけの費用がか ゝぢたか ,

ちょっと想像 もつかない。あとになると財政が
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破綻 し,大理石の代 りに石   ったりしてい

る。次いで革命がおこり,婦人を先頭にした民

衆によって国王はベルサイユの宮殿からパ リに

移されて監視されていたが,1791年 6月 国王は国

外逃亡を試みて捕えられ,最後は王妃アントワネ

ットと共に刑場の露と消えて行った。その末路

を思うと,美 しいと目を奪われて感嘆ばかりも

しておられない。雨上りの外に出ると,見渡す

限りの広々とした幾何学様式という庭園が美 し

い。これはフランス庭園の典型であるという。

庭に出て私達は皆揃って記念写真を撮 る。

夜は,も う三度とパ リヘ来ることもないだろ

うと思うと,名残惜 しくタクシーを拾ってシャ

ンゼリゼ通りの映画館へ。入口で 16フ ラン(900円

の入場料を払 って入ると案内人が来てチップを

渡すと,空席に案内される。何年 も昔,日 本に

来て有名となった「エマヌエル夫人」である。

パ リのマ ドムアゼル (若 い女性)の隣りに座わ

る。シー トはゆったりして皆静かに映画を鑑賞

している。お蔭でこちらも良い気分である。言

葉は勿論フランス語だが,字幕は英語である。日

本に輸入されたフィルムは,肝心のところでカ

ットされていたり,ボ カシが入っていてそのた

びに舌打ちしたくなるような気分であったが,

生の映画を本場で見るのもよいものだ。これも

あとでパ リのよい思い出の一つになったのであ

るが,人類学者の報告によれば,女性のヌー ド

なんか未開の原始民族に見せてもそれは当り前

のことであって,一向に興味も関心 も示さない

そうである。こんな映画を,妙な好寄心をもっ

て,わざわざパ リくんだりまできて見て得意に

なったり,ま た何年間もこんな映画がロングラン

されること自体,何か現代の世の中はおかしいのじ

ゃないか。文明人を自認する私達は原始人に笑

われそうだ。

おわりに

今度の旅行は,他人まかせのパ ソヽケージ旅行

で,自主的に計画 し行動するのは限られていた。

それでもいろいろな国の人が,それぞれ違った

生き方をしているのを直接に自分の目で見るこ

とがで きて楽 しく実 りの多い旅行 であ った。

そ して,ど この国で も誇 るに足 る立派 な伝

統 と文化を もってい ることがよ く理解 され

た。移動 にはすべて飛行機 を使 ったが,ど

こで もその国の 人は,自分の住む土地に誇り

をもって,愛国心というよりは愛郷心といった

がよい,そ んな気持が非常に強いということを

聞かされた。

イタリヤは火山国で資源に乏 しい点まで自然

条件が日本 とよく似ている。地熱発電は日本よ

り遥かに先進国であったが,エ ネルギー問題は

) 深刻で,ガ ソリンの値段は世界一高 く,給料日

前になると街を走る車の数が日に見えて少なく

なるという。太陽道路を走 って,工場 らしい工

場が見 られない風景はのどかではあるが,財政

は危機に瀕 し,イ タリヤ紙弊であるリラは信用

がなく国外では紙屑同然である。今日のイタリ

ヤの現状は,日 本にとって生きた教訓であると

思った。

イタリヤと対照的なのがスイスで,国土が狭

く山国である点も日本と似ている。こ でゝは国

民の大部分は大学に行かなくても皆なよい生活

をしている。そしてどこに行 っても,清潔に整

備されている。美 しい自然に恵まれ国民の郷土

を愛する気持が,国を愛する気持につながって

③ ベルサイユ宮殿の庭園にて記念撮影
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いるのであろう。日本で,も し,ス イスみたい

に男子が20才に達 した時,銃を皆んなに交付 し

たらどんなことになるだろうか。狂人に刃物み

たいでゾッとする。スイスではそれで事故が皆

無であるということは,国民のモラルが高 く,

志操堅固であることの何よりの証左である。ス

イスの今日の姿を見ていると,私達の学ぶべき

点が多いと思った。

(平素,租食に慣れている為か,肉 とかバター)

等のカロリーの高い濃厚な食事は身体がうけつ

けず,結局今度の旅行で 4電やせた。それにヨ

ーロッパでは日本みたいな公衆便所が極めて少

なく,そ の上常時チップとして小銭を準備して

いないと便所にも行けない不便さには閉口した。

その点やはり日本は良いなぁと,妙なところで

日本の有難味をかみじめている。

(昭和53年 3月 17日 受理 )
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