
ユーラシア横断計画 とヨーロッパ鉄道旅行の予約について 
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             「ここに地終わり海始まる」 

 １２月、１月と修士論文作成と並行して、（というか気合いの入れ方はこっちの方

が・・・）練っていた計画がほぼ固まりました。 ２月末からほぼ一カ月かけてユーラシ

ア大陸を陸路横断してきます。 

 

 ２月２２日が３５歳の誕生日なので、その翌日から３５歳記念＆卒業記念として決

行。まずは飛行機でウラジオストックに。それからシベリア鉄道に６日間乗り続け（風

呂なし、しかも３等だぜ！）モスクワ着。モスクワで一休みして夜行列車でベルリン

へ。 

そこから、プラハ、ミュンヘン、パリ、アヴィニヨン、バルセロナ、マドリッド、トレド、リス

ボン、そして最果ての地、ポルトガルはロカ岬まで行く計画です。帰国予定は３月１９

日。本当はその間に職場の赴任地の内示と引き継ぎ打合せに行くべきなんだけど、

無視ります（今年はどこに配属されても文句言えた立場じゃないしね）。それくらいし

ないと、時間なんて確保できないんだもんね。それに僕、学生だし～。 

 



 実は僕、あまりヨーロッパって好きになれなくて（昔ギリシャに言ったことがあるのだ

けれど）、海外旅行と言うとアジア専門に近いです（米文化圏はやっぱりいいでよ。）

親からは心配とともに「あんたがヨーロッパに行くとはね～」って言葉を頂戴してしま

いました。 

 どっちかつーと、ユーラシア大陸横断がメインで、そのついでにあちこち見てこよう

かなと。  

←これは「銃・病原菌・鉄」を読んだ生態学徒の、地学的、生態学的関心からなんだ

からね。「深夜特急＊」に影響されたとか僕が「鉄ちゃん」ってことじゃない・・・。三歩

譲って電車に乗るの好きなのは認める・・・。 

 

ロシアはほとんど個人旅行無理なんで、旅行社に頼みました。類は友を呼ぶと申し

ますか、変な研究室で、なんとベルリンまで同行者が一人。心強いです。しかし物好

きだねー。 旅行社への支出はベルリンまで１０日と 15 万円。飛行機なら十時間と

1/2 以下の費用で行けるんですがね（笑）。 

 ウラジオストック～モスクワまでは３等寝台で 31,000 円ー６泊 

 モスクワ～ベルリンまでは２等寝台で 32,000 円ー１泊 

 モスクワとウラジオストックのホテルはツインで 13,000 円（二人分）ー１泊 

 個人予約したベルリン駅前のドミトリー（二人で）3,200 円ー１泊 

なんか貨幣価値が狂いそうですが、旅行社を介することを差し引いてもロシアは物

価安くないんだって。 

旅行社のおねぇさんは、３等寝台、大丈夫ですかねぇ？長旅だし２等にされたら・・・

と言ってましたが、まあたぶん大丈夫でしょう。他の旅行社は３等の旅を出していま

すし、２等は４人コンパートメントなので、メンツが悪いとむしろ居心地悪そうだもの。

３等とはいえ一応自分の寝台は確保されるようですし。２等は３等の倍料金ね。外国

人は買えないけど、この下に４等ってのがあって、「寝台だけどベットは確保されな

い」という弱肉強食クラスがあるんだとか。こわやこわや。いやたぶん自由席の間違

いだろうな。 モスクワベルリンは２等なので、比較も面白いでしょう。 

 

ベルリンから先は１人で個人旅行です。 鉄道でヨーロッパ旅行するためには「ユー

ロパス」と思いこんでいましたが、実はそれほどお得ではないみたい。しかも高速鉄

道とか国際列車だと指定席券が別途必要だったり（ラテン系の国の駅窓口で座席指

定って、言葉通じないだけじゃなく、それ以外でもうんざりしそうなイメージだし。）３月

は日本人学生の旅行シーズンなのに、ユーロパス用の指定座席は限られていると

か怖いこと書いてありますし、意外と面倒そうです。 特に僕の場合きっちり行程通り

行動しないと、最終目的地につきませんし、日本で予約抑えられるなら、そのほうが

いいです。 

 

で、いろいろ検討した結論ですが、直接鉄道会社から購入すればよろしいということ



に落ち着きました。もちろん、旅行社に手配を頼んだら楽なんですが、だいぶ手数料

が取られます。 

→http://www.syuuyuu.com/hikaku_tehai_pay 

この料金差を見ると二の足を踏みますよね。（このホームページはとても役に立ちま

す。僕はなりませんでしたが有料会員になっても元が取れそう） 

 

ヨーロッパの鉄道料金は飛行機とよく似ていて、「早割」だとキャンセルできないけど

値段半額とか恐ろしく安くなります。しかもそれがインターネットで予約購入できるん

すよ。ユーロの安いうちにポチりました。 

 チェックするのはこの旅の場合 

「ドイツ国鉄」http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en?datesel=custom 

「フランス国鉄」http://www.voyages-sncf.com/ 

「スペイン国鉄」http://www.renfe.com/ 

 

ドイツ国鉄ＨＰはさすがドイツと言うべきか、反応も速いし、ベルリン～プラハ、プラハ

～ミュンヘンのチケットも簡単に購入できます。 英語で大丈夫。電子チケット発行し

たんで印刷して持って来てね だそうです。ＧＥＴ！ 

 

フランス国鉄ＨＰも英語ページがありますが、切符を購入しようとするとフランス語ペ

ージに遷移します。うむ―。エキサイト翻訳などを利用して、適当に選択して１つのチ

ケットはＧＥＴ！ もうひとつはアヴィニヨンからバルセロナまでの国際線で、フランス

語３ページのメールが来ました。一応「確認書」って書いてあるので、たぶん「君の頼

んだのは国際線なのね。だからオンラインで発券はできないけど、予約できてるか

ら、現地でこれ見せて購入してね！」って書いてあるんでしょう。たぶんね。つーか読

めません。 

 

スペイン国鉄ＨＰでは、スペイン語しかつかえねーよ と聞いていたのですが、英語

でサクサク予約出来ました。ただクレジットカードの本人認証番号入れろや って言

われますので、先に使うカード会社のページで本人認証番号を登録する作業をして

おくといいです。そうすれば特に問題なし。 

 

宿は基本ＹＨです。こっちはユースホステル協会

→http://www.hihostels.com/web/index.jp.htm 

から主要なＹＨを日本語で予約できます。会員でないと泊れないのですが、予約段

階では会員番号は要求されません。ただ予約手数料を取られます。一泊あたりでな

く予約オーダー回数当たりなので、泊る宿を決めてから一気に予約すると、手数料を

安くできます。大した額ではありませんが。 

＊ドイツでは外食は高い割にいまいちで、ＹＨで取るとよい。キッチン無いところもあ



る って書いてあったので、ミュンヘンとベルリンのＹＨにはメールで夕食喰いたいけ

ど予約いる？って聞いてみました。ミュンヘンパークは「んー、予約しておいたほうが

安心ね。じゃあしておくわよ」ベルリンインターナショナルは「必要ないよ、地下で食券

買ってね」だそうです。 

 夜中に着くベルリンと、ＹＨのないアヴィニヨン、それから帰りの片道航空券（リスボ

ン～成田）はエクスペディアで簡単に予約できるっす。  

→http://www.expedia.co.jp/?affcid=expe.JP.004.0001.004.001.valuecommerce 

日本語使えます。あまりに簡単すぎて（日本のアマゾンでお買いものするくらい）航

空券大丈夫か、 

ちょっと心配ですけどね。エクスペディアからは抑えたよ～んって来たけど、中国国

際航空だし・・・。 

 スペインのトレドでは、どうしてもお城のＹＨに泊りたかったのでエキサイト翻訳を駆

使して「怪しいスペイン語」で予約依頼メールを送ったらば・・・（ネットに、英語で予約

メールしたけど返事なかった～ってあったので）「このフォームに書いてくれや」と英

語で返事が。頑張ったのに―。まあスペイン語で返されたら困ったでしょうけど。ここ

は「予約デポジット 5 ユーロ払えー。銀行振り込みかＦＡＸでクレジットカード番号教え

ろや 」って来たので、ＦＡＸでカード番号を通知しました。コンビニから１５０円です。

銀行振り込みだと、5 ユーロのために手数料が 4,000 円くらいかかるはず（笑）。 

 

 

いやー、片言の英語と勇気、それと時間とクレジットカードさえあれば、便利な世の

中ですねぇ。インターネット様サマです。 

宿とかは予約しないでも、現地で探せば十分だし、それが楽しい という人もいらっし

ゃると思います。でも僕は小心者なので、「宿見つかるかなぁ（もちろん見つかりま

す。値段相応かは保障しませんが）」と思いながらでかい荷物を持ってさまようの嫌

なんで。 

 今回は特に、日程的にぎっちり行程を消化しないとロカ岬に辿りつけないし、観光

時間は限られてますから、いつも町に朝早くついて、宿探しするくらいなら予約した

ほうが合理的だわさ。  

  

 最大のリスクは、僕の体がこんな長期の「激務」に耐えるかです。あまり丈夫じゃな

いので、短期ならテント泊の登山も大丈夫ですが、こんなに長期だとうーん。ビタミン

のサプリでも持って、あまり「観光に頑張らない」でなんとか、持つかなぁ・・持たせる

しかありませんが。 

 

同行者は「ロシア語」の勉強をしているようです。ロシアはおまかせしよう。僕も（ドイ

ツは英語で大丈夫だろうけど）「チェコ語」「フランス語」「スペイン語」「ポルトガル語」

やった方がいいよなーと思いつつ放置。なんとかなるやろ、たぶん。会話集は持って



いきますけど。うーん、何百年前か知らんけどこの辺の言葉のベースはラテン語な

ので、ラテン語の格言でもいくつか読んでったら、語学の勘が鋭くなるかな？  

 

＊ベルリンから先の鉄道、宿（朝食付）、帰りの航空券合わせて 15 万くらいです。あ

とは食事代と観光その他がかかりますね。 

＊そう言えば沢木 耕太郎は横浜国大卒だったな。あまりここでは関係ないけど。 

 

 

追伸 

スペインのマドリッドからポルトガルのリスボンまで、夜行列車で移動することを考え

ていましたが、２月１４日になってもスペイン国鉄ＨＰで予約できませんでした。（Train 

blocked となっていた。） 

問い合わせたら、MADRID - LISBOA 間の TRENHOTEL は３月より欠航予定らし

い。残念。これも金融危機の影響か？ 

ユーラシア大陸横断旅行 その１ ウラジオストック編  

 



 

 

 



 

 

写真 

①ウラジオストック航空機内食 ②街（観光のメインストリート） 

③ウラジオストック外湾側（現地時間朝９時頃撮影・日の出ころ） ④ウラジオストック

内湾側 

⑤ボルシチ  ⑥レーニン像 

 

旅の始まりはロシアはウラジオストックです。成田からわずか４時間の飛行機の旅で

す。（時差があるので実質は２時間ちょっと） でも機内では写真のような軽食が出

て、ドリンクが２回と、飴のサービスが２回来て、けっこうウラジオストック航空頑張っ

ています。日本じゃ、羽田～札幌間では・・・ドリンク出たかしら？  

 入国審査も普通です。 もっとオソロシイイメージをしていたのですが、旅をする分

には他の国と変わりません。治安も悪いイメージだったのですが、危険ややばそう 

って感じることはまったくありません。ただ、銀行はもちろん、あまりはやらなそうで、

人件費稼げないんじゃね？と思うような個人商店ですら「ガードマン」が必ずいまし

た。スーパーには暇そうな男の人たちが３人くらい。ロシアの人件費は安いんかね

ぇ？ 



 ここは地域的にはアジアに分類されるのですが、町並みはどう見てもヨーロッパの

それです。アジア的要素はまったくありません。世界各地で見られる中国系のお店

も、見当たりませんでした。つまり、ウラジオストックは成田から２時間で来られる最

も近いヨーロッパの町といえます。町並みもけっこうきれいです。坂の多い港町で

「極東のサンフランシスコ」と言われているとか。うん、この形容は正しいと思いま

す。 町自体はけっこう裕福な感じがしました。 ２０１２年夏には、ここウラジオストッ

クでＡＰＥＣが開かれるし、それまでもロシア太平洋艦隊の基地だった町ですから、

それなりに町に金が落ちているのでしょう。 

 

ただし平面地理的にはウラジオストックはトルコのイスタンブールに似ています。つ

まり町の三方を湾や海峡に囲まれた港町なのです。ともに良港ですし、名前もそちら

から来たのでしょうが、ウラジオストックの町は「東・ボスポラス海峡」や「金角湾」に

囲まれているんです。 訪れたのは２月２４日でしたが、内湾（金角湾）は全面氷結し

ていて、陸から５００ｍ以上行った所で人々が「ワカサギ釣り」を楽しんでいます。も

ちろん海水なのでワカサギ釣りはイメージで、おそらくカラフトシシャモではないか 

と同行者が行ってました。外湾側は凍結しておらず、軍港としても最適でしょう。ただ

ほとんど軍艦はいませんでしたが。 

 ああ、外湾側の写真に大きな建設中の釣り橋が見えるのですが、これは東ボスポ

ラス海峡をまたぎウラジオストックとルースキー島を結ぶ橋だと思います。このルー

スキー島ってのががＡＰＥＣの会場になるんですな。警備も楽だしね。 

 

店によるのでしょうが、食事はなかなかおいしかったです。ロシアはビザがないと行

けず、ビザは泊まるところと交通手段を確定させて旅行社に頼まないと下りないの

で、計画にかなりの時間を要する行きづらい国ですが、ウラジオストックはけっこう快

適。 

 なので、ヨーロッパ好きの日本人旅行者には意外な穴場の観光地ではないか と

思いました。ただ、これ！っていう見所が、ないんだよねぇ。それとホテルと観光客む

けの場所しか英語がまったく通じないです。キリル文字ってまったく読めないし、英

語標記もないし、物価も別に安いわけじゃないし、うーん。他の場所に行くほうがい

いわなぁ・・・ 

※ヘビースモーカの方は、是非行かれるといいかと。ここでは日本ほど喫煙者も迫

害されません。室内ではまずいけど、歩きながら吸うのはＯＫみたいよ。「男は普通

吸う」って感じじゃないかと。 

 

あ～、駅前にはレーニン君の像が立ってました。ロシア語で「ウラジヴォストーク」と

は「東方を支配する町」なのですが、なんで東の方角を指差してるんでしょうねえ？

指してる方向にはもう海と、日出ずる国しかねえすよ。いや、ただ革命をアジッてる

だけだろうな。 



 

ＰＳ ロシアの人々はみんな「メーテル帽」（モト定義：銀貨鉄道９９９で、メーテルが

かぶってる帽子。ロシアの冬ってーと、みんなあんな分厚い帽子被ってるイメージな

いです？）を被っているっていうイメージがあって、もしかしてそれ買わないと大変か

も って思ってましたが、そんな帽子被ってるのは・・・若い人皆無。老人でたまに。あ

れはダサイんかもねぇ。 

ユーラシア大陸横断旅行 その２ シベリア鉄道編  

 

 



 

 

 



 

 

その１ではウラジオストックで終わってしまいすいません。今日こそシベリア鉄道編

です。 

鉄道旅好きの人には、シベリア鉄道に乗るというのは、１つの夢、ですよね。モスク

ワ～ウラジオストックまでの総延長は 9,288km です。（モスクワ駅に０ｋｍポストが、

ウラジオストック駅に９２８８ｋｍポストがあります）車内６泊７日の旅。ただし風呂・シ

ャワー無しです（笑）まあ、山登りで縦走することにくらべればね。アセかかないし、

楽勝でしょう。（普通の人、特に女性にはつらいかもしれないけど） 

 

最初の写真はその切符です。僕の名前やパスポート番号もしっかり入ってます。乗

ったのは三等車で、要するに開放寝台、または簡易寝台形式ですね。二等になると

廊下右側のベットがなくなり、６人ではなく４人が１つの領域で寝る形になります。そ

の分ベットが伸びて壁がついたコンパートメント形式になるわけです。３等の値段は

ウラジオストック～モスクワ間で 35,000 円。二等はその倍です。一等は同じ空間二

人で占有することになり（二段ベットじゃなくなる）、料金もその分だけ上がるのでしょ

う。いくらかは知りません。 

  



旅行社の方は、「長旅ですし、３等だと疲れそうだから２等のほうが・・・」と薦めてい

ただいたのですが、結論から言うと３等のほうがよかったと思います。まず治安上の

問題はほとんどないと思います。 

 ３等は開放寝台なので、車掌や他の乗客がこちらを観察でき、こちらも周りを観察

できます。逆にプライバシーなんてないけど。コンパートメントだとある意味密室です

から、もし合わない人と一緒だとかなり気まずいような気が。とはいえ、３等ではウラ

ジオからモスクワまで乗る人はほとんどいないんですけど。何せ飛行機なら９時間で

いける距離、何が悲しくて７日もかけて高い金払って電車でいかなならんのか？とい

うのがロシア人の本音みたいです。まあそうですねぇ。 

車内の時間はモスクワ時間で、現地時間とズレがけっこうあります。これによりダイ

レクトにヨーロッパに行く時の時差ぼけは防げます。徐々に慣らされていきますか

ら。 

それから、こちらの人はかなり暗くならないと明かりをつけないので、開放寝台のほ

うが明かりが左右から入っていいように思います。閉鎖感もないですし。 

 

車内での過ごし方はいろいろです。ぼーっと車窓を眺めてたり（僕は主にこれ）、本を

読んでたり、しゃべってたり、パソコンでＤＶＤ見てたり、トランプしてたり。編み物して

いるおばさんがいましたが、これはよさそうですね。車内では放送は一切ありませ

ん。静かです。ただし携帯電話はしょっちゅうなっています。夜間でもお構い無しで

す。携帯の普及率は非常に高いです。 

 

 車掌さんを含め、英語ができる人はあまりいません。途中鉄道会社に勤めるおじさ

んと、中学生が片言の英語ができたくらいでした。二等や一等にはもう少しいるのか

もしれませんけど。 

 

車両には、二人の車掌さんがつきます。昼ドーラと夜ドーラです。（ドーラとは、映画

「天空の城ラピュタ」の空賊の女船長ですね。僕のイメージではドーラがロシア人の

おばさんのイメージなんで。まあ違ったんだけど）要するに二人で２４時間体制の勤

務をしているわけです。ただ最初のウラジオストックとモスクワでは二人とも勤務して

いて、写真はウラジオストックで撮ったもの。夜ドーラは恥ずかしがって出て来てくれ

ませんでした。やっぱし空賊だとあまり写真に出るのはまずいのかもしれません。 

 仕事は駅に着いたときの改札、車内とトイレの清掃（箒がけとモップがけが１日２

回。モップがけは汚れを拡散しているようにしか見えませんでしたが、まあ・・・いい

か。）あと途中乗車・下車した人たちの記録をつけること、インスタントラーメンやお茶

などの販売 と言ったところでしょう。女性が多いですが、男性もいます。 

 

車内はけっこうきれいでしょう？ただこのベット、長さが１６０ｃｍくらいで、微妙に足

が廊下にはみ出て、夜中に通路を通る人と接触するんですけどね。 トイレも写真の



感じ。ただしこれは水洗式ボットン便所で、駅停車の前後は閉鎖されます。あとは２

４時間お湯の出る サモワール という設備が着いていて、いつでも熱々のお湯が

利用できます。電車の運行タイムは非常に正確です。正確にあわせるために、時間

より早く駅に近づくと列車はゆーっくり駅にアプローチしていきます。その間トイレは

閉鎖・・・ 

 

食堂車も付いてます。味は玉石混合ですね。壷に入って出てきたスープはちょっと

すっぱい味付けですが、なかなかいけます。一方で肉料理は、成形肉がつかわれて

おり、その出来が悪いのでまずいです。付け合せも乾燥したレタスとか、ふむーって

いう感じ。 

ビールもメニューにはサイズと銘柄が１０くらい載ってるのに、出せるのは３つくらい

とかね。 コストパフォーマンスを考えると、列車内に食料を持ち込んだほうがよろし

いかと。僕らはウラジオストックで大量に食料を買い込みました。が、これはもう少し

少なめで良かった。車内だとあまりおなか減らないし、時々３０分程度泊まる駅にも

売店がありますから、そこで買えばいいかと。 トマトを持ち込んだのですが、３日目

に腐り始めて捨てました。一方レモンは最終日まで持ちました。主食はインスタント

ラーメン（カップヌードルのリフィルを日本から持ち込み）とパン。向こうのパンは固く

てがっしりしてて、水分含有量がとても低い。なので長持ちしますが、噛んでいてあ

ごが疲れ、だんだん食べたくなくなります（笑）ここにジャムを塗り、ハム、チーズや缶

詰の中身を載せたものです。キュウリのピクルス瓶詰めは、なかなか良かったです

よ。あとインスタントマッシュポテトも good. 

 ロシアの人々も、インスタントラーメンかオープンサンドを食べていました。しかしラ

ーメンをフォークで食べるのは大変そうだね。箸最高！ 

 

シベリア と言うと、車窓はタイガだろう と思っていました。が、それほどの大森林と

言うのはなかったように思います。（途中タイガという駅もあります）ところどころ森林

があり、あとは疎林みたいな感じです。バイカル湖は氷結した大平原みたいでした。 

 ハバロフスク、ユダヤ人自治区の州都ビロビジャン、極東のパリ？イルクーツク、

昔の閉鎖都市グラスノヤルスク、油田のあるチュメニ、エカテリンブルグなどが沿線

にあります。ロシアでアジアとヨーロッパを分けるのはウラル山脈なのですが、家並

みを見ているとウラル山脈より東側（アジア側）は貧しく、ヨーロッパ側は豊かという

イメージをもちました。まあ内陸地域、特にシベリアにはたいした産業もないですか

らね。 気候的にはウラジオストックからしばらくは非常に寒く、雪もあまりありませ

ん。大気中に水を供給する海も近くにはありませんので。僕が気温計で見た最低外

気温は－２５℃でした。で、西に行くに従い、雪も多くなり、徐々に暖かくなってきま

す。 

 

 接触してくるロシア人もいました（僕はあまり積極的には関わりませんでしたが、同



行者はロシア語に対し関西弁で対応し、けっこう仲良くなってました） 

・ロシア人はウオッカを呑む と思っていましたが、呑んでいるのは日本人の我々だ

けで、普通はビール 

 を飲むようです。ただし量はすごいです。また、ビールの時はつまみなど食べず、

ひたすら呑みます。僕の前に座ってたおじさんは７００ｍｌ？入りのビールをつまみ無

しで４本あけてて、まだだいぶストックがあったので・・・僕はいい加減に切り上げて

寝ました。 

・日本の硬貨を見せてくれ って言われました。僕はたまたま五円玉を持っていたの

ですが、あちらの人には銅製？の色と、穴あきコインが非常に珍しく感じられたよう

です。 

ユーラシア大陸横断旅行 その 3 モスクワ（おもに地下鉄）  

 



 

写真 ロシア外務省、限りなく中国料理店ぽい日本料理店 

 

モスクワでは地下鉄が面白いので、その話をしましょう。 

 まず切符を買いましょう。切符の自販機なんてものはありません。窓口は長蛇の列

ですが、我々も並んで・・・もちろん窓口は英語なんて通じないので、メモ帳に 回数

券５回分 とかロシア語で書いておく必要があります。 お釣りボラレター と思った

ら、早とちりでした。 まず切符と硬貨が帰ってきて、しばらくガタガタやって紙幣とレ

シートが出てきました。あのまま窓口を去ってたら大損でした。しかし処理速度おそ

し 

 

 モスクワの地下鉄は、一説によれば核戦争時の防空壕も兼ねていたとか？ で地

下深くに設置されています。防空壕なら、入口は狭く、内部は広いのがいいでしょ

う。一応撮影禁止なので写真はないけど、興味あるひとは適当にぐぐっておくれ。 

 てなことで、地下のホームまでは最小の断面積しかありません。上がりの下りのエ

スカレーターがぎりぎり入る大きさで半円形のトンネルが我々を地下空間へといざな

います。ここはかざりっけまったくなし。そっけなきこと限り無しです。体感角度４５度

のいささか恐怖を覚える角度で、高速エレベーターが我々を地下へ送り込みます。

しかもエスカレーターと手すりの進行速度が一致してません（手すりのほうが早い。

どういう設計思想なのだ？）。下りだと自然と身体が前のめりに・・・あまりに危険な

ので、エスカレーターの下には監視所があり、カメラで取った何箇所かの映像を監視

しています。だれか転んだら停めてくれるんだろうか？それとも、旧ソ連時代は怪し

い人物を見張ってたんでしょうか？ 

 

一方で地下空間はとても広く、天井も豪華に装飾されています。まあ核戦争に備え

るなら、ここで長時間過ごすわけですから、地下を装飾するのも精神衛生上意味の

あることでしょう。核戦争対策なら・・・ 

またできるだけ地下空間の収容力を広く！という思想が最優先なのか、路線の乗換



ではやたら歩かされ、移動距離半端無し。不便ですねー。しかも階段もあれどバリア

フリー度ゼロ。こりゃ車椅子は無理だし、お年寄りとかかわいそうだよ・・・ 

 

で、やっとの思いでホームに出ると・・・ 時刻は夕方の帰宅ラッシュ時だったのでも

のすごい人です。こちらの人は並びません。てーか、ホームにいてもどこに電車の入

口が来るのかわかりません。線とか引けばいいのに。結局、さっき来た電車と若干

違うところで次の電車の入口が止まったりします。 で、そこで我先に出る人、入る人

で押し合いへしあい。えーと、渋滞学とか紛流体の流れとかで、狭い口に我先に粒

子が突っ込んで、「結局誰も出られない（閉塞）状態が出現！」って感じです。並べば

スムーズに流れるのに、皆が並ばないから私も並ばない ってのが最適解になっち

ゃうという悲劇ですな。 

 

たくさんの人がまるで波のように出てきて、巻き込まれたおばさんがなにか叫んでま

す。超訳してみましょう。 

「ワタシが降りるのは次の駅なのよ！！ ～押すなバカ。 fuck you！」 

でもおばさんは人波みに流されて階段のほうへ消えました。下手に立ち止まったり

すると、転んで踏まれて死ぬかもしれませんです・・ これに乗るの、僕・・・でも乗ら

ないと７日ぶりの風呂に入れない。 人並みに押されて入りました。この時点でペット

ボトル（ポケットにあった）を紛失。最後の人が十分入りきる前に「ガチャン！」と容赦

なくドアが閉まります。 すかさずドアの周りにいたマッチョおじさん二人がドアをこじ

開けて最後の人を救出しました。その手馴れた様子から判断するに、よくあることだ

と思われます。 

一方、救出された人は、「挟まれた靴が壊れてないか？」とチェックしてます。・・・恐

ろしいです。 

 電車は結構なスピードで走り、ブレーキのかけかたも急です。ガタガタとよく揺れま

す。でもつり革なんてやわなものはありません。手すりはあるんだけど、高いんだ

よ！ その上駅と駅の間の距離は日本よりずいぶん長いように思いました。 

 出るときも人波に流されて出ました。殺気立ったおばさんに罵られたような気もしま

すが、多分気のせいでしょう。 

 

げに恐るべし、モスクワの地下鉄通勤ラッシュ。時間帯をずらせばわりと普通です。

だけどね、標記される文字はロシア語のみ。キリル文字が読めるか、ガイドブックを

持っていない人は、ここには入らないほうがいいでしょう。 

 

んー。モスクワはねぇ。赤の広場のレーニン廟は入れないし、クレムリン宮殿のチケ

ット売り場は行列した挙句に「今日は休みだ」だとー。警官だか軍隊がいっぱいいて

なんかあるんか？って感じ。（プーチンの再選に問題があったとか後日ニュースでや

ってた）観光的にはいまいちかナァ。 



あ、でも夜にサーカス見に行って、これは楽しめました。あとロシア外務省。建物す

げー威圧的で感動。 

それから、クレムリン近くの博物館みたいなところで（入るのにけっこうしっかりした警

備あるのよ）、 

蜂蜜生産者直売市！をやっててちょっと微笑ましかった。ロシアだって、普通の生活

はふつうなのよ、いまや。 

 

さらに。ロシアでも日本料理店が最近増えてきたけど、高くてまずいらしい。店の面

構えを見てみますと、これ日本じゃねーよ、中国だよ、でも巻き寿司っぽいから日本

料理店かなぁ・・・あまりおいしくなさそう・・・って感じ。そこでロシア人の夢は、日本に

行って本当の日本料理を食べることなんだってさ。 アルバート通りのレストランで隣

り合ったロシア人カップルの談話。お世辞でもうれしい。 

 

 しかしだなぁ、中学の社会の時間、先生の話を聞かずに世界地図をみてあちこち

出かけることを夢想していた僕がだよ、まさか赤の広場に自身が立ってるなんて、信

じられないよね！まああの頃、自分が海外に行く、なんて想像できなかったもんな

ぁ。 

ユーラシア大陸横断旅行 その 4 ロシア  



 

本来なら、次の国に行くべきなんだけど、ロシアってあまり情報のない国だから・・・ 

 

上の写真は、とある雑誌に載っていた ロシアの２０１０年現在の人口構成図です。 

黒い部分は男性と女性を比較して多い部分を着色したものです。 

 



５０歳くらいを見ると、なんか男女比率がとてもいびつですね。  

２００８年の男女の平均寿命は、男性６２歳、女性７４歳 だそうです。 

→http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/8985.html 

 

この原因について、上記のＨＰではこのように書かれています。 

 ロシアは、社会システムの崩壊がもたらす大変な状況に襲われたと想像されるが、

以下に、ロシアの平均寿命の短さについての要因分析を要領よくまとめている国連

開発計画 UNDP の報告書から引用することとする。 

「死因を調べるといくつかの事実が明らかになる。ロシアでは、食事と生活様式の影

響で、心血管疾患の発生率が高い。ロシアではこの「先進国病」のほかに感染症が

増加しており、結核やＨＩＶ／エイズの脅威が増大している。殺人や自殺も、アルコー

ルの過剰摂取と密接に関連している。」 

 

だそうです。ふむ。ロシアの皆さん、ビールを大量に飲むのは控え、つまみを食べな

がら飲みましょう！ 

 

また、１６歳程度以上の労働生産人口に比較して、次世代を担う若年層の人口がか

なり少ないのも気になります。日本が言うことではありませんが、ＢＲＩＣＳともてはや

されている割に、その将来性はどうなんかねぇ？と思ったりします。この観点では中

国も一人っ子政策取っていて同様なんですが、その減り具合はロシアのほうが激し

いように思いました。 

 

あとインフレもけっこう激しいみたい。消費者物価指数（前年比） 

2006- 9.0% 

2007-11.9% 

2008-13.3% 

2009- 8.8% 

2010- 8.8% 

 

とすると、2005 年に１００円だったものは、２０１０年に１６４円程度になりますかな。 

たいしたことないように思えますが、日本の場合、「日銀が年１％の物価上昇を目指

す」と報道されたとたん、市場が「やる気なかった日銀が、意外だよね！」って好反応

したことを思うと、すげー率なんでしょう。まあロシアのインフレは徐々に鈍化してい

るって言われてますけど。さて、ロシアの未来は？ 

 

参考文献：月刊ロシア通信 ２０１２年 第１４１号 

これ、ロシアのどこで手に入れたんだっけ？この部分だけ面白かったので切り取って

持ってきたけど・・・ 



ユーラシア大陸横断旅行 その 5 ロシアからＥＵへ  

 



 

 



 

 モスクワからベルリンへ抜ける日。列車はモスクワ発 ベラルーシ、ポーランド経由 

オランダのアムステルダム又はスイスのベルン行き国際列車をベルリンで途中下車

するわけです。日本にはこういう国際列車はないので、ちょっと新鮮ですね。今度は

２等車。コンパートメント１つを僕ら二人で使います。丸２４時間の乗車です。 

 

 列車はおそらくドイツ製です。と言うのは、車内に「事故の時に窓ガラスを割って脱

出できるハンマー」が備え付けられ、長々と説明書があったからで、ロシアの車両で

はこういうことはありえないからです（笑）車掌はロシア人ですが、今度は少し英語が

できる人たちでした。 

 

 車窓を眺めていると、モスクワからベルリンまで本当に大平原が続きます。モスク

ワは雪の中でしたが、徐々に雪の量が減ってきて、川も凍っておらず水が流れてい

る状態になってきます。そしてロシアかベラルーシで、ついに雪の上に緑の草が生え

ているのを発見。ちょっと感動しました。 そのうちに土（大地）が見え始めます。イメ

ージ的には北海道の十勝を思い浮かべていただければと。 

 ロシアは過去にナポレオンやナチスドイツのモスクワ侵攻を受けていますが、攻め

るほうは、機動力さえあればそれほど難しくはなさそうです。逆に守る側は、防衛拠

点となる山や大河は存在しません。うーんどうしよう？おそらく自国の領土をできる

だけ西に拡大しておいて、国境からモスクワまでの「距離」を武器に首都を守るしか



ないですね。そんなような理由で、旧ソビエトは実力からすると大きすぎる「壁の東の

連邦体制」を必死に維持しようとしてたんでしょうか？ 

 

ロシア～ベラルーシ～ポーランド（ＥＵ）と３つの国を越えるので、パスポートコントロ

ールは３回あると思っていたのですが、実際には２回でした。両者とも電車の中です 

ロシアとベラルーシは仲良しなのと、ベラルーシを通るのはほんの一瞬なので省略し

ているのでしょうか？（でもベラルーシを通過するビザは必要なんだけど） 

 １回目の審査官に「ロシア語かドイツ語が話せるか？」と聞かれました。（聞き取れ

たのは ロシアンオアドイッチュ？だけですが、この場面ではそれしかありますまい）

「ＮＯ」とこたえてひたすら沈黙して出国審査はおしまい。日本のパスポートは強いね

ぇ。 審査官は我々に何か注意をしていたようなのですが、ロシア語なんでわかん

ね。けっこう焦ります。 

 

ロシア・ベラルーシ間とポーランドでは、線路の幅が違います。と言うことは、この駅

で車両を乗り換えないといけないのでしょうか？ 乗り換えるなら、いつのタイミング

で？？ 我々は荷物をまとめてすぐ出られるようにしていましたが、車掌さんと意思

疎通ができず、焦りました。 

 

結局、わからずびくびく乗っているうちに、電車はプレハブの小屋で一両ずつ切り離

されます。 入国審査の続きか？？  トイレも封鎖されいつまで続くかわからない緊

張。 

と、隣の電車が吊り上げられている！ 注意してみてると、乗客を乗せたままの車体

が吊り上げられ、器械で車台の幅を狭くしてるじゃないですか！ 

 さすがロシア、やることがダイナミックです。日本だったら乗客はトイレ付きの待合

室に下ろし、待たせるところです。 線路の幅が違うのも、国防上の理由でしょうか？

不便だけど。 

 

 一時間半ほどして無事列車は走り出し次はポーランドの入国審査です。ＥＵは一

回入ってしまえば、協定により域内の国を移動する際にパスポートのチェック等はし

ないので、けっこう厳重にやります。我々のパスポートも 

偽造防止の穴を虫眼鏡で厳重にチェックされ、どこかに電話をかけられ、ＥＵ域内に

何日いるか？と片言の英語で聞かれました。ただ、これだけしっかりチェックをされＯ

Ｋが出てから、審査官が同僚に「one japanese and one Korean」と言ってるのに思わ

ず笑ってしまいました。あれだけ厳重にチェックしておいて、僕は韓国人だったんで

すか・・・韓国と日本では、パスポートの表紙の色からして、違うんだが。 

同僚審査官も「おかしくね？」と思ったらしく、再度来て「パスポート見せて」って。何

事もなく終わったのですが、彼らは何をチェックしてたんだろ。そのあと警察のチェッ

ク。 おそらく不法移民対策でしょう。  



 

てなことで、24:30 にベルリン中央駅に到着してほっと安心の一息。だって建物の壁

に 

「Willkommen in Berlin」って書いてあるんですよ。ドイツ語知らなくても、ベルリンへよ

うこそ って書いてあるの分かるじゃないですか。 ロシアのキリル文字では地名すら

わかんないうえに、駅に「ようこそ！」なんて絶対書かないからね（笑）。でも本当に、

ローマ字って偉大だね。意味わからなくても、とりあえず僕らでも読めるんだもん。パ

ックスロマーナ万歳。いや、意味違うか。※ 

 

 駅前の予約済のホテルへチェックインの時も英語通じる通じる。大学の第二外国

語はドイツ語だったので、ドイツ語でチェックイン挑戦してみようかと思いましたが、

（単位を落としたとはいえ Mein name ist moto とか Ich have～ くらいはわかる。

英語「reservation」をどう発音変化させるとドイツ語風？ と車内でいろいろ考えて

た）。止めておいて正解でした。 

 

チェックインのとき、「wifi は使うか？」といわれて「ＮＯ」と言うと、「こいつら頭おかし

いんじゃねーか」と言う顔をされました。なので「そいつはタダか」と聞くと「宿泊者は

タダ」とのこと。「んじゃ使うからパスワードくれ」というと、「日本人はケチだナァ」とい

う顔をされました。 

 教訓。ドイツのホテルで「wifi 使うか？」といわれたら、使わなくても「使う」と答える

のがドイツのマナーと言うものです。まあ、それくらい普及してるってことなのかな。 

後日泊まったＹＨでは聞かれなかったけど。 

 

 

※ＥＵってのはローマ字を使う国の集まりだ と思えば、あながち間違いでもないか

も。ギリシャ語はローマ時代も尊重されてたから、特殊だと思えばね。そういえばトル

コ語もクロアチア語もローマ字標記のはずだし。 

ユーラシア大陸横断旅行 その 6 ドイツ編  



 

 



 

 

【写真】 イシュタル門全景、レンガ部分、ローマの建築彫刻（部分）、ミュンヘンパー

クＹＨの夕食 

 

旅程上は、ベルリン～プラハ（チェコ）～ミュンヘン～パリ と旅したのですが、ドイツ

はまああんまし書くことないので１記事で済ませます。 

 

まず、ドイツはとても旅行しやすい国です。英語は大抵どこでも通じますし、英語での

標記がしてあることもとても多いです。日本とよく似てすべてがきちんきちんとしてい

ますし、清潔ですし、旅行しやすい国だと言えるでしょう。 ただ、その分面白みがな

いって言うか、僕的にはあんまり楽しくはなかったのですが・・・でも安心して旅行でき

る国である でしょう。スリとかあまり気をつけなくてもいいしね。 

 

ドイツで「へぇ」と思ったことは２点。 

①電車では一切改札がない。 

 日本だとその後ホームに入るため改札があり、ホームから出るため改札がありま

すよね（田舎の無人駅だと車内で実施する時もしない時もあるが）。それが都会でも



一切無いのです。 時々車掌が改札を行い、持ってない人はとてつもない額の罰金

を取られるそうです。 もしそれが制度を知らない外国人旅行客でも容赦はしないと

か（ガイドブックによる） 

日本だと、こういうシステムにするとキセル乗車する人が続出するのではないでしょ

うか？で、つかまったとしても、いろいろ言い訳をしますよね。定期持ってるけど、うっ

かり更新忘れてたとか。 

 で、こういう場合に、鉄道会社が原理原則に則って弁償金を請求すると、場合によ

っては「人情味が無い」とか「融通が利かない」みたいに非難されてしまう場合もある

のではないかと。 

 

日本人である僕はそう考えるのですが、ドイツでＮｏ改札システムがきちんと稼動し

ているということは、ドイツ人は「規則だからキセル乗車はしない」「規則なのだから、

もし違反したらたとえどんな事情があろうと罰金を払わなければならない」と考える人

が大多数である ということなのでしょうか。さもなければ、鉄道会社は改札システム

を導入するでしょうから。 

 

こんなジョークがありますね。 

沈没間際のタイタニック号。救命ボートが足りないので、船長は男性客にそのまま海

に飛び込むよう説得します。 

英国人に「（ボートは）レディファーストです」 

米国人に「飛び込めば、君はヒーローになれる」 

ドイツ人に「飛び込むのが規則です！」 

イタリア人に「飛び込めば女性にもてますよ」 

フランス人に「飛び込むな！」 

最後に日本人に「皆さん飛び込んでいるようですよ。」 

いろいろバージョンはありますが・・・本当かどうか知らないけど、なんとなくそんな気

もするね。日本人の場合、「赤信号、皆で渡れば怖くない」もあるね。 

 

②博物館で、展示品と見学者の距離が短い 

これは基本的にヨーロッパの美術館や博物館では一般的なんだけど・・・ 例えばベ

ルリンにあるベルガモン博物館。ここにはバビロニアにあったイシュタル門というの

が、現地からそっくりそのまま移設されています。これは紀元前 575 年、ネブカドネ

ザル 2 世によって建設されたもの。数え方によっては「世界の七不思議」にも数えら

れているはず。 

 日本だと、こんな貴重な資料はガラスケースに入れられ、見学者とかなりの距離を

取るよね。そしてもちろん撮影禁止でしょう。 

 

 ところが、ヨーロッパではガラスケースに入ってない一級の芸術品は多いし、フラッ



シュをたかなければ撮影は普通ＯＫ（フランス・オルセー美術館とスペイン・プラド美

術館はダメだったけど、他はＯＫ．プラハでは、撮影料を入場料と別に払えば撮影Ｏ

Ｋのところが多かった）だし、見学者との距離も短いんです（写真） 

 

なので、ちょっと離れてイシュタル門に感動したのちに、これってどう絵着けしたんだ

ろ？とか思えば 

超接近して写真を撮る事もできる。その結果、うーん、レンガに一個一個に彫刻し

て、それに釉薬塗ってから焼いて、できたレンガを順番に積んでいったんだな。えら

いこっちゃだな とか思えたりする。 

 

ローマの古代建築で飾られている装飾に感動したあと、ところで見えない部分はどう

なってんの？と側面に回りこんでみると、あ、やっぱし見えないところは何もしないの

ね。ん、もしかして表面の彫刻してある石材と、構造部材の部分の石材は材質違う

んじゃないの？とか疑問に思ったりできる。写真を撮っておいて、あとから考えること

もできるよね。（正面からの「きれいな」写真は画集を探せば見つかるかもしれない。

でも、こういう「かっこ悪い」部分は、自分で取らないと捜してもないよね） 

 

 日本のほうが発掘品それ自体を大事にしているのかもしれない。でも美術館や博

物館では、それを「うまく見せる」ことも大事な役割のはず。 ヨーロッパと日本の展

示を見て、日本の見せ方は過剰に防御しすぎているんじゃないか という気がしまし

た。 

 

P.S.直接上の話とは関係ないけど、ドイツでは外食の値段が高いので、ＹＨに泊まっ

たらＹＨで夕食をとるとよい とガイドブックに書いてありました。でミュンヘンのＹＨで

食べた夕食がこちら。６．５ＥＵＲＯで大満足です。量も多いし、味もまあああです。 

このあと味をしめて パリ（フランス）とトレド（スペイン）でＹＨで夕食をとりましたが、う

ーん、こっちはひどい。ＹＨで夕食をとるなら、ドイツだけにしましょう。 ちなみに夕食

はＹＨの予約システムでは予約できないので、直接ＹＨにメールを送って予約が必要

か確認すると良いでしょう。 ミュンヘンのＹＨでは夕食時間 18:00-18:30 時、パリで

は 19:00-21:00 利用可能となっており、この辺の考え方も面白い。 

ユーラシア大陸横断旅行 その 7 チェコ編  



 

 

 



 

 

【写真】エルベ川（電車からの眺め。手前の袋はおっさんが食べてるマックの袋）、プ

ラハ無料ガイド（モニュメントは「カフカ」の「変身」かな とイスラエル人カップル）、スト

ラホフ修道院収蔵品と図書室、ＢＡＲ 

 

ドイツはベルリンを９時に出る鉄道に乗ると、午後１時半にはチェコのプラハに着きま

す。近いよねー。ドイツのドレスデンを経由してプラハへ線路が延びているのだけ



ど、ここはドイツにしては珍しくエルベ川に沿った渓谷を車窓に楽しめます。感じとし

てはまるで飯田線（笑）。車窓風景はまるで違うけどね。 

 

プラハは美しい。ドイツも美しいんだけど、戦争でみんな燃えてしまい、再建したもの

であるのに対し、ここは古くからの町が残ってるんです。それにベルリンはねえ、町

の真ん中にでかい公園があったり、観光名所がけっこう散らばってて歩いて観光す

るには疲れるんですな。プラハ（旧市街）はこじんまりとまとまっていて、観光するの

にとても良い大きさです。 

 町の感じをつかむために、無料ツアーに参加されることをお勧めします。もちろん

お金を節約したくて、英語がいくらかわかる人は、ですけど。お金を出せば日本語の

もあるのかな・・・。１１時と２時半から２時間のウォークツアーで、時計台広場から出

発します。この日はガイドさんがオーストラリア人（チェコの魅力にはまって、チェコ人

の奥さんをもらって居ついたそうな）に、オーストラリア人多数（親の世代に中国から

移住した人たち）、ロシア人とイギリス人のカップル、イスラエルのカップル、中国人

のカップル、アメリカ人、僕 てーか、カップルばかり。説明はざっとガイドブックを読

んでおけば大体わかる。でも時々ジョークが聞き取れない。なので日本人的処理法

でごまかす（ジョークがわからなくても、とりあえずまわりにあわせて笑う） でもツア

ーはとてもおもしろかったので、たくさんチップをあげました。こういうとき、いくらあげ

ればいいのか って困るよね。 

 

 そのあと王宮※やらシナゴーグ（ユダヤ教の寺院。プラハの The old-new 

synagogue というのがヨーロッパで一番古いシナゴーグらしい。）あたりを散策。シナ

ゴーグの回りは昔のユダヤ人街。ユダヤ人って古くから偏見をもたれ、ヨーロッパの

都市では狭いゲットーに押し込められ生活をしていました。なのでとても狭い墓地に

びっしり墓石が並んでいて圧巻だったり、ナチスに強制収容所に連れて行かれた人

たちの名前や年齢が壁にびっしり書かれていたり、なかなか重い見学になりました

が・・・まあ見る価値はあるだろうね。関心あるひとには。 

 

もう１つのお勧めは、「ストラホフ修道院」です。ここは 1140 年に建てられた修道院な

のですが、図書室が見学できます。 中世の修道院ってのは、知識の保存をしてい

た研究所みたいなところでもあるわけです。チェコは内陸国ですが、当時どうやって

運ばれたのか海の生物の標本が展示してあったり、図書室にはびっしり本が並んで

いたりします。中世の修道院の光の一面がどんな感じなのかがわかります。光と影

の面を感じたいなら、映画「薔薇の名前」を見ておくと良いでしょう。 

 

あとはてきとーに省くけど、プラハの夜にはビールしかないでしょ。てなことで下痢し

ているのにも関わらずＹＨ近くのバーへ。地元の人たちでいっぱい。観光客は変な日

本人が１人。 



そこで本日のスープと 0.5L 黒ビールを頼むわけですけど、会計は４００円程度。 す

ばらしい。２日連続出撃して下痢がますますひどくなる。でもビールうまいんだもん！

スープもなんだか不明だけどとってもうまい！（下痢の時にビールをのんではいけま

せんよ。ビールは利尿作用が強いので。下痢の時には水分を補給しておとなしくして

いましょう。間違っても張り切って朝早くから歩き回らない！） 

 僕は１人で来たんだけど、雰囲気も良かったのでバーのオーナとおねぇさん？の写

真を撮る。結構珍しい行動。でも感じいいでしょ？ 

 チェコの人々のビールの呑み方は、つまみを頼まないところはロシアに似てる。で

も、しゃべりながらビールを「ちびちび」と呑む。おしゃべりをしてタバコを吸う って感

じ。 

 

チェコは英語も大体通じるし、町はきれいだし、お土産にする小物もけっこうセンスい

いと思う。食事は・・・あまり食べてないのでわからんが、ビールはうまい。ビールなん

て基本飲料なので、ソフトドリンクと同じかむしろ安いくらい。 だから女性から呑ん兵

衛まで万人に進められます。唯一の欠点は通貨がユーロじゃない（コルナ）。僕はだ

いぶあまらせて大量にはがきを買うことになった。まあいろいろあるんでいいんだけ

ど。僕が主に買ったのは made in USA（地球の衛星写真はがきとか・・・）でした。 

 

ころは３月初旬。雪は全然ありませんが、まだ夜は寒いです。夜出歩くときは手袋と

帽子が必須です。ドイツより、ちょっと寒かったかナァ。 

 

今回の旅で一番いい所でした。また行きたい。あとウイーンも旅人情報交換では人

気高かったですよ。 

 

 

 

※そういえば王宮で衛兵交代を見たんだが、ロシアは赤の広場の衛兵交代とはだい

ぶ雰囲気違ってたね。ロシアは歩く時もすげーびしっとしてたけど（北朝鮮みたいな

感じ）、チェコだとちょっと気合が抜けてる。立直の時も時々写真撮影に反応して目

が動いてたし。まあこの方が個人的には好きなんだけどね。  

ユーラシア大陸横断旅行 その 8 パリ人を見て考えたこと。  

花の都、パリ。 そこを闊歩するパリジャンやパリジェンヌたち。（古いかな？） 

そのような言葉を聴いて、あなたはどんなイメージを持つでしょう？ 

 

石畳の町を、背の高い金髪の美女が、華美ではないけれど良くあった服を着て、颯



爽と歩いている姿を思い浮かべた人いますか？ ←僕です。 

 実際には、半分正解で半分外れです。たしかに背の高い女性が、華美ではないけ

れど良くあった服を着て、颯爽と歩いています。ただしアフリカ系（黒人）やアジア系

（東洋人）がとても多いんですよ！ もちろんフランス人として。 

 昔、アジア（仏領インドシナとか）やアフリカに植民地をたくさん持っていた名残でし

ょうか？※あるいは自由平等友愛精神で移民に寛容だったからかな。ドイツではそ

れほど感じなかったのですが、フランスへ来ると、多民族国家って感じました。 

 それだけに、いろいろ問題もまた抱えているようで、移民とその子孫の失業率が高

いこと、白人やもともとフランスにいた人たちが、低賃金でも働く彼らに働く場を奪わ

れるんじゃないかと警戒する動きもあるのでしょう。もともと若い人の就職率はとても

低いですから、欧州危機など経済状況が悪いと・・・こうなります。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

国民戦線が過去最高の得票率 極右ポピュリズム、台頭鮮明に 

2012.4.23 

仏大統領選第１回投票で、極右・国民戦線（ＦＮ）のマリーヌ・ルペン党首（４３）が１

８％の得票率を得た「移民に寛容な多文化主義が欧州の伝統や文化遺産、国家ア

イデンティティーを破壊する」と主張 

→http://sankei.jp.msn.com/world/news/120423/erp12042321560010-n1.htm 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

本命のオランド氏（社会党）29%,現職サルコジ氏（国民運動連合）27％に次ぐ堂々の

第三位です。今度は５月６日の決選投票なのですが、サルコジ氏は国民戦線（極

右）の票の取り込みを狙い、オランド氏は４位の極左（メランション氏・左派戦線 11%）

の取り込みを行うでしょう。極右政党もかなりキャスティングボードを握っているの

で、ある程度今後の政策に反映されていくんでしょうね。 

 

 日本は移民ガードの固い国なので、あまりこのような問題は起こってないのです

が、これから少子高齢化で労働人口が減っていく中で、移民入れないともたない と

いう話が起こるかもしれません。（団塊の世代が超高齢化して介護が必要になった

とき、誰が彼らを看護すんの？僕らの世代だけど、皆がみんな介護の仕事するわけ

にはいかないよね）  

 今はフィリピンからせっかく来てくれた介護士さんや看護婦さんたちに、日本国は

冷たい仕打ちをしていますが（来日２年以内に日本語の介護資格試験通らないとダ

メ だっけ？）、そのうちにこれが笑えない話になる時が、来るんじゃないかな。「なん

でその時に日本につなぎとめておかなかったんだ！」ってね。向こうでそれなりの実

技経験があれば、あとは適度に日常日本語会話ができて、被介護者の受けがよけ

れば、それでいいんじゃないかと。「資格ある日本人だけど、介護者虐待します」よ

り、「会話ちょっとへんだけど、頑張ってくれるよ」ってほうが自分は介護されたいけど

ね。介護に大事なんは日本語じゃねえべ。 



 

※南アメリカには、ブラジルの北に「フランス領ギアナ」ってのがまだありますし、太

平洋上にはたくさんフランス領の島があります。タヒチ島とか、原爆実験してたムル

ロア環礁はフランス領ポリネシアです。 

 

あー、ところで「颯爽と歩く」 というとかっこいいのですが、首都で忙しいからせかせ

か歩く習慣がついているって部分も大きいのではないかと。 パリの地下鉄はハンド

ルを回してドアを開けるのですが、一つ前の駅からハンドルに手をかけ、まだ列車が

しっかり止まってないのにハンドルをガチャガチャしている人もちらほら見かけました

んで。 「てやんでー、こちとらちゃきちゃきの江戸っ子でい！」 って言葉が浮かんだ

次第です。彼らに湯船に浸かる習慣はありませんが、きっとアツいシャワーをさっと

浴びて出るのが「いき」でございましょう（笑） 

 

もう１つ。これはフランスに限りませんがヨーロッパでは地下鉄や列車の中で 

「音楽を演奏したからお金をくれ」「貧乏だからお金をくれ」おじさんがけっこう出没し

ます。←要するに物乞いです。音楽は、ヘタってレベル。まあ「一応引いたぜ」って感

じですかね。 

日本人だとこれはそもそも取り締まりの対象になるだろう と思うのですが、それはさ

ておき観察していると小銭をあげる人もちらほら。もちろん無視する人も、断る人も

いますけどね。でもある程度小銭をあげる人がいるってことが、僕としては理解しず

らいところでした。日本だとあまりあげる人、いないよねー。駅前の○○募金ならとも

かくさ。 

 

それから、ヨーロッパの鉄道では、特に一等では、コンパートメントの形態が多い と

思っていたのだけれど、ロシアで見た以外は全然見かけなかったな。やっぱ効率重

視になって来てるのかな。ただ映画のワンシーンをとるなら、コンパートメントのほう

が雰囲気出るよね。  

ユーラシア大陸横断旅行 その９ パリ（ロマネスクとゴシック建

築） 



 

 

 



 

 

 

１．アーチ屋根のかけ方（ロマネスク関連） ２．イブの誘惑（複製 ロマネスク彫刻の

代表事例） ３．尖頭アーチ（ゴシック関連）４．ノートルダム大聖堂（模型）５．ノートル

ダム内部 ６．イエス復活 with マグダラのマリア 

 

 

今回はモト風味雑学でございます※。ヨーロッパをふらふら観光していると、どうして



も「教会」と言うのは大きな位置を占めるわけです。で、ここでは建築様式の勉強も

兼ねて、 ロマネスク様式とゴシック様式を紹介しようと思います。そのあともルネッ

サンスとかロココ、バロックとあるのですが、興味ないので省略。 

 

教会ってのは、大勢の人が集まってお祈りしたり、ありがたい説教を聴く場所でござ

います。なので柱の無い広い部屋が欲しい。柱に隠れて寝る不信心者が出ないよう

に（笑）。まあイメージ的には今の体育館みたいなのが造れると一番なのですが、当

時の建築技術からすると、どうすれば・・ 

答えはアーチですな。アーチの下に木か何かで支えを造って石を積んでいく。最後

に真ん中の要石を入れて支えを外すとアーチの完成。割と組むの簡単。  

 ただね、石の重量が壁にドーンとのしかかるから、壁は厚く、窓みたいな開口部は

小さくしないといけない。これが当時（おおよそ 1000 年から 1200 年頃まで）の建築

技術の限界。 のちの世の人が「ありゃ粗野なローマ風様式だがや」と言ったので、

「ロマネスク」と呼ばれるようになりました！ 

 

でねえ。当時の聖書って「ラテン語」で書かれていて下々には読めないでしょ。だか

ら聖書の物語を彫刻にして建物を飾りました。写真はオータンの「サン・ラザール大

聖堂の”イヴの誘惑”」（の複製）。これ見せて聖職者が説明すれば、無知な下々も、

キリスト教のありがたさがわかるってもんです。めでたしめでたし。 

 →イブが右側の蛇にそそのかされてりんごを食べようとしてます。まだ「羞恥」は生

まれてないので、裸です。でも隠すところは「たまたま」樹の陰です。まあ中世の作で

すから。 

 

 

でもねえ。現実的な話をすれば、信者の信仰が深ければたくさん寄進してくれるでし

ょうし、教会の威厳も高まるってもんです。もっと信者が深く感動するような建物を作

りたいナァ。※ 

 

「はあ、そのためには、建物の屋根を高くして、さらにステンドグラスなど飾るといい

んじゃないでしょうか？仰ぎ見る高い天井、そしてその壁から光の差すステンドグラ

スに映し出される神様。これが天上界のイメージかと思うようなしかけっす。」 

「んー、いいアイディアだね、君、司教に昇進！それ造りたまえ。」 

「えー、採用されちゃったよ。困ったな。屋根高くするにはどうしよう？それとステンド

グラス多様するには、壁に広い窓（開口部）が必要だよね。どうやって加重を支えよ

う？」 

 

ということで生み出された構造が尖頭アーチとフライングバットレスです！ おお、技

術革新！ 



アーチはアーチなんだけど、半円より高さが取りたい！じゃあ半円じゃなく、とがった

円形にすりゃあいいよね。で四隅から石を中央に集めて頂上に要石を置けば、下に

高い空間ができる（でもこれ組むの難しいです。模型でやってみましたが、３回目に

ようやく成功） でね。壁も開口部が増えて壁だけで支えられないなら、外にＴ字に支

えの壁を造ればいいじゃないですか。それも宙に浮かせる感じで、まるで飛んでるよ

うな軽やかなイメージで。名前も「flying」って付けましょう。 

 いいね！（by facebook） 

 

って造られたのがパリのノートルダム寺院です。 外にはフライングバットレス満載。

内部は尖頭アーチとそれを交差されたヴォールト構造で高い天井下空間を実現させ

ました！（当社比） 

 まあこの様式も、「ゴート（族）風で野蛮でダサイだがや」とけなされたので、ゴシッ

クって名づけられたんですけど・・・ま、まあ古い教会はこのタイプが多いですね。 

 

あー、ノートルダム寺院の祭壇周りには絵画も描かれています。聖書にあるキリスト

の一生を描いた絵ね。 

これは復活したキリストが、マグダラのマリアの前に現れた有名なシーンです。 マリ

アはキリストの復活を信じた「良い」信徒なのに、キリストは冷たく「オラ、さわるんじ

ゃねーよ！」と言ってます。一方で「悪い」信徒のトマスは「死んだ人は復活せんや

ろ、オレは磔に去れた時の傷を確認しないと復活なんて信じね」と言ったので、キリ

ストが右わき腹の傷を触らせているシーンもあるのでございます。信じるものは救わ

れ・・・てる？のかな。 

 

 写真はノートルダム寺院と、シャイヨー宮にある建築遺産博物館で撮影しました。 

 

 

※この思想のオリジナルは岡田斗司夫「ぼくたちの洗脳社会」から来てます。 

宗教が考えることは日本も割と似てて、奈良は斑鳩の法隆寺も建立当時は舶来最

新技術の瓦屋根、派手な赤色に彩色された建物で、一般庶民に「すげー建物だ

わ！仏教ってやっぱすげーわ」と思わせたことでしょう。法隆寺はその後長ーい年月

が過ぎ、今では極彩色の塗装は剥げて日本人好みの「枯れた」色になってますけど

ね。もともとああいう風合いだったわけではないですよ。まあ建物や音楽、光の使い

方や演出などトータルメディアで人を魅惑させるのは、どこの宗教でもあることでしょ

う。 

 

※大体あってると思いますが、間違ってるかもしれません。宗教をおちょくってるわ

けではありませんが、そういう一面も否定できないだろうってことで。たぶん他意はな

いと思いますので、お許しください。 



ユーラシア大陸横断旅行 その 10 パリ（フランス観察いろいろ）  

 

 



 

 

 



 

 



 

フランスで見たこと。そして思ったことがいろいろあるのだけれど、ここでまとめて残

りをやります。写真の並びで。 

写真１．国際線ＴＧＶの食事 ２．ドイツの典型的な料理 ３．パリのパッサージュ 

４．ルーブル博物館の入場行列 ５．タペストリー ６．フランスのニュース番組 ７．

フランス原発 ８．アヴィニヨンの桜 

 

 ミュンヘンからパリへの電車移動では、ドイツ国鉄のＩＣからフランス国鉄のＴＧＶへ

乗り換える。フランスの電車に乗り換えるとちょうど昼時で、一等車ではなんと昼食

が出る（写真１）。ただでワインも出る！ 外装もちょっとおしゃれなこの食事がおいし

かった。下手な航空機の機内食よりいい。冷たいけれど、ステーキはちゃんとレアだ

し、デザートはムースにちゃんとソースがかかっているし、付け合せのマッシュポテト

は香草（コリアンダー入り）で非常に美味。 ←タダの香草好きなだけかも。 

 ドイツ料理とフランス料理の比較 

典型的なドイツ料理（骨付き豚肉の茹でたもの。写真２）。決してまずくないが素材の

味で勝負！なところがあって、ポテトサラダに香草入れて味付けようってことはしな

いでしょう。これはこれでうまいけど、でかくて味が単調で途中で飽きる。 

フランス料理はドイツ料理より手が込んでる分、おいしいように思います。フランスー

ドイツ国境を越えると明らかに違うのは、フランスはパンが柔らかい（フランスパンは

外はパリッと、中はもちっと。だよね。ドイツ以東は中もこわごわしていて、日本人の

口には合わないと思う。） 

僕は日本のパンは嫌いじゃないが、ドイツ以東のパンは固くて苦手。フランスなら固

いパンがいやならクロワッサン食べればよいのだが、残念ながらドイツにはない。 

あと列車のトイレットペーパーもドイツ以東は質実剛健、固いのよね。 

 

パリでの観光のおすすめは「パッサージュ」まあ日本の昔の商店街に、ガラスで屋根

がついて、そぞろ歩きが楽しめる感じ（写真３）。多分に観光地化されているけど、シ

ョーウインドーショッピングもよろしいかと。場所は「地球の歩き方」とかの地図に載っ



てます。 

 それから、パリで時間の無い人は、あらかじめミュージアムパス購入がおすすめ。

ルーブル美術館は平日の開館３０分前から並んでいるけれど（写真４）、このパスが

あると並ばないで入場できる。安くはないが、こちらでは行列ってやたら時間がかか

るので、時間が無いけどたくさん美術館や博物館に行きたい人は事前に購入すべ

き。インターネットで検索してね。 

 

 写真５はパリのクリュニー中世美術館で飾られているタペストリーです。タペストリ

ーってのは壁掛けなどに使われる室内装飾用の織物のこと。壁にじゅうたんみたい

なのを掛ける必要性は？と思ってたら、 

「キリスト教会では、特別な日などに聖書の場面を表したタペストリーを取り出して飾

った。また冬の間、防寒用として熱を逃がさないために城の部屋の壁にタペストリー

を飾ることもあった。」by wiki 

とのこと。なるほどです。高級なものは数年がかりだそうで、超高級品ですな。  

 タペストリーなんて西洋の文化でしょ・・・と思いきや、実はこんなところにも使われ

てます。→http://www.koiyama.com/tap.html 

1580 年から 1620 年ごろベルギー・ブリュッセルで製作されたタペストリーの一枚

が、京都は祇園祭の山鉾の一台に張られているそうな。しかも題材はトロイ戦争を

描いたものだってんだから面白い。 

 祇園祭りの山鉾なんて言うと、日本の伝統工芸品で満載だべ・・・と思いきや、貴重

な舶来品を堂々と使ってしまう、京都人には意外と新物好き（組み合わせから考え

るとゲテモノ好き？）な一面もあるんだね。観光都市としての京都は、「日本の古都」

とか伝統に寄りかかりすぎているような気がするんだけれど、そういえば村田製作

所、京セラとかオムロンなど、製造業でわりと今元気な分野の会社は戦後京都発祥

の元ベンチャー系が多い気もします。意外と起業に向いてる？あるいは向いてい

た？のかも。 

 

 写真６ フランスのニュース番組。キャスターのおばさん革ジャン着てるし、天気予

報のおばさんは歩き回って解説するので、後ろの表示が時々見えないんですが・・・

日本のキャスターの報道姿勢に見慣れていると、新鮮で面白いね。 北朝鮮からフ

ランスまで、各国のキャスターを比較すると面白いかも。 

 

 写真７ パリ～アヴィニヨン間のＴＧＶの車窓から。原子力発電所ですよ。 日本だ

と、車窓から原発の建屋が見られることはまず無いです。 道路と施設の間に森が

あったりして、中はうかがえないようになっています。向こうはその点はあけっぴろ

げ。（ロシアでもそうだった）。だから隠蔽体質が・・・と言うものではないけれど、た

だ、違うんだなぁ と。それと原発が内陸に位置していることも注目。こっちの原発は

空冷式なのか？？（前に川が流れていたと思うので、それを利用するのだろうか） 



先ほどの革ジャンおばさんニュースでも、fukushima の現状報道に続いて（この日は

日本時間で３月１１日でした）フランスでも原発反対のデモが・・・という報道あり。 

 

 写真８ 南仏の町アヴィニヨンの古城にて。３月１１日ですがすでに桜が満開です。

パリまでは湿潤な環境だったのだけれど、アヴィニヨンに来ると空気が乾燥し、大地

も次第に乾燥に強いオリーブやぶどう、そして荒地が増え、西岸海洋性気候から地

中海性気候になって来るのがはっきりとわかる。 僕は気管支が弱いので、乾燥し

た大気は天敵（日本の冬も加湿器が必須）。 

昔ギリシャに行ったときも喉をやられたのだけれど、ここアヴィニヨンでも撃沈。風邪

ではないのにセキが止まらない。市販の喘息薬がいくらか効くけれど、時に気管支

拡張剤のお世話になることも。どうも僕はカエル系（ある程度湿度がないと暮らせな

い）で、湿潤な東南アジアとヨーロッパのパリ以東くらいが快適生活範囲権みたい

だ。 地中海沿岸・中東・中国内陸部は、どうも鬼門。ああ、だから僕は蛇が苦手な

んかな。 

ユーラシア大陸横断旅行 その 11 スペイン  

 

 



 

 

 

写真 ①スペインの風景 ②スペインのユース（バルセロナ・貴族の館 トレド・城砦

のあと）③トレド風景 ④トレド土産（残念・・・）  ⑤食事 

 

スペイン編。スペインと言うのは、手元の地図帳などを見ていただけるとわかるのだ

けれど、基本的に内陸国なんです。回りは海に囲まれているのだけれど、内部は乾

燥した台地になっていて、その台地の真ん中に首都マドリッドがある。大都市バルセ

ロナは地中海に面しているけれど、どーも内陸の人間たちとはあわないないらしい。



海彦と山彦みたいなもん（笑）。 

 

空気は乾燥しており、写真①のような風景がつづきます。これはまだ緑があるけれ

ど、マドリッド周辺は本当に砂漠みたい。 湿気がないと生きていけないモトとして

は、体調が悪くなる一方・・・ついでに長旅の疲れも出てきてるしね。 

 

 スペインでは、ＹＨ巡りも面白いと思う。昔の貴族の館や城砦を利用したＹＨがある

からね。（写真②）ただ、レセプションはけっこう適当かも。 

「今日宿泊する、日本から予約したモトだけど・・・」 

「なんだって、今日は日本人の予約は入ってないよ。」 

「確認してよ。ここはわざわざスペイン語でメールを送って食事の予約もしたんだぜ。

調べてよ。」 

「ま、この書類に記入して。今日は空きがあるから泊まれるよ（なんかごそごそ捜しも

の）」 

「あー、モトか。明日の予約棚に入ってたよ。うん。」 

 ←「うん。」じゃねーよ。良い子のレセプショナーなら、一言謝りましょう。 

 

スペインで一番良かったのは、古都トレド。ここはマドリッドに遷都するまでスペイン

の首都だったところで、日本の京都みたいなもんである（世界遺産ね）。街の南側か

ら見た写真が③。これは岩山をよじ登った上から取ったのだけれど、写真の左側欄

外にはスペイン人の美女三人グループが音楽を聴きながら寝そべっていて、いろん

な意味で「絶景」であった。ふふふ。 

 

 しかしこの町、川に三方を囲まれた城砦都市で守りは鉄壁なんだろうが、食料はど

うしてたんだろうか？まわりは砂漠地帯で、畑は見当たらないのだけれど？？？ 

 夜は同室の日本人二人連れと呑みに行く。正体不明の東洋人の先客（荷物を置い

て留守にしてた）に声を掛けるかずいぶん迷ってたらしい。でもタオルに「さくらの湯」

って書いてあったので、日本人だと判断して声をかけたんだって。 

レセプションのおばさんに「ワインを呑みに行くのにいい店を紹介して」と言うと、「旧

市街のこの辺（地図を指差す）にいい店がある。ここが一番だからここへ行け。歩い

て３０分くらい。でも店の名前知らない」とのたまう。はるばる日本から来た観光客へ

の精一杯の紹介なんだろうけれど、それじゃあ行けないよう。結局次点のビールバ

ーへ。輸入ビールばっかしだけど、地元の若者でいっぱい。やっぱ輸入ビールがお

しゃれなんかねぇ。ここはビールを頼むと自動的につまみ（お通し）が来て、３人でビ

ール呑むとつまみが食いきれんじゃった。乾燥しているのでビールがうまい。 

 

翌日、トレドの町を散策。お土産にウインドーショッピングで見つけた十字軍の王様

の置物を買おうとする。が、店に入ると店番のおばさんいわく「私、ウインドーの鍵持



ってないの。店の中のを買って頂戴」とのこと。店の中にはあまりいい品がない。残

念ながら買えませんでした。（写真④） 

 

マドリッドに戻り、ソフィア王妃センター（ゲルニカとか現代美術を展示）とプラド美術

館へ。たまたま午後６時以降に入館したのだけれど、なんと無料で入館できた。別に

スペイン人だからではなく、先着○人は誰でもどうぞ ということらしい。みんなに気

軽に見せてあげよう。っていう精神はすばらしいよね。 僕現代美術って嫌いなの

で、ゲルニカのためだけにソフィア王妃センター入るかどうか迷ってたけど、それなら

見る！（でもやっぱりゲルニカ含め現代美術は好きになれなかったけど） 

 

スペインは国家財政がえらいことになっているのに、こういう文化に対する費用負担

は惜しまないらしい。 日本と比較すると恐縮だけど、日本の美術館や博物館って、

保管には熱心だけど、「みんなに見せよう」ってあまり思ってないと思う※。○○美術

館蔵の美術品を見ようとすると、そこには複製しか出てなくて、本物は京都の国立博

物館だと言う。では、と京都の国立博物館に行っても、普段は複製しか出ていなかっ

たり、長期間博物館の修復だとかで休館だったりする（その間里帰りさせて見せてく

れよ）。無論午後６時以降無料なんて考えもしないよね・・・。 ←スペイン人は宵っ張

りなので、開館時間は８時までです。 

 

続いて食事。朝はチュロスという甘いドーナツを、ホットチョコレート（ココア）に付けて

食べるのが伝統的なスタイルらしいが・・・どろりとしたココアは徹底的に甘く、こんな

のくどくて喰えねぇよう。 翌日はクロワッサンとコーヒーに変更した。そのほうが安い

しね。 

 夕食は、バルに入ってコンビナートなんとか、という安い定食とワインをオーダー。 

地元民で大変な盛り上がり。料理を持ってきたおじさんが「うまいか？」って聞くんだ

が、こちとら体調悪く、あまり食欲なく無理やり押し込んだので、なんとも・・・ いま写

真見てもあんまりおいしそうじゃないよね。 

でも乾燥していた喉に、文字通りワインが沁みこみ、痛くもおいしゅうございました。 

写真⑤ 

 

※バルセロナでは、ちょっと郊外になりますが、ガウディ作のグエル公園に行って、

裏山を登るといいです。大変だけど、バルセロナの町が一望できて感動。サグラダフ

ァミリアも見えるでよ。 期待してたけど、サグラダファミリアはあんまり感動しなかっ

たなあ。 あとオレンジジュースを飲みましょう。本場バレンシアですぞ。 

  

 

 ※下々に見せて進ぜよう みたいな。もっとも、大阪にある民族博物館は展示の仕

方とか見ても「みんな見てねー」って感じられるのだけれど。行ったことないけど、宮



内庁系はホントひどい。桂離宮とか修学院離宮とか。

→http://sankan.kunaicho.go.jp/guide/katsura.html 

まあこんな役所だからねぇ。↓ 

 

「宮内庁管理の陵墓は、北は山形県から南は鹿児島県まで 1 都 2 府 30 県にわたっ

て所在しており、歴代天皇陵が 112、皇后陵など 76 で計 188。皇族等の墓が 552。

準陵が 42、髪歯爪塔などが 68、伝承などから陵墓の可能性がある陵墓参考地が

46 あり、総数は 896 である。同じ場所に所在するものもあるので、箇所数は 458 と

なる。 

陵墓への立ち入りは宮内庁により厳しく制限されている。考古学的調査に関しても、

補修工事などを除けば、原則許可されない。特に発掘調査については、原則として

全面禁止の方針が打ち出されている。宮内庁は「陵墓は皇室祭祀の場であり、静安

と尊厳を保持しなければならない」という理由で学術調査の認可に対して、厳しい制

限を設けている（2004 年（平成 16 年）参議院内閣委員会 共産党吉川議員の質疑

に対する羽毛田信吾宮内庁次長答弁）。また 2010 年（平成 22 年）にも、風岡典之

次長が「陵墓指定の見直しは考えていない」と、発掘調査について否定的見解を示

した。」by wiki  

 

だれか天皇陛下に、宮内庁はあんなこと言ってるけど、なんで学術調査しちゃダメな

の？ って聞いてみてくださいよ。そこには日本史の一ページを進められる可能性だ

ってあるかもしれないのに・・・学者さんなら、それなりの回答すると思いますけど。 

これ土葬にするか火葬にするかより、大事な話だと思うよ。 

ユーラシア大陸横断旅行 その 1２ ポルトガル ラスト  

2012/5/9(水) 午後 9:22 

 



 

 

 



 

 

写真 １．落書き列車  ２．シントラバス停前にて  ３．ロカ岬 ４．ロカ岬の碑 ５．

リスボン市内の世界遺産 ６．最後の晩餐 

 

 

バスに乗ってスペインはマドリッドからポルトガルのリスボンまで移動。 この間は

「ルシタニア」という夜行列車が通っているのだけれど、３月から運休 とのことでバ

ス移動。喉が痛み、身体が熱っぽい。疲労かなぁ・・・ 

 が、ポルトガルについた翌日に少し回復する。なぜかと言うと、大気が湿気を帯び

てきたから（？） 

マドリッドが内陸性の乾燥気候であるのに対し、リスボンは明らかに海洋性の湿潤

気候。空模様もかんかんでりのマドリッド、曇り時々雨のリスボン。観光には本来前

者がいいのだるうけど、カエル性質のモトとしては正直ポルトガルに来て、ほっとしま

した。 

 

 ヨーロッパはロシアも含めて、駅周辺のコンクリートの壁はすべて若者達の落書き

場と化しているわけですが、（そして言語の違いにも関わらず、そのデザイン性には



世界的統一基準が想定されることに感心しました） 

ポルトガルはあろうことか電車にも落書きが書かれていて、そんな電車が平気で走

ってます。まあ走行機能にはまったく問題ないわけですが、日本だったら消すよね

ぇ。 

 

ポストガル最初はシントラという町へ。日本でいう熱海ですな。温泉はないけれど、

高級保養地だそうです。ここには昔のポルトガル王室の王宮があります。まあ写真

は割愛。町のこじんまりとしたメインストリート？のカフェで、ビールを呑みながらバス

を待ちます（写真２）。行き先は、マイゴール。ロカ岬。 

 

ロカ岬。ユーラシア大陸の西端。 ユーラシア大陸が尽きる部分は崖になっていて、

先は大西洋。そのまた先には黄金の国、ジパングがあるのでございます。（写真３） 

 

じつはその間にアメリカ大陸もあるんじゃがね。残念ながらコロンブスという若者はそ

れを知らんかったのお。 で、最初着いた島に「西インド諸島」なんて命名したから、

中米にいまでもそんな名前が残っておる。授業を聞かずに地図帳見て想像に耽る中

学生が困惑するのじゃ。 

 

ま、まあここには風情を書きたてる碑が立っておりまして、そこには「Onde a terra 

acaba e o mar começa（ここに地終わり海始まる）」と書いてあります（写真４）。 

  

「そんなキザなせりふを知った僕は、いつかそこにみずからの足で立ってみたくなっ

た。それも広大なユーラシア大陸を陸路横断して。その時僕は、何を思うのだろう」

（「迷走特急」より引用）   

 

とか思う奴もいるわけですよ。つーか、お前いくつだよ？ 

まあ実際そこに立ったとき、特に何か思ったわけではないです。日記に何て書こうか 

と思ってた。 

でもまあ、ユーラシア大陸東端（と想定）であるウラジオストックから始まったこの旅

が、ここロカ岬で終わった。 

 

 ポルトガル語はわかりませんけど、英語からの類推で、碑の一番上には「ロカ岬」、

下には「ヨーロッパ大陸の東端」って書いてあるんだなーってなんとなくわかります

ね。 EUROPE,occidental,continent 

３０分くらいあれば十分なのですが、次のバスが来るのが２時間後！暇じゃー。 

 

リスボンに戻り町を見学。リスボンにも世界遺産があり、「ジェロニモス修道院とベレ

ンの塔」 



はマヌエル様式の建築物として著名だそうです。（写真５）知らんかったけど。 

その特徴は、大航海時代の航海による膨大な富を惜しみなくつぎ込んだ立派な建物

で、多分な過剰装飾と、海に関する装飾ではないかと。 まあこの辺、なにが世界遺

産の基準だかよく分かりません。 

 

最後の晩餐（写真６）は、ベジタブルスープと白ワイン、プレーンオムレツです。メニュ

ーに白ワインとオムレツを見つけて、なんとなく「ひまわり」という映画の一シーンを思

い出して注文。 

舞台はイタリア。出征する男とその恋人。デートの時の晩餐が、１瓶のワインと、１ダ

ースの卵から作ったプレーンオムレツでした。そんなに卵ばっかり喰えるか！と思い

ながらも、そのシーンだけ鮮明に残っています。食い意地が張ってるからでしょうか。

（たしかオムレツは残ったはず） 

 

まあここはイタリアじゃないし、彼女もいないんですけど、まあそんな映画を思い出し

ながら異国の地で 

食事を楽しむのもいいんじゃないかと。あっちのほうでサッカーの試合が中継されて

いて、部屋はとてもそんな雰囲気じゃないんですけどね・・・８ユーロ。 

無事、帰国  

 2012/3/19(月) 午後 10:58 

しました。（笑） 

 

「国境を越える長い旅を終えると春であった。」を期待していたけれど、日本はまだ

寒いねー。 

旅行の感想は、とりあえず「VENI·VIDI·VICI（ラテン語：来た、見た、か（え）った）」 っ

て感じすか。スペインで乾燥した大気に気管やられまして、空咳が出てます。僕の場

合、日本にいても季節の変わり目によくなってるので、心配はないでしょうけど。 

 

少し昼寝しましたが、やっぱり My 布団と My マクラ、たまらんですナァ。 口があった

ら布団セットに「おかえり」とか言ってもらったら一番癒されると思うぜー。今だと、「た

だいま、マイハニー！」とか言いかねない状態です。ほんとに。 

 

旅行については、落ち着いたらまた書きますね。今宵はもう、いとしのダーリンの懐

に（苦笑） 

 


