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羽回は 10年 以上行つたことが無い。国際線は極最近の運嵐でターミルも新しく作つたばかり亀 9時 過ぎの出発である

が、家から一時間以内で若くので楽だ。新し・‐ ミカが一― であるのCく 。浜松町駅を出ると途中止まらず着いて

しまう。ANAの Loungeに 行つてみる。之は成田の方が若千良いと思える。

搭衆すると3‐4胡 ほどの空席がある。今まで乗った3-Jガ 便とは幾つか異なる点がある。先ず日本喜り放送が無いこ

とだ。一般的には数送は運行会社の国語、英畜、出強目の目語の 3ヶ 口畜であるのだが、これが無し、 それにトルが何と

無く汚い。これは使い方の問題もあるのであろうG乗 っている人は中国人が圧倒的に多いようだ。食事はまあまあであ

るが、飲み駒は品数が少なく、選択のはばが少な中、 北ままでのア"→ 飲器はと
'■

のみ、Stocと holmま での便は

と
・
ヤの他赤自のワつのみであつた。

北京空港のBusiness Loungoは 非骨に良し、 食べ物の品技も多く、寿司なども置いてある。仮眠する

個室もあり、24時 間営業の空港の体例が出来ている。民比処で、Jumperを 忘れ、ゲキで気が付き、中し出るが、

取りに行く暇が無いので、Loungeに 連絡をし、見付かれば、岳路で受け取れる様依頼する。掃りに確認したが、

その様な物は無かったとの事であつた。也の国のBusiness Loungeで はこの様な事は起こり得ないと思 ,

う。

便はほぼ定刻運行で、夕方にはStockholmに ヨ階。翌口列車で 3時 間ほど西にいつたKarlstadの 友

達の家に行き、比処で2泊 して、27日 Gothenburgに 向かう。今日から本格的な移動を始め― nbwま で

行く予定で、27時 間の長旅となる。朝の 7時 にKarstadを 出て、翌日 9時 半過ぎにLuxemburg若 くこと

に成つている。

少し雪が降り出す。途中からポスに乗り換えることが予め告げられていた。雪の為ではなく線路保守などで部分的にハ・

移 動があるのはSwedenで は極当たり前亀 只今回は異変があっ亀 ポスの乗り換え駅にハ・スが用意されて居ないの

だ。Swedenは 極めて計画的に物事を重ぶ国で、之は異乱 ハ・スが来るまで乗つた電車の中で一時間余り待つ。ど

の後、外に出てハ・えに乗ろうとするが、一台目には乗れず、2台 目が来るまで、郷 分審下 6度 の雪の中で特つことにな

る。この不手際でGothenburgに は 2時 間以 卜扶れてヨ若、当然予定していた乗り継ぎは出来なし、 予約を取

り直し、Copenhagenに 向かう。この働階で最終目的地ヨ者は2時 間遅れが確定する。

今回は出国まえにEuro Rail Passを 買つて置い亀 2ヶ 月の間21ヵ 国で 10日 間利用出来、料金は拘

65000円 。一等に乗れる券亀

Coponhagenか らは寝台車で卜
・
イタのル まで行く。一高屋に 6ポ ァト

・
あるが、僕の他に乗つて来たのはカンタ

・

から来たという黒人である。わンダは古くは海洋通首国であり、色々な人雷が居てもおかしくなし、 RWの 旅の良い所

は料金が安く、込み合わず、予約など待ち時日の少ないことなど、多くのメ',卜がある。

朝 3時 ごろに日が覚めて、窓外を見るとHannoverの Rで 止まつている。暫くうとうとして又見てみると、同

じ駅で止まつている。どうなつているの? 後 一時間でKo● 1■におけるの? と 思つていると、車率が注つて来て、

次の駅のDortmuntで 乗り換えKoeinに 向かうようにと言う。ド掟選れているのならこのままKoelnま

で行くと言うと、この電車はKoelnに は行かずに直接Ansterdamに 向かうと言 うのだとえつ、そんなのあ

り?と びっくりである? 遅 れた上に声卜変更、そんなの問いたこと無いよ、佐。遅れたから,″ 卜変更し、近道を通り

最終目的地に着き、折り近し便の車両とするのであろうか? 日 本の青注ででは考えられないことが、所によつては起

こるの亀審総↑撤脅王潜車
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Dortmuntで 乗つた電車はKoeinの 駅までは行かず、英の北のKceln展 示母でおり、乗 り換えて

Koeln駅 に若いた 2時 間以上の遅れで、当然予定した電簿には乗り経ぎ出来ず、新たに予角を取り霞す。暫く時

間が有るので、駅の外に出てみる。駅前の広丹からは、商店街り屋根の上に筆える、Koel■ の大聖との尖塔が見え

る。この町には以前何日か泊まつたことあり、大理をも其の時成移夕,見ている。ここも世界遺産札

Trier行 きの電車に乗つて、席を探して居ると、英の先は一等だよと声を掛けて来た男が居た。一奪の席を探し

て居るのだというと不番そうな顔をしていたぃ僕は外を歩くときは何時も下から2番 目の衣装にしており、如何見ても

一等の乗客には見えないので不幸がられるのは当たり品

電車は空いており、一等の車百には 2‐3人 で、何処にでも座れる。Trierの 駅で降りると、先ほどの男も一緒に

降りる。比処であいているが、今は失業中で、Swedenに 塁掃りして来たのだという。悪い男には見えない。乗り

換えの時間が有るので、駅の直ぐ傍にある世界適産を見て行け、と言うので付いて行く。10分 も歩くと、晶ずんだ石造

の建造物が見えてくる。4世 紀ごろにFfAが 集いたと言う、城墜の間であり主々としたもの名 写真を撮つてRに 戻る。

とョンな出会いで予定外の世界造産を見ることが出来た。後で調べて見ると、Trierは ドイタの最も古い町であり、第

2の コイとも言われたという。可にはこの他、円形日経、沿岳など口式Xの 手になる世昇適産が多くある。十七
・
":iに掛か

る橋の一つもそうだ。ロイ人は行く先々でこの様に多くの建造物を残している。風呂の英語であるBathの 町も,マ人

の手によるもので、今でも温泉として使える状態だ。この先訪れるSevillaの 橋の一つもRoman Bri一

dgeと 呼ばれて、今でも使つている。

Luxemburgに 着いたのは 13時 半を過ぎていと 大急ぎで世界迪産である田市街を見て回る。切り立った断崖

を成す、蛇行した川に□まれた― 市で建竹は比較的野しし、 この地理的条件がLulenbur宮 が今Hも 独立目

として存在できる最大の理由だ。町は上町、下町と別れており、地下の要基も想像を超える視優と言われるが、今回は

車
場獣経稔岳岳&あ 量畳置縁号負と歩とぃr,二 と最上長二岳]を と景『畳岳格畳言言費号を岳号言買 法岳;:を F曇

肉は子供のころ食べたきりで、何十年ぶりに味わう。韓もなく鶏肉に近い食感であった。ヨーJ・7′ギでは,'S肉 を丸ごと鶏

内完り母で完つており、日本でも1羽 、2羽 と歌えるなど、何か共通した提え方をしているようだ。

翌朝晴い内に駅に向かいTGVに 乗 り込古.此 処からはFranceの 列車となる。明けかける頃、ほぼ定寛の発車

となる。雪が降り出してくる。ボタまで約 5時 間、この間に 50分 の遅れが出る。′ヾ)の北駅から乗り換えのLyon駅

までは地下鉄で移島しなければ成らず、厄介である。乗換えまでやや時間が有るので、駅前のレストランに入り、食事をする。

食える時に食つておかないと、旅は続かない。13■―口程であつたが、カート
・
で 15払 う。今度の列車はSpainの 日策

近くまで行く。今日の目的地はBarcelona亀 ポ,からTGVで 3時 間程商下することおく雪が少なくなつてき

た。 Swedenを 振り出しに、づつと白―西の世界を通り過ぎて来札 ヨーD,ポほもう真冬で、今年は何年に無く寒い

と言う人が多い。

ハ
°
,から約 5時 間で次の乗り換赳駅、Parpignanに 若くことに成つている。4時 聞ぐらいたつた辺りから、地

中海の入江などが見えてくる。平らな平地で海水が相当内部まで入り込み、汽水問を多く作つているようだ。列車はそ

れらの間に土盛りしたやや高い所を走っている。車は,卜内陸を大回 りしている。乗り換え駅には刻 分送れでヨ若。昨

日早朝Swedenを 出てから遅れない列車は皆無であり、これからのことが思いやられる。

乗り継ぎの列車はSpainの もので、オンポロほ革だとこの電薄止駅をは忘れたが、始残駅はTGVが 通つてきた

Parpignanの 一つ手前から同じ線路を走ってきている。

一番前の車両の半分が一等車で 5‐6人 が乗っているが、大半が出稼ぎ力働者風で大きな育均を持ち、僕と余り遜色の

無い出で立ちで、と
・
ヤを飲んで大声で口論をしている。一等の席は色の亮車と同じ様に横 3席 とゥタ,としているが、補

子は擦り切れ、塗装は剰げているはで、仮初にも上等とは言えなし、 其れに車百は古く、今主たと成つている空気パネ

ではなく、日本ではもう何十年も前から客革には使われなくなつた金属バネを使つているようだと振動はましく、騒音

も大きい。それにこの列車の指定席はTGVの 2倍 以上する。初っおからの遅れ、Spai■ の亮車の悪さでルカ,今回

の列車の旅は剣敗で、65000円 で買つたポスは元は取れないものと寛営する。

只驚いたことに、Barcelona駅 にはほぼ注対のコ 時にヨ肴.RWO地 日を貫い、予約していたYouth

Hostelに 向けて歩く。途中2回 ほど、聞きまして出沖に調看。

翌丸一日は未だに完成 しない技会を含むAntoni Caudiの 建築や色の建築家の作品であるSant・

Pau病 院やカタルニア音楽主などの世界■とを中心に見て回る。

消まった宿はRamblas通 りという町の中心にあり、観光をするには打つて付けの母所にあつた。書から北西の

方向にもう一つの駅Santsが あり、次にでる電車は此処からとなるので、英処まで歩いてみる。途中にSt,An

toniの 市場があり、可也大きし、 英の先に見本市会母やSpain広 場があり、見事な建駒が並んでいる。其処か

ら500メー膨色の所がSantsRで ある事をな翠する。

昨夜者いた駅はFranca駅 と言つて町の商の法に近い所にあり、駅の東西に広がる遊歩道は広く。最地帯や公田

が駅の周りに多くある。遊歩道を西に向かつて歩くと、HH〃・
スの像が天高く韓えている。海に向かつて右手を伸ばし、

左手には7メ"十 産"｀ を持つているそうだ。来の発に― ― の生々とした建班 き、海洋離 もある。

Spainは 情熱と芸有り国である。ピカプをはじめ、夕
・
,、ゴヤ、夕

・
"な どの芸術家4H3し ており、と

｀
カメの実行日も

あるが入る暇は無かつ亀 町の後方比方に極菜色の巨大なヤ
・
デが 見られるのはこれらの影手であろうか?10年 ほど前

飛行場からの移動の途中で遠くからGaudiの 故会尖塔を眺めるだけで通過した可、Barcelohaを 自分の足

で歩くことがヤフトおった

翌日11時の電車に乗りValenciaに 向かう。督くは地中海に沿つてたり、時々海が見える。一時間ほど走ると

やや内陸よりを走り、海は見えなくなる。地日を見ると海からm「 とも離れていないが、海は見えなし、 浜辺と思われ

る辺りには高層建築駒が日まって立っている所が後方此方にある。可也の規模のもの電D地 中海に沿つたヨーB,ドの保発

地で長期海在月の賃貸住宅ではなかろうかと貯手に思 う。2時 間半ほど経つと一面の費柑畑が広がる。一大室柑の産地

だ。筆柑の色には竹なども作つている。只蜜柑もおも木ぼ精々3メキHまどの高さで止めており、本政を多くはえて収■

を確保しているようだ。取り入れ作業中の畑もあつ札 3時 間半でValenciaの 駅に若く。地口を奮い、You

th Hostelの 位置を書きこんで責い歩き出す。


