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翌日3日 はCranadaに 行く。Madridか ら4時 間半ほど掛かる。1等 車には何人も乗ってい

ない。暖かな朝食が供される。朝からアイ対 きであり、之もたつがりと欲む。途中Cordovaま では同

じ路線を走 り、其処から別れ南東に向かう。比処までは電車で、英の後はシ
Ⅲ
t・力機関車に引かれて

Granadaに 着く。比処には 2泊 するので、ついた日は宕有物を置き、市内を見て歩く。Cra一

nadaは Madridの 南にあり、海かもそう蓮くはないが、その北東部には雪を抱いた山並みが見え

る。市内にも持構大聖堂、修道院、尼寺など見るべきものは多し、

Youth Hostelは 2人部屋であるが、2日 とも一人で利用でき亀

翌日比処の目当のAlhambraを じつくり見る。市内から北東の二の方向に歩いて行き、城円を潜り、

更に登つてゆく。城円を入り先ず気が付くのは百日の電溝を流れる水音である。途中には噴水もある。左

に折れ、いく曲がりかし、建物に近付くと入場券の提示を求められる。英れは何処で買うのか尋ねると、

モタト上の方で売つていると言う。途中で訊きながら更に 10分 ほど木立の中の坂を登っていつ泡駐車場の奥

に券売所があり、自動販売機が置いてあつた。入場料は m… 前後であつたと思う。午前の部は 2時 まで

と、それ以降とに分けて券が売られている。観光の最盛期には人を田き切れないのであろう。

券究所への途中にWashingto■  IIving― があり、彼の名を冠したHctelも あ

つた。ご存知の方も多いと思うが、彼は 19世紀初頭に活躍し、Melvillc、 Edgar Alan

Poe等 の自国の作家に影事を与え、Dickensな どからも高く評街されたアメ'力の文人であり、

A l h alnb raを 訪れ、Spainの 大使を務め、Alhanbraに 関する若述もしている。日本で

も大学の英語の教科書としている作品もある。

近くの門から切符を見せて、入場する。Alhambraの 城監の中にも件の新抑 也 2-3の 新ルがある。

Alhambraは Moor人 により建てられ丘の上の要塞城である。0世 紀末から建て増 しや修復を

繰りかえし、現状に至つている。建築様式や内部の装時などはイ海0そ れであり、ポカ甲静ザフ
・
卜の影喜も

受けている。この城がキリスト教の支配下になつたのは 16世紀近くになつてのことである。内部墜面や天丼は

細かな曲線幾何学模様で、実に手の込んだもの亀 夕4Pを多用しており、この技術の源はポカャであろうか?

Moor人 や砂漠の人々にとつて、宮の象徴は水なのであろうか.噴 水が至る所になる。彼方比方の中

庭には墳水や池があり、建物内部にも真ん中に噴水があり、床の真ん中に溝を設け、水を外部に導いてい

る。水があれば革木が育つ。中庭には豊かな植裁が見られる。僕にとつてのAlhambraの 印象は丘

,上の水の城である。城壁内には大きな自然木も多く、また良く刈り込んだ洋風庭目も広大だ。要塞の最

L部に上ると、現在の町の中心部や尾根に連なる、更に外日の城壁の列が見える。天気が良いのが幸いだ。

城を出て、先ほど見た更に外側の技壁を見に行く。一旦下り、又石量の細い道を九十九折れに登つて行

t。階段に成つている所もあり、多くの家は車では接近出来なし、 生活には不便であろうが、何かそれを

rち消すものがあるのであろうか、多くの人家が隙間無く並んで使く。

地図を見ながら歩いて居る訳では無く、あれだけ長い城壁なのだ力違 っていけば何処かで突き当たると

》山働だ。之は見事に外れる。人家の途絶えた所は見えて居た城壁の一方の外れであった。優かに増が見

上るだけでも幸いだ。其方を目指して道無き道を王つていく。途中の山腹に義つかのルトテトの覆いが見え

)。見掛けは東京の川原などに見られる■貯スの住まいに良く似ている。子供たちめ遊ぶ姿も見える。煙の

上がっているところもある。如何やら山腹を決つて住まいとしているようだ。穴居生活接だ。電気などは

勿論無い。水は如何しているのであろうか?子 供たちの教育は知何しているのであろうか? こ んな生活

争でもありなの?

更に登っていくと、100頭 程の羊と山羊の群れを移動させている人の姿も見る。もう城壁の傍まで来て

r る`。町から見える反対日の斜面である。城壁は遠くから見ると単なる線でしか見えないが、近くで見る

と他の城壁と同じく、分厚く高く、中々堅日な構造竹であった。写真を撮つて降りだすと、登つてくる 2

八連れに出会う。若い男女で彼等も中々の者だ。韓国から来たと言い、2-3言 葉を変わし、換れ違 う。

町の中ではMatisseの 絵の展示会も開かれて居り、之は筆群で、後のAndalusiaを 描い

と絵が展示されていた。

ど 日 は列車で移動の日だ。Madridま では 1等 革、朝食を楽しむ。Madridで 近打電車に乗り

換え、北のChamartin駅 に出る。Granadaか らMadridを 挨みBurgosは 正反対

つ北に位置し、列車は其処から出るのだ。列車の表示張を見ると、Burgos行 きはAutobusと

責示が出ている。意味を正しに案内所に行くと、乗客が少なくいので列車では祭くポスするのだと言う。3

時間後で良ければ列車を運行するという。えつ、そんなのあり? 知 らない土地には出来るだけ早く、可

通であれば明るい内に着きたい。予定通りの時間で立ちたいと告げると、英処に座って待つていろと精子

を指差す。定刻をやや増ぎて、運転手が迎えに来たので若いていく。30人 乗りほどへ・力のポスで、乗客は

換一人。ハ・スは直ぐに高速にのり、走り出す。路肩の表示ではBurgosま で2門 子口とある。2時 間ほど

とり、Aranda de Dueroと 言う駅に立ち寄る。駅員が一人居るだけで他には離も居ない。5

分ほどでハ・スは又北を目指す。途中高度の高い所は注寿と成つており、英の内に雨も降り出す。やがてハ・ス

悟暑∬ 繁 継 こ;島 鍔 ぴ 笠 1甜 縦 撤 ;と 言整 鴛 毬 1部 諄

列灯火が見えて来る。如何やら駅の■Aらしし、 間も無くポスが止まり、ここが終点だと運転手が提手を求

めて来た。成る程駅だ。可也大きい。ほぼ定刻の調着である。僕一人の為にポスを走らせたのは済石国営鉄

臣だ。こんなこと本当にありなの? と 僕も思う。が本当に起こつたことであり、殆どの人にとつて一生

の間に経験出来ない “
あり

"な
のである。旅の面白さは未知との適担である。磨しい通過もあり、磨 しく

体い遭遇もある。どちらも新たな経験には違いは無い。
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駅に入 り、新ム の行き方を訊く。新ルは旧の駅の体にあり、途中乗 り換えればA・スで行けるという。雨も

降つてお り、タタテなら幾らかと訊くと10■―p程だと言 うので、速わずタタ方を呼んでもらう。

今回止まる唯一の新ルは比処だけある。11階 建ての 10階 の部屋で、窓からLightupさ れた大聖堂

が正面に見える。部屋も緒麗で、朝食抜きで 50■―p、2人 で泊まれば超調安であろう。

翌 6日 朝雨は止んでお り、ほつとする。早速大聖室を目指 して歩き出す。途中の町並みも綸Eで ある。

川を渡ると直ぐに大聖生の入 り回の問がある。石造の立派なもので、ど復中であつた。一応世界遺産 と成

つているが、他の聖堂と比べて似たり寄つたりものである。

次いで坂を上 り、旧城批に行つてみる。残つているのは城壁の一部と、入 り回の暁ね構であつた。 これ

らも何処にでもありそ うものである。修道院は大きな建鞠であるが、今は新ルとなつている。今回見て回つ

た 0つ の世界遺産の中では一番貧弱な内容 と思 う。

帰 りは,ヽ
や
スで駅に向かうことにする。新″r・AⅢスの番号と乗 り場を確めて行つて見る。Pl■ za Ma―

yorに 行つてみるが、ポ療 り号が幾つかあり、何処が駅行きポスの停車身なのかが分からなしヽ 通 りが

かりの大男に訊いて見ると、自分に付いて来いと歩き出す占広号を通 り過ぎて、渡つて来た川のこちら田

を下流に向かつて歩き出す。活を渡 り、元来た方向に戻りだす。潤まりかねて、徒は今そっちから比方に

来たので、何か協違いしてないか訊いてみる。そこで後は協違いに気が付く。長陣
Ⅲ
スの発着所に案内す

る積もりで居たのである。佐が行きたいのは列車の駅だと再度説明すると其方に向かつて歩き出す。広場

に来ると正面に 踏 番の駅行きのA・期ま止まつて居たので、それに飛び乗る。彼もにつこり笑つて手を振つ

て分かれる。言葉が分からないとこう言 う行き違いもあるの法

比処で Spain列 車事情に付いて少しく書き足して置きたと、 最初僕の乗つたSpainの 列車はフラ

ンスのMontpelierか らBarcelonaを 結ぶものであつた これが何ともカポロ旧式の列車な

ので、極めて悪い印象を持つたが、その後 20-30便 に乗つてみて、この印象ががらりと変つたことを、

Spain国 鉄の名誉回復の為に書いておく。

先ず殆 ど列車が定刻運転である。列車の運行にゆとりを持たせて居るようにも思える。特にMad一

rid到 着時には相当前から接行運転をし、殆どの場合、定刻 2-3分 前に到着する。

列車は最初の電車を除き、どれも新 しく、お電であり、車内空間にゆとりがある。税道は元々はPol

togalや Spainの 標準 Iberian Caugeで European Guage街 幹線は

これを採用)より更に 呂岡 ミ'以 卜店く、今はEuropean Cuageの 狭いものに切 り替えていて、

この二つの車両が路線よつては走つている。革幅が広いにも拘わらす、横の座席致は最大4備 は5)、

客室内の余裕空間が大きく、其の上、入り日付近には大きな荷鞠置母や衣類置場が用意されており、車椅

子にも配慮した設計と成つている。又何台かの自転革釣り合も付いており、自転車を持ち込み、トムから自

転車に乗り出て行く乗客も見かける。車内販売は無いが、中長― には必ず売店油レ舛があり、近郊電

車にも自動販売機を用意しており、トイレも広く治Eな ものだ。駅の卜枠もそうであるが、トイレに必ず日本には

無いものが用意されている。石鹸と手拭様の紙か韓燥方が 付いている。榊 ルの方が多し、 僕は口本を

トイレ大国と思つて来た。某の量と浩麗きは世界に自慢出来るものだと只良く考えて見ると、水だけ出して、

勝手に流い勝手に乾かせでは今一配慮に欠けている。石鹸も重要な役割を持ち、本来手流いには必要なも

のであろう。更に日本列車に無いものが付いている。全部の列車車両ではないが座店ごとに電源が用意さ

れている。之はこれからの生活には必要なものであろう。お符墾の― 品が多くなり、充電の必要があ

るからだ。的れnの 列車には地下鉄も含め、車内で必要な設備は全部あるような気がする。日本では何年

か前に数が極靖に少なくなつた屑入れも電車の出入り日の傍に必ず用意されている。町を歩いていても彼

方比方に屑入れがある。

もう一つの革内での異なる点は広告である。品り下げの広告は畳か、広告は皆無に近し、 車内は亮に角

すっきりと治麗なのだ。この点は最近乗つたローマの地下鉄も同様であるが、その代わりにローマの地下

鉄は落書きだらけだ。これは車体の内外を問わず、列車の表面は隙間の無いほど落書きで埋め尽くされて

いる。もう一つローマの地下鉄の特徴は非常に深い所を走っている。堪下 10メ ー トル程度ではローマ時

代の遺跡に突き当たり工事が出来ないのであろう。

ヨ~リポで列車を単に移動の手段のみと考えず、快道な生活空間として提え出したのは多分 lm年 の中ご

ろからではなかろうか?僕 が高性の一員としてSwedenと Ot出 入に関わつて居た lm年 後半、当時

のAsea社 、今のABBは Swed● B国 鉄の高速化に取り組んで居り、新型電車の開発中であつた。

之に日本の新幹線にも採用されている空気バネの売り込みを掛け、2年 がかり
｀
d周 鴨に漕ぎつけた。某

の折街の中で、列車の設計条件が色々持ち出される。直接バネ設計に関係の無い話しも耳にするようなる。

其の中の大手な条件の一つは車内を快適設計にすることであつ札 之は色々な母面を想定し― された。

例えば、子供たちを如何に長時間の移動の間に負きさせずに置く方法は無いの力、この様な発想の中から、

車内に小型遊田地を用意することが決められ、実行に移される。僕は日本には無い発想だと思い、日本で

はこの発想の実現は不可能と考えていた。20年以上たった今でも日本にはこの様な発想は芽生えていない。

もう一つの例は革内を事務所として使うことだつ札 乗ればPCを 使い作業が出来る車両の設計であつた。

Asea社 の本拠地はStockhol皿 から一時間余り西の町にあり、Stockholmか ら通勤し

ている人も多い。この通動時間を仕事に使つてはどうかとの発想で、その環境が車内に用意される。申請

により電車に乗つた時間から会社で勤務に就いた時間と見餃される社内規定の整億もし、実造に移された

列車を単なる移動手段のみと考えるのは時代遅れと云うべきだと この意味で、Spainの 路線によつて

は全席指定席の制度は正であろう。ある距荏以上の旅は立ってまでもすべきことでは無いと思いが強いの

であろう。生活の質優先の現われだ。車内での時間を各人がより有意義に過せる様にとの配慮は重要だ。

中長距離の主な路線の列車に乗る前に荷物の検査がある。この際、切行を電子的に読み取ることも行わ

れ、これらの列車ではその後車内での検札はない、 これ以外の列車は車撃が回つて来て、切害の確認をす

る。新しく乗り込んで来る乗客にも某の都度車華が回つて来てい札


