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列車の外見も気を配つているようだ。 日本の近郊列車の様に― のなが垂直な箱型電革は先ず見かけ

ない。先頭及び最後尾の車両は程度の差はあるがお換形と成つている。走っている電車の理式も日本より

多いと思われる。之は路線の状態、速度、動カー い等様々な理由によるものと考えられる。列車の最

高時速は 300和 で、この路線は未だ少なく、知る限りでは 3路 娘心近くMadrid― Valencia

間の高速化が実現する。

Madrid の 地下鉄も国営会社の子会社が運行 している。建苗上は独占企業では無い事になつてい

るが、僕の短い滞在期間中他の私企業の鉄道には出会っていなと、 地下鉄も勿論広軌で近郊電車の乗 り入

れが行われている。列車の一部は 2階 建てになつており、之も地下を走つている。僕は未だ二階建ての地

下鉄は何処でも見たことが無かつた。広軌であるので、車幅があり横 5席 ある。3席 通路 2席 の配列で、

僕はこの様な列車にも初めて比処で出会つた。

革内での過 し方にも国により特徴がある。アメリカで日に付くのは、養つきのコーヒーカンプを持つて

乗 り込んで来る客が多い。飲むか乗るかどつちか一つには出来ないの ?日 本では携帯に目を遣つている人

が非常に多い。本当にこんな事が必要なのだろうか ?僕 には単なるファンシヨンとしか思えない。Spain

で多いな一と感 じたのは本を読む人だ。可也厚いものや、ハー ドカバーの立派な本を手にしている人が多

い。真面目な内容の駒と思える。ローマの地下鉄でも同様な光景であり、第帯を覗き込んで居る人は皆無

に近い。 日本の車内光景は世界的に異様なの亀

殆 どの列車は空いている。ある時懐の前に座った 30前 後の男が話 しかけて来た。自分はギターで飯を

食つているが、日本のことを聞きたいという。 日本の民主主義はどうかとは宗教はとか、普通行きず りの

人には聞かないようなことを訊いてくる。訊かれたことに関して僕は素直に応える。民主主義については、

制度上は整っているが、実際面では英の意味合いを理解 している人が多いとは思えず、与えられた民主主

義、他人任せの民主主義と僕は考えている返事 した。その証拠として国政や地方選挙での投票率が 50%

を切る事が珍しくないこと上げた。宗教に関しては90%ほ どが仏数徒言 うことに成つているが、日本人

の宗教心は薄く、建前上位仏教であるが、結婚式をキ"ス ト教や仏式で挙げることは珍 しいことでは無い

のだと言つて置いた。多分カ トリックの国、キ"ス ト教の神のみを唯一
絶対の神 とする後には日本人は不

可解な人種だと思つたに違いなし、 苦しい時の神頼み、要は某の時兵の時自分の必要な神を探 し、心の安

らぎとしているのだとも言つた。

Spain経 済は破綻に近いと云われているが、住宅の建設や鉄道の電化、高速化、復繰化などの工事

が彼方比方で行われている。改札の電子化や、切符の自動販売も進めている。h― ctで 切符を買い、自

宅で印刷 した A4の 紙を提示 している乗客の姿も見かける。 日本では未だ見かけない光景だ。全く新 しい

駅も続々出来ている。今回のBurgosの 駅 も共の一つで、何 日お壌 に行つたSegoviaの 駅 もそ

うであつた。駅前に駅以外の建物は無く、直ぐ傍では牛の放牧が行われている原野の中の駅であつた。風

力や太陽光発電にも相当の投資をしたと思われ、列車の車窓からはその跡が特に目に付く。殆どの丘の穫

線には何十もの風車が並び、線路のある平地には太B光 発電のパネルが広がる。イタタアは南北に移動し

たが、其の形跡は目に出来なかった。

ユーロロのみならず、世界経済の足を最初に引つ張つたギ夢シャとは工事が現在も行われている点が異

なる。ギタシャでは建設工事は完全に停止、建ちかけの建物が住方比方にその残接を曝 している。資金が

無く、工事が続けられないのだ。今や世界第二の経済大国となった中国が大量のSpain国 債を買い、

資金が工事に回るのであろう。それにしても、限度を超える借金経済は何時かは政湊するのが必定である。

日本もこの点にもつと注意を払い、早いうちに財政の均衡を図る必要があるのだ。

7日 はMadridに 滞在、日立Prado美 街館で 1日 を過す。Goyaや Velazquczの 作

品は特に多く、各々100点 前後の展示がある。次ぎに多かったはRubensで 、910点 あつた。 EI

Crecoの 絵も沢山あつた。
一箇所で同じ百家の之だけ多くの作品を見ることが出来る美術館はそ う多

くは無いであろう。料金は 8■―「.

旅も後残す所 3日 なつた 8日 は高速鉄道で 30分 のTOled。 に行く。Madridの 商南西 70-

80キ ロの所だ。路線はMadrid一 Toledo間 のみで、某の先何処にも葉がつて居なし、 電車を

降りるとイスラムの影筆を受けた駅舎が目に付く。入つてみると、壁や天丼に複雑な模様がぬされている。

地図を貫い町に向かう。城円の入 り口まで ■0分 程度だという。

歩き出すと直ぐに橋をわたる。Taio川 でこの上流北北東の方向が先 日行ったAranSuczだ 。

川にはアとルや水鳥が沢山いる。左手には既に城壁が見えてお り、其の上に高い建物の頭部がみえる。T

oledoの 町はTaiO川 がU宇 型に湾曲した高台に作られている。城壁を要する城砦都市といては、

川と高台の自然の地形を利用している所は比処だけではない。

川を渡ると上 り坂となる。左手城壁を見ながら登つて行く。右手に大きな ドームの建物が見えて来るの

で、其方に先に行 くことにする。多くの町には技壁の外領にも世界遺産 となつている建駒はある。広大な

西洋庭園を通り、建物に近付くと遠くから見たより更に大きいので驚く。Hospial de Ta一

veraの 表示があり、3ユ ーロで中に入ることが出来る。通 りのをはCardinal 晦 とある

ので、元は教会が作つた藤養所なのであろう。同じ通 りの先には宮牛撮が見えるが、行かずに引き返し、

城門を潜る。 4重 に成つている城円で、今まで見たどの城円より立派だ。壁にはCer▼ ante,sの

言葉があるが、理解出来ないのが残念だ。

中に入ると英の先何十もの古い建物が建っている。宗数関係の建物が殆 どである。 ヨーロッパは其の一

部を除き平地である。其の上陛境きなので、古くから民族の日ぎ会いが続き、色々の民族が入 り乱れて生

きて来た土地である。このことにより、残つている建特にも色々な文化が見られる。イスラムやユダヤ教

の寺院や、某れらを教会 として使つているもの等、様々である,国接き民と云われたユダヤ人の影率はこの

辺 りの殆ど町に残つてお り、顔つき、髪型、服装などから其れと秦せられる人に出会 う。
一体世界中のユ

ダヤ人の人口は如何程のであろうか ?そ れに訪れた全ての町で中華料理の店の無かつた可は無い様な気が する。



■ oOキ ロマラソン L>や あ ~な る

,997丁08261鶴岡市美原町30‐24

1984年9月15日第 1号発行～  2つ ′/ 年 皮 月豊 3日

Toledoに 関わつた文化人は先ほどのCervantesや El Grecoが 挙げられる。前者

の銅像がZacodover広 場の間の中に東の開けた大地を見て、立っている。又別な所には後のヨ歴

の後の地図の掲示 もある。 El Greco美 備億や El Creco Houseの 建駒のをもある。

ギリシャは C掩伍 島出身の後は自国で修行の後、当時ギリシャを属日し、後期ピザンチン文化を吾転 して

いたベニスに渡 り、ローマを軽て 36歳 の時この地にやって来、40年 近く活躍の後この地で生涯を終え

ている。EI Qは Dは 勿論澤名で、本名の 政回山耐叫〕1臨醐劇覧脚d□ を知る人は少なし、

Toledoの 旧市街は高い丘の上にあり、鉄道ある平地の落差が大きし、 この― の外日にはエス

カレータが何宙所か用意されている。一番長いものは=通 のものであった。

3時 ごろより雨が降り出したので、一台早い電車にMadridに 戻りたいと思い、 5時 半ごろ駅に行

つたが革結局運行は一時間に一本 しかなく、予定の6時 20分 まで待たなければならなかつた。     1

9日 は Se宮 OVi■ に行く。之はMadridの 北駅像 が貯手にそう思つている、Chamar一  |

tin,門 から北へ高速電車で 3-40分 で行ける。若いた所は原野の真つ只中、駅前は牛の― だと駅 |

で地図を賞い、バスで市内に向かう。可也のスピー ドでた り■5分 経で町の入 り日に若く。       |

バスを降りて先ず日に入つてくるのが壮大な水道構である。強つか水道橋を見てはいるが、是ほど長く |

高いものは見たことがなし、 正に驚異の石造均だ。城壁の入 り回は英の奥やや高い所にある。水道橋の立

つている大地は左右に窪んでおり、英の一番低い所から水の湾れる最上部迄は50メ ー トルありそ うだ (後

日調べると30メ ー トル弱)。城壁内の建造均に関して、今まで経験でそう驚くような駒はないと思えるの

で、この水道橋の増を探 しに行く。橋に沿つて何回かくの字に曲がって行くと石の建物が水道様に被さる

ように立っている。道は登つて来ているので水道様の高さも2メ ー トル程になり、この辺 りでは活ではな

くモルタルで日めた一体の石造駒 となつている。如何やら建物は貯水― Lの役目を担つているようだ。

其の先にも水路が続いている。更に 200メ ー トル先で道路が直角に交わつて居 り、水路は某処で切れて

いた。(後で調べると水源は更に其処から30キ ロ以上先にあり、同じ様な方法で水を導いて来ていたそ う

だ。)

この辺 りでは水路は僕の肩よりややなくなつており、上から見ることが出来、又水時の流れ方向から見

て、水路の断面形状やその大きさが分かる。水路の最上部の幅は特々 120-130cm程 であろう。最

上面は平らな花聞岩を再何に張 り、真ん中に導水路があ り、上面は関いている。導水部は傾 40-50

cm、 深さも同程度のU字 形をしている。何hkipediaに よると、 55x46)。

橋が一番高くなる所まで写真を撮 りながら、引き返すD残 つている部分は ■キロ程であろうか ?段 々橋

げたは高くなつてゆく。装壁の円が見えてくる辺 りでは大地の窪みが更に大きくなり、構げたは一段では

なく、更にもう一段の 2重 アーチ構造となり、壮観だ。寄は硬い花自岩で出来てお り、構Bの 石には殆ど

丸い窪み付けられている。艇子を使つて動かす為に作つた窪みであろう。

僕は何故この様な建造物に長敬の念を持つのか ? 自 分にはこの様なものはどう考えても作れそ うも無

いからだ。ピラミッドの様に庄部が大きい建造坊であれば、時間 と人手を掛ければ出来そ うな気がする。

クレーンも無い時代に重たい石を足場の狭い条件下で加何 して上げて、積んでいったかは僕の想像を超え

る。昔の人たちは生活の必要な機能だけではなく、困難な作業の中でも美 しいものを作つた。番げたの一

番長い所の2段 目のアーチの底部は 3つ のスバンに渡 り特別な石ユを作 り、城岡田 と共の反対日にSe―

goviaの 守 り神である男神 と女神の像を置いたという。今残つているのは城岡田の女神のみである。

純白の大理石で出来ている女神像で美 しい駒である。

橋の建設時期は定かではなく、 1世 紀後半から2世 紀の初めてであろうとされている。当然これもロー

マ人の遺産である。当時の人はどの様に高所で重主輸の積み上げ作業をしていたのか ? 誰 か分かる人が

あれば教えて欲 しい。

30メ ー トルの構脚を作るにはザント教えて 70段 の石ユみが必要だ。下のほうは 3段 で人の高さほど

の石を使つている。これ らの石はモルタルを使わずに積み上げただけのもので、どうして上面の導水路が

長年に渡 り略水平 (1%― が付いていると言 う)が 保たれているのかも不思議だとmを 経に切つた

断面は当然下が広く、上は細くなっている。何十本もの機口が全く同じ様に沈降成いは隆起するなど トテ

モ考えられない。何か特別な石糧みの技術があるのか '

水道橋は東の高台から技壁内に入つて行き、城墜の西の外れにあるAlcazar(お 城、Alは

Alhambraの Alと 同様アラビア語の定冠詞、Cazarは 城を意味するラテン語の変形)ま で水を供給す

る為のものであったという。

僕が不思議に思 うことがもう一つある。当時の人たちは丸でも、三角でも、四角でもいいが、流れ方向

に全周が開じた督を知らなかったのだろうか?自 然界には動物のBな ど相当長い管状の物もある。竹の節

を抜いたものや、麦の差で水を飲むことはしなかつたのであろう力、 管を知 り、其れを索ぎ合わせる技術

があればこの水道橋は作られなかつた害だ。連通管の理を知つていれば、水は坂を下るだけでなく、登る

性質もあること知つていたはずだ。水源が高ければ ドンナ山をも越えて難なく必要な水は得られたのだ。

管を敷設するのは、高く大きな水道橋を作るより、通かに簡単で危険も少なくい、 ローマの トレビの泉や

スペイン広場の噴水は督で結ばれた同じ水源の水だという。これらとの関わりはどうなつているのだろう

か ?人 が管の技術を持つように成つたのは何時なのであろうか ?自 分の無知さ加減に兵れるばかり亀

城壁内に入 り、先ず気付くことは壁の模様である。 ヨーロンパの建築は主に石とレンガで出来ている。

加工しやすい砂岩が多く使われている。教会の外部などは殆ど砂岩である。石は勿論最寄産rRのものを使

うのが普通であり、石の色は町により微妙に違 う。石の色だけでも町の特徴となる程だ。某の上、石の使

い方も町によつて違 うことがある。矩形の石を確 りと積み上げただけのもの、多角形や不規目断面を持つ

石をモルタル接着したもの等様々である。 Sego▼ iaの 外壁の石も力論砂岩が多用されている。石は

表面の研磨度によって、違つた色合いを呈する。この性質を使って思い思いの建物の日性を出 している。


