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川崎に住む娘と夕飯の待ち合わせをしているので時間に余裕はない。ところで旦那

は 1時間 1分で完走…線習もしてないのに頑張つた !!妹 とはホテルで別れ、川崎

へ向かうが高速が混んでホテルヘはシヤワーをギリギリ沿びれるくらいの時間に着

き、急いで予約した焼き肉屋さんへ…。そして解禁のビールで乾杯。久しぶりのビ
ールは美味しい(中

^。ハ寺)…おまけにプチカーボの癖力t抜けず?し っかりご飯も食べ

てしまつた。翌日帰りがけに寄つた温泉で体量を計ると…なんと、自宅を出発した

土曜日の朝よリプラス 2キ ロ?!!:が ああ～んヽヽ…思わず三度見したが間違いな

い(一一〆)フルマラツンを走つて 3100キ ロカロリーの消費が 1夜にして…。とりあ

えずの目標は、まず体重を戻すこと(林料

最後に、つくばサブフォーに向け撫習に付き合つてもらつたり、激励のメールや

応援…皆さん本当にありがとうございました。

P'S こ の場を (どの場?)を 借りて旦那さま…行き帰りの運転ありがとうござ

いましたくmtDm〉 そして、まだまだいるんなところで走りたいのでよるしく(実)

11.09・ 10-24 Andean Tral―

angle Running Adventure

Chili一 Bolivia― Peruの 砂漠や高地を走ったり歩いた りするが、大部分はバスや 4W

Dで 駆け抜ける旅である。Devyが 企画運営 しているツアーで、僕は過去 2度 彼のツアーに参加 してい

る。今回僕の最大の興味はBoliviaに ある世界最大の塩の平原 と、Bolivia一 Peruに 跨

る高地の巨大湖、Titicacaを 訪れる事であつた。

1年前から参加を決めてお り、年が明け 1月 末に正式な申し込みを原さんの分も含め行つた。その後旅

に出て、返つて見ると原さんはもうこの世の人で無くなつて居て愕然とする。彼の通夜に行つた時、代わ

りに行きたい人を数名の列席者に開いてみたが、行くと言 う人はいなかつた。一先ず申し込みを取 り消す。

その後毎年花見をしている金井さんと会い、この話をすると是非行きたいという。原さんが行きたい所で

あれば見ておきたいのだ。その後再参加の打診をするが、参加者が定員に達 したので引き受けられないと

のことであった。 Cancel待 ちのWaitingを 掛けて置いたら、6月 に成つてOKと なつた。

便の予約はSingapofe航 空で出来、ほぼ同じ区間を飛ぶ 8月 のSierra Nevadaの

時より5万 円も安かつた。

9月 9日 、成田を夕方立ちLos Angelesに 向か う。以前 2回 乗つて居るがAirbus 3

80の 機内は広い。Singaporeの 機内サービスは良いが、何か今回は時間が異常に長く掛かつた。

乗客の数に対して、乗務員の数が足 りないのか、クールーの訓練不足か、調理機の不具合か、何かあった

に違いない。後は申し分ない。 日本酒もあり、飲み物は豊富だ。

同日のLAに 到着 し、Santa Monicaの Youth Hostelに 泊まる。

翌日11時 に空港に向かう。 Limaへ の便は 3時 過ぎであるが、アメリカは荷物検査に長い時間が掛

いるので、早めに空港に着かなければならない。受付カウンターに着くと同じツアーグループのメンバー

らしい人を何人か見かける。ここからはLAN Airの 同じ便で参力回者 30名 程が乗る筈だ。アメリカ

電部からの参加者はMaianiか ら飛んでLimaで 落ち合 うことに成る。

Limaに は真夜中、日が変わつた頃着 く。入国手続きの後、国内線のゲー トで、柿子に転がつて5時

幻程ウトウトする。空港は24時 間開いてお り、早朝の便でChili国 境に近いTacna迄 飛ぶ。こ

二で乗 り換え、 Iquique迄 飛び、乗換えてCalamaへ 。こんなに飛行機を乗 り継いでの長い旅

ま初めてだ。昨日LAを 立って 30時 間はたつている。Calamaか らはバスで San Pedro

le Atacamaに 向か う。飛行場は砂漠の中に成 り、バスは更に内部に入つて行く。ここは200

7年に同じ道を往復 している。明るければグアナコを彼方此方で見る筈であるが、暗くて何も見えない。

町に着きLa Casa de Don Tomas(ト ーマス様のお館)に 泊まる。何もせずに寝る。

朝起きてホテルの周 りを歩く。塀に囲まれたホテルで、何棟かの平屋がある。各棟には 10室 程の部屋

ボある様だ。この辺 りのホテルは略この様な作りになつて居 り、 2階 建ての建物はない。朝食は大きな建

!み
で取る。パンが トウモロヨンで出来ている以外は西欧の朝食 と余 り変わらない。



ホテルの周 りを歩くと赤い花の様な物が見える。行つてみると実ったヨショウの実であった。後で気が

付 くが街路樹に同じ木が沢山ある。実を積んでお土産にしようとしたが、帰 リアメリカの通関で没収 され

た。種子類は駄 目だというのだ。

町の散策をする。砂漠の中のオアシスの町だ。水路には濁つては居るが溶々と流れている。観光の町で

小さな教会の傍に広場場ある。 2007年 の暑い日、初めての秒漠 レースを走 り,こ こヘヤッ トのことで

辿 り着いたのを思い出す。 2度 と来ることは無いと思つていたが、また来てしまった。

町の通 りはダー トで埃が多い。月ヽさなお生産屋が沢山並び、レス トランも多い。中心街から少 し離れた

所が居住区となつて居 り、建物も比較的新 しい。躯体は幅 2-30cmの 日干し煉瓦で出来ている。屋根

は トタン板が多く、タイルを使つている所もある。中心街の建物も皆泥作 りの壁で出来ている。

町は小さくホテルは高いアンテナが数本立つ傍にあるので、迷 う心配はない。夜でもアンテナの赤色灯

が付いて居るので方向は分かる。

富士山に良く似た山が見える。 5000メ ー トルは超える様だが山の名前は分からない。仮にアタカマ富士

と呼ぶ事にした。

9月 13日 、マラノンの日である。朝暗い内ホテルを出て出発地点、Valley of Death

に向か う。こちらの季節は北半球の 2月 初旬に当たり、寒い時期である。緯度は22-23度 と低く、熱

帯地方に属するが、高度は2500m程 なので、朝は可な り寒い。車を降り、直ぐに走 り出す。朝の 5時

はまだ真つ晴だ。月は略満月で明るいが、走つている谷間は狭く、全く月光は届かない。殆 ど見えない中

を下つて行く。途中で石に贋き転び手の平を切 り、腰を打つ。血が流れ落ちるが其の内止まると思つて走

り続ける。手袋を掛けて居れば怪我はしなかつたかもしれない。それにしても手が冷たい。Quito

Valleyへ と下つていく。

次第に明るくなり、コースは緩やかに登つて行く。走 り出したのは 14人 の筈だが、周 りには 2-3人

しか居ない。走り以外の人はWalkerで 30人 余 りが違つたコースを今 日は歩 くことに成つている。

砂漠の中の車の通れる道を走っているが、大小の石が転がり、走 りにくい。コースの前半は登 りで車の通

れる道が大半を占める。 ト ンネルが一か所ありここは車は通れない。 200メ ー トルほどの トンネルで中

程には巨大が転がつている。この前来た時はここを逆方向から通 り抜けた。 ト ンネルを出ると暫く下りと

なる。

この辺 りの砂漠は岩山が多いが、所によつては細かい砂に成つた砂丘もある。又、塩を豊富に含んだ岩

石で、彼方此方で自く成つた塩の層を見ることが出来る。Valley Of Silenceを 走る。

両側に岩石が壁 となつている所や、遥か彼方まで見える所を黙々と走る。陽が高くなると急に暑くなるが、

空気は非常に乾いてお り汗は直 ぐに乾 くので、酷 く熱いわけでは無い。次いでValley of

MOonを 通 り抜ける。地上ではここが月表面の地形に似てお り、月面着陸の機器のテス トはここで行わ

れることが多いという。コース上には二か所給水所があるが、 2つ 目から先は車道を離れ小道に入つて行

く。暫 く砂丘を登ると狭い渓谷に入つて行く。Kari CanyOnと 呼ばれている所だ。大昔水が流

れて出来た渓谷であろうが、幅は2-3メ ー トルで両側にはゴツゴツした岩が垂直に立っている。所によ

っては岩に塩の塊があり、塩その物に成つて転がつている所もある。

昔川底であつた走路は岩で凸凹の起伏が大きい。滝の名残であろうか、 5メ ー トル殆ど垂直に降る所も

2か 所あつた。後ろ向きに成つて、手を使つて岩にしがみ付きながら降 りていく。又洞窟の様な所もあり、

天丼 と足元に注意 しながら下つて行く。この様に険 しい道は 5キ ロほどあつたろうか、渓谷を抜けるとホ

ッとした。その後時平らな秒漠を2-3キ ロ走 り道路に出た。真っ直ぐな道でFinishが 見えて来て

から、長い事掛か リヤット辿 り宕いた。 7時 間半以上掛かつたが前回見て居ないアタカマ砂漠の以前見て

居ない一面を見ることが出来、満足である。

翌 14日 は 2台 の小型バスに乗 り、Boiviaの 国境、Hito Cajonに 向か う。 1時 間ほど

で国境に着くが、早く着き過ぎたので、手続きが出来るまで待つ。役人が出勤してくると、一通 りの出入

国の手続きは極事務的におわる。ここからは4WDに 5人 ずつ乗 り、草人台で登つて行く。 Eduar一

do Avaroa国 立保護区に入る。 Peru、 Chiliに 接する高地で、3500m-5000m

の高さにある。 Licascabur火 山 (5930m)の 麓の Laguna Blanca(白 湖)か

らLaguna Verde(緑 湖)に 出る。更に砂漠の中を走 り、温泉のあるLaguna Sala

deに 着く。ここには日本のODAで 作られたRestaurantが あり、そこで昼食をとる。温泉は

塩泉で広い湖の岸の彼方此方から出ている。又岸の周 りは析出した塩で自色 している。露店の風呂があり、

20人 ほど入つているが、僕は入る気がしなかつた。一つはパンツを着けて入るのと、外気は可なり寒い

からである。僕は風呂とは裸で入るものと思つているのだ。パンツをはいて入るのは温水プールで風呂で

はないのだ。

この先で所謂地獄を見る。可な り広範な地域に噴気が上がり、大小様々な温泉の噴き出し日がある。澄

んだ水は少なく、殆どは色の異なる泥状の噴き出しであつた。

Laguna Coloradaを 通 り過ぎる。湖の色は水に含まれるミネラルによるという。湖面野

殆どが赤茶色色をした所もあり、これもミネラルや藻の色だとい う。多くのフラミンゴが居 り、その羽が

ピンクなのはこの藻の色によるのだという。因みに幼鳥の羽は自である。尚ここの湖の周囲に見える白い

部分は塩では無く、ホウ砂  (ホ ウ酸ナ トリウム)だ という。

陽が傾 く頃高原のまつただ中にホテルが現れる。一方には大きな出があり、その山裾の傾斜の緩い所に

半円形に平屋が立っている。深い井戸を掘 り、水が得られたので最近実現出来た宿泊施設だという。満室

で 3-4人 の相部屋 となる。兎に角何百キロにも渡り人の住んでいる所が無い広い高地の砂漠なのだ。電

源は自家発で賄っているが、深夜は電燈も点かないこともあるという。又朝方は トテモ冷え込むと言 う。

車で休憩も入れて8時 間程移動 してOjo de Perdizの Hotel del

Desierto(砂 漠ホテル)に 泊まる。
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