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9月 15日 :今 日も移動の日だ。高原砂漠の道なき道を車は北に向かう。平らな砂漠は何処でも道に成

ってしまう、不思議な所でもある。雪も彼方此方に見える。砂漠には短い枯れた草がある。この様な僅か

な草を食つてビクニャはこの地に生きている。時折 彼等の群れを見るが、車の中から写真を撮るのは極め

て難 しい。幾つかの湖を通 り、たく産のフラミンゴを見た。こちらは早春でモット季節が進めば、更に数

が増えるという。長い時間の中で自然が作つた造形物を見る。風雨の浸食に打ち勝つた固い岩石が奇妙な

形で残つている所があつた。

地盤の隆起によりできたアンデス山脈の中にも火山性の山はある。隆起の後出来た裂け目をマグマが突

き破 り火山となる。その様な地形は元々の岩石上に溶岩が日まった岩が重なっている。場所の名前は覚え

て居ないが、遠 くの山頂に噴煙が見える所であつた。

そこで丁度昼食 となり、食事の後歩き回ると不思議な物を見る。緑色をした塊で、最初は植物か鉱物か分

からなかったが、よく見ると植物であることが分かつた。傷ついた断面を見ると中はサンゴの様に固い石

状であるが、表面は緑色でこの水の無い所でも水を吸い上げ傷日を直そ うとしているらしい。断面の淵に

は小さな水滴を噴き出していた。Aberaldoに 聞くと、ジェラー トと言 う植物で、 Peruに もあ

り、燃料になるという。僕に命名権があるならば、これは陸サンゴと呼びたい。

この後真っ白な塩の平原や草が茂 り細々と放牧が出来る土地で片側の山にのみサボテンの生える荒れ地

を走る。

夕方になると、小さな集落の上にあるホテルに到着する。明朝は塩の高原で日の出を見る為に4時 に出

発することになつている。Hotel de Piedro, San Pedro de Quemez

9月 16日 :予定通 り4時 に出発する。僕 らの乗つて居る草は主催者のDevyや ガイ ドのAbe一

raldoも 乗つた先頭草だ。運転手は若いがこの辺 りの地理には誰よりも詳 しいのであろう。暗閣の道

を迷いなく走 り、時々無線で連絡を取つている。呼び掛けは何時もPedrOで 始まり、これが最後尾の

運転手の名前であろう。日の出に間に合いあいそうも無いので近道をすると言 う。近道は更に悪路になり、

草は大きく揺れる。雄て濯木の生えた細い道に入るが、ここも道は悪い。小さな部落を通 り抜け更に走る。

空が白に出す頃、箱に入つた朝飯が出てくる。揺れている車の中で何とか腹に入れる。北に向かつて進ん

でお り、右の出の影から太陽が出かかる頃、自い塩の平原の南端に着く。滑 り込み間に合つたようだ、車

を降 り、日の出を待つ。外に出ると寒い。まっ平らで自の平原は異様だ。陽が登 り、白一色の塩平原にも

届く様になると、奇妙な模様が見える。規貝J的でもあり、また不規則でもある模様が一面に見える。之は

熱膨張により表面の塩が膨張しある範囲の中で膨張を吸収する為上に持ち上がる為に起こるのであろう。

持ち上がつた塩は幅 2cm、 高さlcm程 の隆起 した線 となり、これが一面にある規則性を持った模様を

作つている様だ。

暫 く眺めた後、また走 り出す。この塩の平原は世界でも最も平坦な所で、南北約 100キ ロ、東西 25

0キ ロの中での高低差は僅かに 50cm、 鏡と同じ平滑度と考えていい。面積は秋田県よりやや広い。こ

の広い塩の平原は4万 年ほど前、巨大湖が干上がって出来たもので、水中に含まれた塩分が凝縮 して今の

景観 となつたという。塩の厚みは6mあ るという。この大量の塩は何処から来たのか ?こ れはアンデス山

地は海底よりの隆起であり海の塩分を含んで居た為である。之が長年の間に雨水で低地に運ばれ出日の無

い湖で蒸発が起れば大量の塩 となる。これ程大規模な物はここ以外にないが、似た様な所は沢山ある。ア

タカマも塩の砂漠であり、これから行くTiticaca湖 も塩分を含んだ湖だ。同じ様に海底隆起で出

来たアメリカのロッキー山脈の東西にも塩湖や塩の平原がある。

この塩の平原には通常我々の称する道は無いが、こここそ何処でも道になる。車の通つた後は膨張隆起

した磨蓋状の塩は皆破壊され、周 りに散らばる。残された文様は今朝見た物とは逆に溝状に成つて居る。

人台の車が平行に北に向かつて走 り、 30分 程で Incahushi島 に着く。ここは昔湖に浮かぶ島で

あり、今でも塩の平原から突き出て小高い丘となつている。丘には沢山の柱状のサボテンが生えている。

ここ2日 間走 りは疎か余 り歩いても居ない。ここで思い思いに走る事に成る。丘の周 りは 3-4キ ロあ

り、ここを一周する。塩の平面は概ね白いが、所により島からの土の流入により茶色な所や、やや溶けて

水に成つている所もある。平原の標高は3660mあ り、富士山の標高に近い。真つ平らではあるが、早

くは走れない。酸素が薄いのだ。ここでマラノン大会を開こうかとの話がでる。 8660mの 高地でマラ

ノンの距離を走 り続けられるのか?遣 つて見なければ分からない。

1月 の後丘に登る。火山で出来た丘であり、溶岩流が日まつた複雑な岩や洞窟が見られる。これら岩だ

らけの土地に柱状のサボテンが沢山生えている。黄色の花をつけている物あるが、小さく余 り見栄えのす

るものでは物ではない。僕はこのサボテンの美 しさがその麻にあると思 う。無数の熊が光に当た り、金色

に見え、何とも美しい。生きているサポテンで一番背の高い物は9mを 超える。年にはか lcmし か成長

しないと言われ、 1000年 近く生きて居るサボテンだ。以前には 1lmを 超える物があつたと言 うが、

これは今は倒れ其のままに成つている。 1200年 生きたサボテンの標本だ。

表の捕や樹皮は剥がれ、幹が出ている。表面にlcm程 の大が規則的に見える。水分の調整に必要な穴

では無かろうかと想像する。この辺りではサボテンの幹を建材や家具調度品の材料として使 う。 1000

字で高さ約 10m、 幹の径約 25cmし か育た無い木材で貴重品だ。高原の砂漠地帯で育つ木はこれ以外

には無い。僕はこの年に成つた初めてサボテンには木もある事を知った。ホテルの ドアや腰板に使われて

′ヽた。写真を沢山取つて丘を降りる。

車は次に塩ホテルに止る。平原のほぼ真ん中にあるホテルで、建物を始め全ての家具調度品が塩で出来

ている。塩は固まると岩石状になり、建築用にも十分な強度を持つのであろう。建材としての塩の大敗は

毘気である。湿気をある程度に制御できれば略永久に形状維持ほ可能である。元々乾燥地帯であり、雨季

まあつても大したものではなく、通年営業のホテルだ。この点Swedenの Ice Hotelと は異

資る。大型のバスも乗 り入れていた。
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更に北に進み、塩平原の北端に着く。この辺 りでは塩の採掘が盛んに行われている。全て手作業で、表

面の塩をスコップで高さ lm程 の円錐状に積み上げている。之は水分を抜く為だそ うだ。そこに トラック

が遣つて来て、これも又手作業で荷台に乗せる。着いた小さな町はお生産屋 (どこでも見られる物に加え

え塩で作つた製品を売つている)を 除くと、塩の採掘と積み出して生計を立てている様だ。

ここで今まで 3日 間お世話に成つた4WDの 一隊と分かれて、オンボロのバスに乗 り換える。シャーシ

ーが高いので余程悪い道や川越が前途に広がる事が予測できる。予想にたがわず悪路を走 り続ける。周 り

には短い枯草が見える様になり、彼方此方でラマの群を見る様になる。稀にはビクーニャも見える。左手

には白い平原が広がる。 もう一つの塩平原、Salar de Coipasaで 、広さはUyuniの

3分 の 1程 度である。揺 られること1時 間、ヤット4日 振 りに舗装道路にでる。

OrurOの 町に到着する。小さな町で鉱業が主産業の様だ。町中の道は細く、ホテルに行きつくまで、

何度か角でバ ックを しなければ曲が りきれなかつた。今 日の移動距離は 220Kmo Plaze

F l o r e s  H o t e l泊

9月 17日 :Boliviaの 首都 La Pazに 向かう。 2時 間ほど走るとLa Pazの 外部都市

EI Altoに 着き、更に 1時 間程でLa Pazの 高台に着く。この街には高い所から入つていく。

高台で止まって、La Pazの 町を見る。深い谷に沿つて広がるLa Pazの 町の全貌が見える。南

東には雪を抱いた 111lmani山 (6480m)も 見える。

人口100万 を超えるこの街は世界で最も高所 (3650m)に 位置する首都だ。首都圏を構成する

EI Alto(市 の名前そのものが高さを意味する、標高4100m以 上)や viachaを 含めると

300万 を超える大都市圏だ。市内の観光は植民地時代の旧市街、大統領府、大聖堂等を見て回った。此

方の人の大好きな商店街にも行つた。Andesの 人たちはトテモ信仰深 く、神に御願いをする時に捧げ物を

する。其の捧げ物を売つている店が沢山ある。先ず棒げ物を載せる台で、此れは下から火が焚ける様にな

つている。ラマの胎児や小さいラマの干物も沢山売つている。我々にはトテモ奇異に思える色々な物を売つている。

此方の人は良く神に願い事をするそうで、其の時これらの捧げ物をシャマンの勧める方法でするそうだ。

世界の高所都市圏を調べてみると、La Paz程 大規模の大都市圏は無い。桁外れに大きいのだ。定

住地としての高所はPeruの La Rinoconadaで 5100mの 高所に3万 を超える人が住ん

でいる。金鉱の町である。Hotel Ritz in La Paz泊

9月 18日 :EI Altoの 町をまた通 り、Tiwanacu遺 跡に向か う。昨日からバスの調子が

軍く、草を止めて点検する。その間に歩き回ると、町の彼方此方に

薄汚い首つ り案山子が電柱等に掛かつている。何かと聞いて見ると、犯罪者に対する警告だという。所

詳の低いBoliviaで は警官の月給が 1万 円程で、生活苦の為警官が窃盗グループとグルになり、犯

島を見逃すことが多いそ うだ。そこで市民は警察を頼らず、犯罪者を捕まえ次第処刑するぞと言 う意思表

くを首つ り人形でしているのだ。所謂 Lynch刑 ,私 刑による死刑はここでは当たり前となっている。

2時 間程で遺跡に着く。軍人が入場者の応対をしている。 Incaの 遺跡より遥かに古い石造神殿遺跡

F世界遺産の一つである。広大な敷地に幾つか神殿があり、そこに祭られていた幾つかの大きな像も良く

蔦存ざれている。Mexico以 南のアンデス土着と信仰は太陽崇拝であり、ここもその例外ではない。

〔陽の問は黒い一枚石で作られている。角や隅は実に正確にカロエされている。神殿は冬至に太陽が門の真

ノ中から差 し込む様に作 られている。 1000年 以上も前の石の加工技術は驚 くばかりで、遠方から運ん

F来た火山性の回い石を正確に加工している。 Inca以 前の文化で Incaに も大きな影響を与えた。

遺跡を離れ EI Altoの 町を再び通 りCopacabanaに 向か う。東に向かい約 2時 間で

「iticaca湖 の南で一
番狭い水路となっているTiquinaに 着く。ここで水路を渡 り対岸に着

|。人とバスは別々なフェリーで渡 り、バスは対岸まで来るのに時間が掛かる。水路は幅 500m程 であ

〕うが、見えて居ても中々着かない。バスが付くと出発 し、湖の見える高い道路を起伏に合わせ登 り降り

ンながらCopacabanaに 向かう。道は曲がりくねっていて、次々と景色が変わる。海のように広

1 青ヽい湖、浮かぶ小島、急な斜面の段々畑が美 しい。アンデスの民は厳 しい環境に生きる勤勉な民なのだ。

Copacabanaは リオデジャネーロの浜辺の名 として有名であり、又New Yorkや 東京に

)同名の高級ナイ トクラブがある。
一般的には大元のCopacabanaを 知る人は少ないと思われる。

1とも本家は知らなかった。Copacabanaは Bolivia原 住民の言葉で、
“
宝石の展望台、湖の

'とめ
"を

意味 し、ここの地名である。 Inca遺 跡の島、太陽島や月島への起点の町で、 17世 紀に建て

1)れた立派な教会がある巡礼地であるのだ。前にも述べたが、大願が叶えられ最終的に御礼に来るのはこ

`)教会で、此方の人は 誰でも一度は来たい憧れの教会なのだ。

午後から見てきたTiticaca湖 の概要を述べよう。湖水面の標高は 3812m、 広さは琵琶湖の

3倍 、広島県程の大きさがある。 Peruと Boliviaに 跨る大湖でその約 60%が Peru,4

(|%が Bolivia領 と成つて居る。

今日も車の移動で終 日終わつた。移動距離は250キ ロ程であろう。夕方やや時間があつたので,教会に

行ちてみた。堂々としたカ トリックの教会であるが、ヨーロッパの作 りとは異なる。外壁は多色でこれが

ラ ンデスの民の好みなのであろう。立派な門前町があり、多くの店がある。浜にも行つてみる。小さな浜

ストあるが、沢山のボー トや遊具などが置いてあるのは,ど この観光地の浜も同じだ。教会を中心とした小

さ な町で、後ろには急峻な丘が 2つ あり、その一つにはアンテナが数本立っている。相対的に丘に見える

★!けで、その頂上は4000m以 上であろう。宿はTiticaca湖 が目の前に見える最上のホテルで、

コ 1面に太陽島や月島が見える。それらは西にあり、太陽が島影に隠れるまで見とれていた。

(。 pacabana,Hotel Rosario del Lago泊
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