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9月 19日 :突堤から貸し切りの船で太陽島に向かう。 1時 間程で島に着く。南北に細長い島でほぼ真

ん中あたりで船を降りる、船着場からキツイ坂を上っていく。 30分 で宿に着く。部屋は昨夜歩き組が使

つて居り、まだ掃除は終わつて居ないが物は置ける状態だ。走りの用意をして、10時 頃から走り始める。

島を時計方向に1周する走りで5-6時 間かかるという。思い思いのペースで走り出す。最初は尾根を

走るが可なりの起伏がある。眼下にはTiticaca湖 と大小の島が見える。登り切つた所からコース

の前方を見ると遣跡の跡が見える。Chinkana遣 跡の中を通り、更に北の島の先端に向かう。又キ

ツイ登りとなる。大きな石がゴロゴロある細い道で、周 りには膝程の濯木しか生えて居ない。太陽に矢ら

れて暑い。頂上に登り折 り返し、同じ道を30分 程戻り、左に出がり下つて行く。緩やかな下りを1時 間

ほど走って行くと浜にでる。Challapampaの 浜でユー ドがある管だとキョロキョロしていると

200m程 離れた突堤の船で手を振つているDevyの 姿を見つけて一安心。砂浜を超えて船の中で水を

飲み、チョコレー トやビスケットを食う。エー ドが船であつたレース初めてだ。宿までは後 2時 間程がか

かる見通しで、そこで走 りは止めようと思いまた走り出す。暫く浜沿いを走るが、浜辺には豚が放し飼い

に成つていて、不思議な光景であつた。幼稚園も通り過ぎ、子供の遊ぶ姿を写真に撮る。小さな教会も見

る。ドンナ小さな集落にも教会は必ずある。宗教がまだ生活の中で大きな位置を占めているのだ。又浜辺で_

は洗濯をしていた。湖の汚染に繁がる恐れは無いのだろうか?

暫くするとユウカリの生える坂を上って行く。小さな集落にで、道が分からなくなると部落総出で土木

工事をしており、道が基がっていたが、ウロウロしていると指を指して走る方向を教えて呉れた。再び尾

根に出て暫く走ると左手に宿があつたが、もう少しで通り過ぎて仕舞う所であつた。

シャワーを浴びて一体みの後、島の港Yumaniに 歩いていく。暫く尾根を歩くと左手に降りていく。

途中南米特有な派手な繊維製品を道端に並べて死つている所が沢山ある。又レス トランや宿屋も彼方此方

にある。ここまで来る観光客は多いのだ。懸て坂がきつく成 リジグザグに降りて行く。ロバに荷を背負わ

せ、自らも荷物を背負つた女性が登つて来、擦れ違う。ロバは山地の4WDと 言われており、車の通れる

道のないこの島で重宝されている。運搬はロバか人力かのどちらかしかない。

港に着くと派手なキリス トの像が立っている。土着の宗教の影響である。又若返りの泉と言う案内があ

つたが、寄らずに戻り足に着いた。そんな物の効き目は無い事はわあつている。

尾根まで戻ると多くの男女、鎌や鶴嘴の様な物を持つて此方に歩いてくるのに擦れ違つた。こちらでは

作業の基本は共同作業でその帰りなのであろうt急な斜面が良く耕されておるのはこれらの共同作業の結

果なのであろう。

泊まる宿はEcolodgeと 言い、良く考えられた作 りに成つている。シャワーは大洋熱温水器、又

太陽の当たる窓の外は黒い蓄熱用の容器が置いてあり、窓の外には更に透明な囲いがあり、熱を通 し逃が

さない工夫がしてある。陽が沈んでからこの窓を開けると、暖気を感 じる。

Ecolodge泊 、La Estancio on the lsland of Sun

9月 20日 :暗い内に朝食を済ませ、船着場に向か う。船は6時 に出るという。小雨が降つてお り、気

を付けながら坂を降 りて行く。Ferryで Copacabanaに 戻 り、一昨日泊まったホテルに着く。

島の走 りに必要な物を除き、皆此処に置いてあるのだ。ここから車は又変わる。 7-8人 乗 りのバンで荷

物も含め 5-6台 が必要だ。雨の中車両の割 り当て、荷物の積み込みに時間が掛か り、ヤ ッ ト出発。

Kasani経 由でYunguyoで 出入国の手続きを済ませ、最後の国Peruに 入る。Titi一

caca湖 の東側を走 りPunOに 向かう。途中湖の見える所では生賛が沢山見られる。養魚が盛んなの

であろうか ?其 れ とも単なる魚の囲いなのであろうか ? 琵 琶湖の 13倍 以上、広島県の面積を持つこの

湖は魚が豊富に違いない。湖面標高は富士山より高く、3812mあ る。熱帯の湖で、乾燥地帯で雲の出

ることは少なく、十分な日光で餌となる藻は豊富であろう。

Punoに 着くと直ぐにFerryに 乗 り、UrOs族 が住む韓で作つた島を訪れる。この辺 りは浅く、

島に行 く途中に沢山葦が生えていた。Totoraと 呼ばれる輩で背丈は 3mに なるという。 20分 ほど

で島に着く。 10家 族の住む島で、全員で出迎えて呉れ、葦を束ねて俵の様にした半円形柿子に腰かけ、

島の生活振 りを聞く。先ず島の作 り方の説明がある。

島の上台となる泥付きの革の生えている浮遊体を集め、その真ん中に杭を打ち込み、その杭を縄でつな

ぎ合わせ段々大きくしていくと言 う。その上に乾燥 した事を直角に交差するように何層にも重ねて行くの

だという。話を開いたぐらいでは浮島は作れそ うもない。仮に作れたとしても維持が大変だ。 2週 間に 1

日は島民全員で島の維持の為働き、葦を積み増 して行くという。率は水に浸かつた下の方から腐つて体積

が減つて浮力を失つて行く。隔週毎に葦を積み増 して行つても、島は26-7年 で使えなくなり、作 り変

えるという。

島は強風や大波で流されることもあり、この為湖底に打ち込んだ杭に何か所か止めてあるそ うだ。家の

高さは人の背丈ほどであるが、各々の島には其々に3-4m程 の見張 り台があり、全体では大きな風圧を

上けるのであろう。それでも流されて位置が変わるという。その時は他の島民の力も借 りて、島を押 した

り引いたりして元の位置に戻すという。

島は一新族単位の共同生活で皆の労働で成 り立っている。島には長も居 り、採め事ある場合の調停の方

法も決まっているという。仮に共同作業で働きが悪い者は勧告を何回か受けた後も改善が無い場合、当人

の意見を更に十分に聞いた上、村人分の裁きが出る。その場合は島の当人相当分を切 り離 し離 して、追放

するとい う。最近もこの様な事が、起こったそ うだ。追放された当人家族は孤島では生活が成 り立たず、

他の島で受け入れ先を探す。追放された者を簡単に受け入れる島は無く、殆 ど全部の島を当た り尽くし、

やつと受け入れ先を見つけたという。

島の生活に欠かせないのでは船である。昔は全て葦で作つていたが、今はプラスチック等の船が多い。

只 1-2人 用の華の船も見かけ実に良く出来ている。観光用には 20-30人 も乗れる葦の船があり、こ

れら全ては手漕ぎの船だ。
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アンデスの民はズングリムックリだ。余 り例外は無い。女性達は派手な衣装で下はスカー ト状の物を重

ね着 している。ここの女性は皆長い髪を2本 に編んで、帽子を被つている。之までは英国の影響を受け、

ボーラーハッ トが多かつたが、最近では草を編んだつばの広い物を被る様に成つたそ うだ。既婚、未婚は

編んだ髪の先端に付ける雪洞の色で表 し、黒以外は未婚の印だという。

島での生活の元は漁業 と水鳥の狩猟とその卵だけである。それに華である。率は島そのものを作 り、家

の材料でもある。その他にも根元の方では直径 2 c IIl程になる華の茎は食料や トイ レの紙の役も果たす。

我々には全く想像も付かない利用法だ。実際にやつて見せて呉れた。率の茎の外皮は簡単に縦方向に剥け

る。全周を剥いた後、中身の純自の部分を千切つて食べて居た。又紙として使 う場合は適当な長さに切 り、

縦に切れ 目を入れ、円周方向に剥ぐと一枚の紙状になる。直径が 2cmあ れば、幅 6cmX長 さの物にな

る。之を濡れた紙 と思つて使えば良いと言 う。興味のある方は試 して欲 しい。拠所無い場合は有効な方法

だ。

鉄砲は手作 りのものだ。他の物は全て陸地の住民から買わなければ成 らない。帰人達は糸を買い、織物

に加工したりしている。 トイレは トイレ島迄ボー トで行き用を足すことに成る。何から何まで兎に角不便

である。 865日 水に接 した生活で、冬は寒 く、リュウマチの人が非常に多いという。

彼 らは選んでこの生活をしている訳では無い。 450年 ほど部族間の戦いに負け、陸地に住めなくなつ

たのがこの生活の発端で、今でも60余 りの島に 1000人 程が住んでいるという。子供たちは義務教育

で本土の学校へ船で通つている。

家も見せて呉れる。屋根も含め全て葦作 りで、 1家 族毎の家の大きさは 7-8畳 ほどであろうか?雨 風

を防ぐ構造では無く、非常に厳 しい生活環境 と言える。調理は別棟で共同で行 うという。調理棟の傍には

水鳥が 3-4羽 無造作に置いてあつた。小さな太陽発電パネルが何枚かあつたが、これはテレビかラジオ

用であろう。

彼 らの生活も変わ りつつある。観光客を。誘致することにより、お土産品を売つたり、葦船に栽せた り

して、現金収入が入るようになつた。自給自足の文化は消えつつある。

帰 りは葦船に乗 り途中まで返る人も居たが、島を離れて 1-2分 で猛烈な夕立会い引返 して来た。この様

な雨には韓を並べただけの屋根では何の役にも立たない筈だ。

雨は直ぐ止み本上に戻る途中実際に島の移動をしている所を見た。大勢の人がボー トで片側を押 し、反対

側では引いていた。他の島からの応援を得ても中々島は動かない様だ。

船着場から草で宿に向かう。町は鉄道が通 り、軍の施設もあるが、その他見るべきものは無かった。

Hotel SOnesta Pasada del lnca泊 、PunO

9月 21日 IPeru東 南部の高原Chivayに 向かう。湖を離れその東に広がる高原に向けで大型

のバスでの移動だ。乾燥 し、短い枯草が疎らに生える砂漠の高地を走る。道は大きく蛇行するが、路面は

良い。高度が上がって行 くと、放牧しているアルパカの群れを見るようになる。 450011を 超える高地

でも石の家や石垣を作 り、アルパカを飼い人が生活 しているのだ。時にはどクニャも見ることが出来るが、

これは野生であろう。数頭の群れで草を食んでいる。高い所でも鉄道が暫く並行 して続いている。鉱石の

輸送用であろう。

見晴らしのいい場所には必ず土産屋が並んでいる。降りて下方の湖等を見て又、走 り出す。今 日の最高

地点はLos Andesの 見晴らし台で4920mで ある。火山石の多い所で、石を仏塔の様に積み上

げたものが見渡す限り無数に広がる。之も何か宗教的な意味があるのであろう。

310キ ロを走 り、宿には 3時 ごろに着く。ここから2手 に分かれて4キ ロ程離れた温泉に行 く。往復

自力で行 く人、行はパス帰 りは自力で帰る組で、僕は後者を選んだ。宿でタオルを借 りて行つた。バスを

降りると温泉の対岸に遺跡 らしいものがあり、僕はまずそちらの方にいく。吊橋を渡つて行くとInca

の段々畑でPeruで は彼方此方に見られる物だつた。La Carelaは 川沿いにある大きな温泉で、

料金は幾らか忘れたが余 り高い印象は持たなかつた。中に入ると何棟かに分かれてお り、温度毎に選べる

様に成つている。一番高いのが 39度 で日本では温い方だ。こちらの方を選ぶ。片側に川を望み 3方 はロ

ッカーや更衣室等で囲まれた青天丼の小さなプールで、グループの略全員が此処にきている。温泉にして

は温く、プールにしては暑すぎるので、そこそこに引き揚げ、宿に戻つた。まだ陽がさしているので、小

物を洗濯 して木に掛けた。空気が乾いてお り、風もあつたので直ぐに乾いた。

ホテルはその地方の石を使つて作つてお り、中々趣があった。ここで初めて Internetで 交信出

来、日本の現状が把握できた。又夕食はホテルのレス トランで、演奏 と民族舞踊を見ることが出来た。

Casa Andina Colca,Chivay

9月 22日 :早朝からの移動である。バスで 2時 間程かかるCabanacondeの 町に8時 に着き、

町と共同主催の渓谷の レースの為だ。町に着くと走る用意をし、バスに荷物を残 したまま、広場に行く。

町役場の前がスター ト地点の様だ。マイクで何や ら言つているが、分からない。地元のランナーが60人

程、我々以外の外人が 2-3人 全部に薄青色ランエングシャツが配られ、これを着て番号を付けて走れと

言う。朝は寒いので重ね着をする。

号砲で走り出すが、皆早い。最初は舗装道路を下つて行き、 1キ ロ程で左に出がると酷い悪路となり、

その先走路は幅 30cm程 の山道 となる。高い木は生えて居なく、岩石だらけの急斜面を九十九折れに降

りていく。進行方向左手谷は深 く、川が細く見える。

転倒しない様用心 して下つて行く。前後の人は殆 ど見えない。 2時 間近く掛かつて谷底に着き釣 り橋を

渡り、反対側の谷を登 り出す。ここまでの落差は 1300メ ー トルで標高は 2500m程 であろう。兎に

角暑い。コースは事前に知らされて居らず、ピンクのリボンを探 しながら進む。先ほどまでは川の下流に

向かつて降りて来たが、今度は上流に向かつている。

暫く登つて行 くが道が分からなくなり、2-3度 同じ所をウロウロする。他の人も迷つてお り,ど うし

た物かと思案 していると、地元の最後尾のスタッフが来て道を教えて呉れる。僕 らの後ろにはもう誰も居

ないことに成る。橋の手前までは 5-6人 は後ろに居たのだが、何かおかしい。
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