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酌 都市Tou10useに 向かうTGVに 乗る。Toulouseは 昨年 San―

tiagoの 道を歩いた時、一晩泊まつた所であるが、街は殆ど見て居ない。今回は町の

観光もし、Airbus製 造の本拠地となつている工場も見ておきたいと思った。町に着

くと先ず宿を探す。地図を貰い探すと、巡礼の宿が見つかつた。其処に泊まる事にし、荷

物を預けて町の観光に出掛ける。Toulouseは フランスの他の町の白さに比べて、

茶褐色の町である。近くに石材の産地がないのであろう。町は煉瓦で出来ている。

この街には友達がお り、今回会 うことに成つて居る。昨年の 6日 間走で会つた男で、

Aurelienと 云う50代 の男だ。着く日にちは 3日 程前から連絡 していたが、時間は

知らせて居なかつた。彼は英語が余 り得意では無いが、何とか此方の云う事を理解 しよう

として色々確認をしてくる。言葉が不自由でもその意思があれ意志疎通の方法はあるのだ。

電話の結果 4時 にこちらの宿に来ることで合意する。

4時 前に宿に戻 り待ってしヽると、rll定刻に彼が遣つて来た。彼には2つ 程頼みたいことが

あつた。
一つはAndorraに 行つている間余計な荷物を預かつて貰 う事、もう一つは

此処から先レース会場まで一緒に行 くことであつた。 どちらも快く引き受けて呉れ荷物を

引き取つて帰つて行つた。_彼 は今勤務中であり、長居は出来ないのだ。

Andorraか ら戻るバスの時間にバスの終点で待ち合わせる約束もした。只この約

束が守られない場合、僕はレースに必要な荷物は何も無くなつて しまう事に成る。然 し、

輛された事がハッキリ分かるまでは僕は人を信用することにしている。

其の後又散策に出かけ、夕食後宿に戻る。部屋は比較的大きく 6人 が泊まれる様に成つ

て居るが、今 日の宿泊客は 4人 である。部屋には台所、シャワー、 トイ レが付いており長

期の滞在には向いて居る。

印
一日Toulouseの 町の観光をする。Touloseは 人口50万 に近く、フ

ランスでは大都市である。町の中心部は水に囲まれている。西側には湾曲 した幅 3-40

0メ ー トルの川が流れ、東側にはこの湾曲に沿 う様に運河が流れている。この水で囲また

中心部の弓状の幅は2キ ロ程である。

フランスは平地が多いので、何処でも連河の利用が盛んだ。此処 を流れている川は

Caronnc)llと いい、Bordeaux、 Medocを 通 り大西洋に流れ込む。メ||や

運河の岸は安全で走ったり、歩いた りするには恰好の場所だ。場運河沿いには木立があり

夏でも快適に走れそうだ。

川に幾つかの橋が架かつて居 り、東側にも立派な教会や教会系の病院として使われた大

きく立派な建物がある。東側から見ると川沿いに立派な建物が見える。美術学校の建物と

劇場であった。

Tou10useの 町は碁盤 目状の道は少ないが、Place du Capito一

leと 呼ばれる中心部の広場から放射状に道が走り、それ程歩き難い町ではない。其の大

きな通 りの一つでは蚤の市、骨董品市が4-500メ ー トルに渡 り行われてお り、又別の

道では生鮮食料品の市が行われていた。蚤の市の元祖はパ リと云う人もあるが、似た様な

15月 1日私 Bordeauxに 戻 り先ず宿探 し、荷物を預けMedOcと 反対側、内陸部

のSt.Emilionに 向か う。Bordeauxを 中心に西にMedoc、 東にSt.

Emilionの 葡萄畑が広がる、広大な世界的なワインの出地である。

Bordeauxを BIEれると広大な森林や草地が見えて来る。雄て車窓の右も左 も ・
lm

の葡萄畑となる。Bordeauxか ら35キ ロのSait一 Emilionの 駅には小一

時間を要するのんびりとした旅だ。乗つて居る人の数も少ない。着いた駅は無人の様だ。

何人かが居 り、鉄道から北に向かい丘を目指 して緩やかに登って行く。皆目指す所はl司じ

で、 1.5キ ロほど先の町 Sait一 EmiliOnの 町だ。 町 の歴史地区や葡衛畑|を

含む辺りの景観は世界遺産となっている。

新芽を出 したばか りの葡萄畑を見ながら進んで行くと、途中から片側に駐車 している草

の列が目に付く。此処へは列車より、草で来る人の方が多いのであろう。途中のCha一

teau(こ の言葉はフランス語で元々は城を意味するが、大邸宅や、ワイナ リーをも意味

するようになつた)や色々なアイナ ノーの行き先案内等を眺めながら歩を進める。丘の上部

に岩が剥き出しに成つて居る所があり、入 り回の様な物が見える。石灰岩を李Jり買いた地

中にワインを保管し、塾生を待つのであろう。

Sait― Emilionの 歴史は古く、先史時代に遡る。 この地に最初に葡萄を植え

たのは古代ローマ帝国の人達で 2世 紀のことという。中世には巡礼者達が此処を通る様に

なり、質の良いワインの産地として広く知られるようになった。人口は 2000人 余 りである

が、街は正にワインの町である。ワイン博物館、沢山のワインカフェやバー、試飲を供す

る店、ケースや瓶でワインを売つて居る店、およそワインに関する物なら何でもある。値

段もピンきりで、一本 1000円程度のものから200万 円程の物が並んでいる。僕も広場のバ

ーに入 り、St.Emilion産 のワインを 2つ ほど飲んでみた。ワイン通で無いので

あろうか、2杯 のやや上等のフインよりは若干劣つてもボ トル 2本 の方が僕には合つて居る

様に思えた。

地図をみると、St.Emilionを 含めこの辺 りの地名には殆 どこのSaintや

St.が 付いて居る。パ ツの通 りの名 も矢鱈 とこの聖が初めに付 くものが 目に付 く。

Spainで も同じだ。之の地の人達は余程 Saintが 好きなのであろう。
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市は中世からあつた様だ。今では欧米の風物詩であり、彼方此方で見られる。大きな道路

の中央分離帯、街の広場、教会の周 り等彼方此方の町で市が立つのを目にする。Tou―

loouseで も僕の泊まった宿の傍の教会を取 り巻く様にもう一つの市が行われていた。

趣味の目を持った人なら郷 り出 し物が見つかるだろうが、僕にはそ う云う才は無い。

公園も多く、広い植物園もある町である。宿の北の方の運河の手前の公園の中には日本庭

園もあり、一応それなりの体をな している。 Franceは 文化の国であり、異国文化に

対する興味や吸収力の高い国である。その表れがこの様な日本庭園の設置であろう。この

他にもBlanquerorと のホテルの壁には蛇の絵と其の漢字が書かれていた。今年

が蛇年と知つての展示であれば、見事と云 うほかない。又この後泊まるAulerian

の家の僕の泊まつたベ ンドカバ~の 模様は漢字であった。

翌朝マイクロバスでAndorraに 向かう。切符は昨タバス発着所の窓日で草内で買う

事を確かめて置いた。カー ド支払いもOKと の事であった。バスの運転手にこの旨告げる

が、カー ドで取扱いは出来ないと言われる。到着先の事務所で決済出来ないか訊くとこれ

や〕駄 同である。運賃は往復 62Euro,こ れも窓日の話より若干高い。話が違 うでは無

いかと怒鳴 りたい気持ちもあるが、此処では何の役に立ちそ うもない。 15人 乗 りのバス

で、4-5人 しか乗つて居なかったが、傍で聞いて居た人が自分は電話でAndorra

の事務所に電話をしてカー ドで買えたので、買える筈だと云い電話を掛けて呉れる。之で

切符の件は一件落着。何処にでも親切な人は居るもので、感謝の意を伝える。

バスは空港に立ち寄つた後、一路西を目指 して走る。道は良く、時速 120-130キ ロ

程であろう。 2時 間ほど走ると前方に出が見えて来る。 Pyrenees山 脈である。

Andorraは 共の山中にあり、北東はフランスと南東はスペインと国境を接する人口

7万 程の小国である。面積は琵琶湖の 3分 の 2程 の山国である。以前から訪れたいと思つ

てお り、昨年のSantiagoの 道を歩いた時も試みたが、果たすことは出来なかった。

バスは谷合を徐々に高度を上げて行く。左手には鉄道も見える。国境の傍まで行つている

様である。Franceの 国境のAndorrano町 、Pas de la Casa、

は名前の通 り峠の町で標高 2050mに ある。勿論まだ雪が残つて居 り、木々もまだ芽を

吹いて居ない物が多い。其処からは九十九折れに下つていく。途中には彼方此方にスキー

場があり、滑つて居る人も見かける。更に幾つかのリノー ト地を経て、首都のAndo―

rra la Villaに 着く.3時 間半弱の旅である。

急流の川にそつた細長い町で、高層建築は無いが、建物はどれも超モダン、古びた物は無

い。先ず宿を株す。町の中心部の道路を介 して 5つ 星と2つ 星ホテルがある。先ず 5つ 星

のホテルで宿泊代を訊く。 170Euro[22000円 強]。2つ 星の方は 30Euro,

こちらに泊まる事に決める。元より5つ 星に泊まる気などは無かったが、ほぼ同じ場所で

星の差が ドレだけの金銭的な差になるかを後学の為に知っておきたかつただけの話である.

部屋は直ぐに利用出来、荷物を置いて散策に出かける。目抜き通 りの両側には巨大な店が

並ぶ。酒類、煙草、香水、宝飾品、衣類、靴、バッグ、スポーツ用品、家電、時計、カメ

ラ、 IT機 器なんでもある。僕は煙草のことは分からないが、葉巻の種類の多さ、刻みタ

バヨが大小の透明なバケツに入つたもの、今までに見た事もない物をみる機会を得た。香

港等は自由貿易港として栄えた所であるが、Andorraは 欧州の香港的役割を担い繁

栄 しているのであろう。香港との違いは海や港が無い事、高層ビルは一つも無い事、人々

の動きに落ち着きが有る事であろう。

ヨーロッパにはAndo‐ rraと 同じ位小さな国は少なくとも5つ ある。今回でその全て

を訪れた。これ らの国に共通 して言える事はどの国も経済的に豊かで、独自の暮らし文化

に誇 りを持つて居る点だ。 どの国も一人あたりのGDPで は日本を凌 ぐ筈だ。小さい事は

決 して悪い事では無いのだ。人口減少が始まつたわが国では政府、マスコミ界が仕切 りに

その弊害を喧伝 している。何故か? 人 口が減れば、労働人口が減る。労働人口が減れば、

企業の生産力が落ち、利益が減る。利益が減つて困るのは誰か? 企 業であり、その裏に

いる資本家であろう。政治家も困る。税収が減 り、自分達の自由裁量幅が減 り、大判振舞

い悪さが出来なく成る。マスコミは政治や資本の代弁をしているに過ぎない。

何年か前 San Marinoに 行つたことがある。此処はAndorraよ りは遥か

に国土も小さな国で、人口も3万 人台であるが、この国が現存する世界最古の共和国であ

る。 1700年 に渡 り、独立 し続けた国である。勿論原爆を作る国家予算は無い。大きな

国だけが危険な殺傷機材を開発保持 しうる。この点から見ると、世界の平和は小さな独立

国の集合体の方が確立出来る可能性が高いのでは無いか?

日本は未だ世界の経済大国である。原爆も持ち得る力を持つて居る危険な国である。最

近最大の危惧すべき政治的動きは憲法改正論である。現政権や維新の会は看過できない程

右傾化 している。天皇制の強化を図 り、戦争の準備を図りたい意向ありありだ。未来の平

和を考えるなら、先ず今の平和憲法を守る必要がある。平和を考える時、これ ら小国の歴

史が貴重な指針と成る様に思 う。

首都のAndorra la Vellaは 標高 1000mを ややこえる所にあり人口

は25000人 程である。町には立派な病院や体育施設もある。川沿いには整備 された遊

歩道がある。先ず上流に向かつて右岸の遊歩道を上って行く。傾斜地を利用 し幅の狭い段々

畑で野菜を作って居た り、鶏を飼っている家を見かける。決 して土地自体が豊かでは無い


