
地では, 1年に 1回しか収穫できIiいというo

こういうわけであるから.短期間に海岸部から高知へ 南か ら北へ移動する.と,米作のい

ろいろの過程がみられる｡マジュンガ地方では田植えをしたばかりの所が見 られ,タナナリブ

のあたりでは穂が出かけであり南部の高地では新米が市場に出ていたりする0

7ダガマカルでつくられている米は.主に 2種類に分けられると聞いた.一方は.雨期に

適 し,成長が速 く,だから米粒は支那米のように細長くなるOもう一つは,成長がゆっくり

した,幾分乾燥 した所にも適する庵類で.米粒は太っていて短い｡この方は,学校では ｢日

本米｣と称 して教えているそうであるo先程の話ではないが.こういうところにも日本への

関心の深さがうかがえる｡

刈りとりは.これも日本と同じように鎌で刈る｡日本のよりもよくカーブし,半円形にな

った鎌で,ザック ･ザックと刈りとっているのが見られた｡

そして,精米は,もちろん捻城でもやられているだろうが,田舎ではEjを使って米をつい

ている風景がみられる｡木をくりぬいた日にもみを入れ.細い丸太のような杵を両手で持っ

て.上から下へとつ くのである｡

このように.米が主要産物であるから, これが主食になっている｡日本と同様のたき方を

するOそして貧 しいせいか,食事は飯ばかり多くて,副虫には肉切れ 2-3切れとか, ジャ

ガイモやダイコンの煮たのをはんのちょっと癒えて食べるような梯子がよく観察された｡

3) イ ン ドネシアか らマダガスカルへ

こういうふうに,2つの大きな特徴を述べただけであるが,このマダガスカルがアフリカ

大陸よりも東南アジアあたりと似ていることを感 じとることができたのではないかと思う｡

それで,このような琴から,マダガスカルと東南アジアはつな'がりがあるのではないか,

図 4 海 流
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人々はその昔.アジアの方からマダガスカ

ルの方へやってきたのではないかと考えら

れる｡人々はその昔.インド洋を舟で渡っ

たのではないかと容易に想像がつくであろ

う｡

もし,中学.高校で.マダガスカル人が

人種的にインドネシア人とつながりのある

事を教える場合.次のような作図をさせれ

ば生徒の興味をひくのではないかと考える.

用 意する物は,地図帳だけでよいO
図5 マダガスカルへの移住ルー ト

インド洋における風向と海流は,図3,

図4のようになっている｡ (7月の風向は南西季節風となり,灸件に合わないので.1月の

風向だけ示 した)｡そして,図 3と4を考えあわせれば,図 5のようなルー トで.かつて束

南アジア方面よりマダガスカルへ人々が移動 したのではないかと考えられる｡

4)マダガスカルの言語

インドネシアとマダガスカルの関係については,具体的に語 学において証明されている｡

例えば.インドネシアのジャワ語とマダガスカルのホープ7語･の関係が研究され.ホープ7

語がマライ ･ポ リネシア語に属することが知られているO これからも.マダガスカル-は.

マライ ･ポリネシアあたりか ら人々が移動 したことが推測されるわけである｡

5)物を運ぶ方法

物を運ぶ方法においても.面白い現象がみられた｡日本や東南アジアでは.物を運ぶのに,

棒の両端に物をくくりつけたり.または,徹をぶちさげたりして.それを肩にかついで運ぶ

のか一般である｡それが,マダガスカルでも見られるのである｡そして,この現象はアジア

系の人々の間でみられた｡こうい う習慣は,丁プリカ大陸ではみられない｡アフリカでは全

て頑に乗せて物を運ぶ｡ このマダガスカルでも.このように頭に物を乗せて遊ぶ姿は黒人の

間でみられた｡

6)家

家もよく似ている.外観などそっくりであるo このような宏の造りも.いつの時代かイン

ドネシア方面より伝わったものであろうか｡それとも,気候がよく似るため.家の構造も似

たものになっているのだろうか,

マダガスカルとインドネシアの類似性をあげれば.まだまだありそうだが,今回はこれ ぐ

らいにしておく｡ ' L
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Ij:お,①,②の部分は ｢MADAGASCARJG.BASTIAN著を参考にした｡

マダガスカルの家 イン ドネシアの家

▲ 化 石 探 し

ある国について,おおまかな感 じというもL])を把握 しようとする時,紀行文がその助けとな

る事があるo マダガスカルにおいて,私が化石探 しに行 った時の経験を‡与いてみるので, マダ

ガスカル理解の助けとなれば幸いである｡

マダガスカル島の北凶事にマジュンガという都市がある｡人口75万人,マダガスかレ第5番目

の都市であるから.それほど大きな地図でなくともその名は見つかるであろう｡

1975年 2月,私は,ケニアのモンバサから堤物船に乗ってこのマジュンガへ着いたばかり

であった｡

どうして漬物船かというと,ケニアとマダガスカルの間は,飛行機便は別にして,海の交通

はこの船 しか定期便として運行 していなかったからである｡ これは,月だいたい2回モソバサ

からセメントをマダガスカルへ運ぶ船だった｡

私は貧乏旅行者である｡飛行機よりも当然交通費の安 くつく船で旅ができれば申し分ない｡

というわけで,アフリカのインド洋岸の国々について,船の便を調べてみたo

ケニア.タンザニア,モザンビークの主要港でマダガスカル-の便を調べたが,見つかった

定期便は先に述べた貨物船 1つ,不定期便は全然情報がなかった.南アフ リカ共和国からは,

定期便.不定期便ともいくつかあった｡

マダガスカルで調べた結果は,南7,1)ユニオン,モ-リシャス,コモロ,ジブチへの便加 貨物船 .

客船とも定期風 不定期便がかなり多かった.(これは各月ではなく,年間を通じての様子である)

アフリカの貿易や交通の特色は,地域ではなく,イギ リス連邦, フランス共同体, ポル トガ

ル系の国々というふうに,それぞれかっての旧宗国を頂点とするグループにおいて成されてい
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るという点にある｡だから,このような結果になっているわけである｡

注として述べれば,南アは自立できるくらいの経済九 工糞力を持 っている札 周辺国と貿

易を行ない,又,イ ンド洋,大西洋の接点でもあるために船が寄港する｡ こういう灸件のため,

マダガスカルとフランス系ではない南アの交流が大きいのであ る｡だが,1970年代半ばより,

政治的事情を反映 して両日の関係は小 さくなっている｡

さて, マジュンガの話にもどろうOある田のおiiLまかな知識を得るには,中学や高校の地理

の教科かほど便利なものはない｡その国の歴史.地理か ら教育の状況まで述べられていること

が多いからである.読者持氏も外国を訪れた時埠,案内番よりも地理の教科啓を手に入れるほ

うがよかろう｡

本屋で何冊か教科香 を立 ち読み したoマダガスカルではフランス語が公用語であり,当然教

科智も程度の高いものはマダガスカル語ではなくフランス語を旺用 している｡フランス語をそ

う知らIilくても,描かれている地図を見ればだいたい見当がつ くし,専門用語など英語 とそ う

かわらないので想像はつく｡

マジュンガの近 くに,化石の出る場所が示されているのを発見した｡

私はイギ リスにいた時,サザンプ トンの近 くでアンモナイ トを掘って以来,化石に興味を持

つようになっていた｡だから,本を見てもこういう夢に注意を払っていたのである｡

だが,残念な事に,その団には地名が記されていなかったOどうしたものかと思策 していた

ところ,日本人に出会った｡ マジュンガに基地をお く日本の魚英会社の駐在員であった｡

日本の漁兼がこ こまで進出 しているのである｡マダガスカルには 3ヶ所El本の漁菓基地がお

かれてお り,この基地を根城に周辺海域で何隻かの魚船が漁を行なっている｡えび漁が主であ

る｡

マダガスカルから日本への輸出をみると.えび40%,コーヒー27%, クロム鉱21% (1977

午)となっている｡えびの多いのが目立つ｡だからといって,我々の食べる輸入えびはマダガ

スカル産が多いと思 うのはまちがいで,統計では.輸入えび100匹食べればそのうち 1匹がマ

ダガスカル産であるぐらいの血である｡

有難いことに,その人が化石を拾える場所を知っていた｡

｢簡単 !簡単 !そこ-行けはゴロゴロころがっているんやから,探す必要なんかあ ら-ん｡

現地人は化石なんか知 らんか ら,そのままころがっているんや｡わ しなんか, ドライブがてら

そこへ行 って.拾って日本-送ったわ｣

煉ってもない幸運であった｡

翌日,早速出かけた.目ざす地点はマi,+ユンガか らタナナ リブ-の主要道,マジュンガより

30キロくらいの地点である｡ この国はフランス系の国なので,道路にはマイルス トーンならぬ
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キロメー トルス トーンが埋めてあるO起点は首都のタナナリブで. 目ざす地点は555kn棲示の

石の埋めてあるあたりである｡

フランス語圏へはいり一週間にもならない0日本では,自己流にフランス語をか じったもの

の.それはもう既に4年前.それでもなんとか必要に迫 られて記憶の中か ら少 しは しぼりだす

ことができた｡

｢タナナリブより555km!標示のある所 まで行きたいのですが｡あの-,それは,ここからタ

ナナリブ方向へ30キロくらいの所なんです｡｣

地理的にいって,これはで明解な問いはないと思われるのだが.どういうわけか答がさっぱ

り要領を得なかった｡

たぶん バスに乗るのに,こんなけったいな質問などされた事がないに違いない｡日本でも

どこの国でもそうだが,バス連行JL,一 卜に行き先きの地名や停留所名はあっても,どこそこか

ら何キロという表示はめったにない｡

よくわからないせいか,皆私にタクシーで行 くことをすすめたOタクシーで30キロの距離杏

往復 したのでは,いくらとられるかわかったものではない｡貧乏旅行者には縁のない乗物であ

る｡ とにかく,その方面へ行 く郊外バスに乗った｡

マジュンガ郊外へ出た｡バスの終点か ら先へ歩 くと,道端に ｢575k冴｣と記されたコンクリ

ー ト標識を見つけることができた｡

｢目的地まであとZOkhl,全部歩くと往復40kzl l時間 5kzlの速さで歩 くと8時間かかる｡今

10時だから, ヒッチできない場合でも夕方には帰れそうだ｣

歩きはじめた｡歩くのには自信があった｡

歩きながら,時々やってくる車に手をあげたOマダガスカルの ヒッチ-イクは2度目である｡

タクシーが止ったが.これは問題外｡次に止ったのは軽四 トラックだった｡ちょっと変った型

だが制 帽をかぶっているのでポリスだろうと見当がついた｡

仏語では,化石は ｢フォシル｣という｡

｢どうしたのだ｣

という質問に

｢フォシルを探 しに行 くところなんです｣･

私は答えた｡ポリスは怪 しむというより,怪冴な表情を示 した｡ どうや らこの単語は聞 くの

はは じめてらしい｡

｢私は日本の学生で地理に興味を持っているんです｡フォシルというのは.大昔の生き物が

右になったものです｣

という意味の琴を知っている単酷で説明したが2人の警官には化石という概念のないことが
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わかっただけであった｡

それでも･どうやら怪 しい人物では11'いことを理解 してもらえた｡場所の説明をすると,わ

ざわざそこまで乗せてやると言う｡ しばらく行 くと.軍人とポ リスのいる換問所があったが,

車の主はポリスなので私は調べも受けず通過 した｡

そこから10数キロ行った555kJr地点は.あたりに宏も畑も何も見られない｡碓草の続 く丘陵

地であった｡警官は,こんな所で何を探すのだ.というふうな顔をしなが ら先程通った検問所

の方へひき返 して行った.感謝 I

地図では,マジュンガへ注ぐ大きなJH.ペソ (ポカ川が10キロほど乾れた所を流れており,

このあたりはその川の面より一段高 くなって続 ヽ丘陵地である｡一帯は うねるような起伏の丘

が続 く,稲によ く似た革が-面茂 っていた｡所々にひょろ長い しゅろの木や,枝にとげのある

/トさい築っばをつけた小さい木が生えていた｡

この17ジュンガ地方は.AW気候区にあたる地嬢で.2月は雨期の終 り頃にあたるため草は

営々と茂っていた0 7 ジュンガは河口にあたるが.水があんな1こドロ色Iこ希っていたのは雨期

で ドロ水の運ばれてきたせいだろう｡1月か ら10月の闇は乾籾となり, この青 々とした草も枯

れてしまい,砂漠のようになるというc Lかし.再び雨か降りだすと緑が萌えるようによみが

えるそうだ｡

｢道はたにコロがっているから操す必要あらへん｣

ということを糊いてきたので,阜遠道に沿ってしばらく歩いたが,化石 らしさものは見つか

らなかったo稲のような-草は密生 しているというほどではfiく地肌が十分に見えるので,その

中へ踏みこんで行った｡

何も知らないということは時にはいいこともある｡これがタンザニアあたりだと,人気も何

もIJこい所で草む らなどに足はふみ入れられない.マダガスカルには,蛇はどうか しらないが猛

獣がいるとは聞いていないのが救いだ.

マダガスカルは,一般に赤土のラテライ トが土地の表面をおおっているが,このあたりは白

っぽい表土であった｡粘土質であるQ雨が降れば靴に土がダンゴのようにひっつきそうだ｡そ

の中に砂岩や頁岩だろうか,小さい硬い石がましっている｡地表面に出ている石はその表面が

灰色っぽくなっている｡ このような地形はマダガスカルでは一般的で,雨の降る毎にたやす く

俊蝕されていくといわれる.

塵lJ.-どはないが少 し崩れたあたりを見 ると,一見 して化石とわかる代物がたくさんころがっ

ていた0線指の先 ぐらいの大きさの円形の代物と且のような代物である｡色はクリーム色oよ

くあたりの地面をみまわすと,同様の代物がいくらでもころがっていた｡欠けてもいなければ･

やわらかくもなかった｡カテンカチンの石コロとなっている｡無造作に扱ってもこわれないの
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はありがたい｡

かわったものはないか,と夢中であたりを探 しまわった.央昼o統計では･マジュンガの 2

月の平均気温は最高32lc.最低24●CであるO暑くて水筒の水を飲みなが ら,上半身裸になって･

ゆるやかな起伏の草の生える地面をうろついていた｡拾っては袋へ入れ.拾っては袋の中-入

れる動作を 1時間もくり返 していると. 5-6キログラムと感 じられるくらいになった｡だが･

その割にはかわった種類のはみつからなかった｡

ただ,かわったものとしては.のり巻きを短いのや ら長いのやらに切ったような形の石がい

くつか散乱 しているのが見つかった｡明らかに且の化石のようではな し.かといって他の何で

もない石ころとはちかう形なので.拾 ったものかどうか迷った｡木か骨の化石だろうかoそう

思いながら.とにかくそれも拾った｡後に.これが動物の通ったあとの化石化した生痕化石と

呼ばれるものだろうと解ったのだが,その時は全然そういうものについて知識はなか った｡

私が化石に興味を持ちだしたのは. 3年前化石に興味をもつイギ リス人に連れられて,オッ

クスフォー ド博物館を訪れ,白色のアンモナイ トの化石に美 しさを感 じて以来である｡そして,

その後,あちこちで自然科学博物館を訪れた時に化石をなかめてきたぐらいであろうoだから,

化石に関する知識はほとんどないといってよい.明らかに化石とわかるものは採取できるが,

その他の物は兄のがすということも多いだろう｡

うろつく範囲を広げてしば らく探しまわったが,2種類の且の化石以外は見つからなかったO

再び道路-出た｡道路はマジュンガとタナナ リブを結ぶ_f_貞道であるが,このあたり一帯は

草木の他は何もない所なので,迫鰍 こ立って車を止めようとしても止まってくれるかどうか疑

わ しかった.クーデター琴件のあとで戒厳令などしかれているおりである.怪しまれるのがお

ちではないだろうか｡そう思えたが.案の定.時々通る車の迎転手は私に一瞥を与えるだけで

通りすぎるばかりであった｡

2時間はどその地点でヒッチをやったが,どうにも車が止まらないo歩きだ した｡そこへ,

やって来た 1台の大型 トラックが止まり,乗せてもらうことができた｡運転手のオヤジさんに

化石の話を したがさっぱりわかってもらえなかった.

行きは警官の車に乗せてもらったので問題はなかったが,帰 りは検問所にひっかかった｡ク

ーデタ-事件のあとなので町の出入口では検問を行なっているのである｡クーデターtTJI件とい

うのはこうである｡1975年 2月llE],その 1週間前に国家元首となったラチマンドラバという

首相が,かつてクーデター未遂事件を起こした事のある治安別動隊に暗殺された｡だが,政府

軍がこれを鎮圧 し,現在各都市の主要道では検問が実施され,夜には戒厳令がしかれていると

いう状態なのである｡

先程の警官はいなかった｡彼等はこの検問所を査察にでもやってきたのだろう｡私はパ スポ

ー トを提示 したOそして,運転手は, この手前で私を乗せた事を係官に説明した｡
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｢いったいそんIi:ところで何をしていたのだ｣

検問の督官はそう質問 した｡ `

｢フォシルを探 していたんです｣

こう答え,何の蔀かといぶかるこ0)警官に東に辞 しく説明したo Lか し,理解 してもらえな

かった｡それなら,と実物をとり出した｡

｢宝石か ?｣

こう尋ねるので,それを否定するのにまた一苦労 した｡金銭的には価値はなく,また悪事 に

側係もなく.その他の革で全然問題Ii:どおきない串を説明したりして,やっと検問を通過でき

た｡

日本Ij:ら.化石という語は小学生でも知っているCやはりこれは日本とマダガスカルの教育

の差を意味するものだろう｡ この国でも地理等の教科膚には少 しは化石に関する説明がのって

いる｡ しかし,マダガスカルでは学齢期の子供でも市場で働いていたりすることが多い｡まと

もに教育を受けているのは上流階級のマダガスカル人と.そして,フランス人はフランス人学

校,インド人はインド人学校というふうに自分運の学校へ通える者 くらいだと言われている｡

今回のクーデターで学校は休講である｡以前のクーデターの時は5ケ月間学校が休講になり,

そして.見休みが2ケ月あったりで,とうとうその年は勉強などほとんどしなか ったというO

教育にはこのように関心が払われておらず,だから,一般の人々が何等生活に関係のない化石

などという語を知らなくても稚くにあたらないだろう｡

別の地方では,雨期で道のぬかるむ中,乗せてもらった トラックを ドロンコになりながらひ

っばったり押 したりして,El本人はおろか外旭人などは じめて見るというような田舎へも出か

けてみたoあのあたりにはかつて化石が採収されたという頼 りない噂さをもとに出かけたのだ

が,現地人には化石という概念が通 じず,絵を構いたりしてみても,本当の貝を持 ってくるよ

うな状態であった｡というわけで,この時は化石の出る場所をみつけることができなかった｡

化石を海外へ送るのには.鉱山局で輸出許uI証というのをもらわなければならないoイギ リ

スで化石を採取 して送った時は何の規則もなかったが.国が異なれば法律も異なる.いくらマ

ダガスカル人にとって価値のない物とはいえ貴重11研究缶料であり,こういう方法かとられる

のは妥当な事だろう｡

タナナ リブの鉱山局へ採取した化石i.袋にさげて行 った｡輸出の係長が応得に出てきた.

｢こんなにたくさんはダメだ｣

彼は,とんでもないという顔をした｡計量してみると5キロあった｡

｢そうだな-. 1種 類に 1ケづつだな｣

と彼が言うのを



｢日本で,地理とか地学の授業に使いたいんです｣

といろいろ説明した結果,l種類につき5ケということにしてもらうことができたO

同 じような種類のでも大きい型のと小さい型のがあり,それぞれできるだけきれいなのを選

んだ｡そうしていると一般の係員が

｢もう5つづつくらいいいだろう｣

と親切に言 ってくれた｡ しめて2.5キログラム也の輸出許可証を発行 してもらうことができた｡

鉱山局に付随して小さな悼物館があり,そこで採収 した化石の名を知ることができた｡

Periaster.inconstans,

Lamber亡

Li乙Ithla,Slndensis,DuneetSL

拾った化石の一部

化石は このように転 っていた｡

写其中央部のマッチは大きさ比較の

めにおいた｡

化石採取現場

5. あ と が き

実際に社会科教育に携わった経験のない者が,マダガスカルを訪れた経験だけをたよりに岱

いたので,ひとりよがりな点はお許し願い,この中から何か参考になるものでもくみとってい

ただけたなら幸いです｡
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国 際 都 市 香 港

大阪府立堺東高等学校教諭

水 元 繋

一枚の世界地図を手にとると日本の面功と比較~して世界の広さに焦嘆させられる.それぞれの

国において人々はどのようなや境のもとでどのような生活を営んでいるのか.今までは他人の杏

いた紀行文や随筆でしか知ることができなかったカ!.実掛こ外国へ行き.自分の目で人々の生活

を眺め.自分の足でその因の土を踏んでみたいという頗塾は幼ない頃から常に持ち続けていた｡

言葉とか人種とか宗教とかの逮いがあるにせよ.その遵いを乗り越えて親 しさが生まれたなら.

どんなに菜摘 らしい旅になることであろうか｡

昭和54年春,外国へ旅行する決心をした｡この年は ｢ひつじ年｣であり.自分の生まれた年に

あたり.人生の一つの区切りとして.思い出に残る年にしたかったためでもある｡一人では心細

く.親類の義弟にあたる井本進さんと二人で行 くことにした｡

しかし,海外渡航の手続きが皆目わからないため.まず交通公社へ行き.自分としては手頃な

｢香港 ･マカオ｣ルー トを選び,申込みをした｡その日は申込金を払 っただけで終ったが.何日

か後に旅券申請のか類が交通公社から自宅まで郵送されてきた時は.外国というものが一段と身

近に迫 ってきたような感 じを受け.休が少 し興奮 してくるのをおぼえた｡

6月初旬.大阪府庁へ出頭 し.旅券の申請をすると.｢週間後に旅券を受理 した｡この一週間

は海外旅行のことで頑の中がいっぱいであったか.いざ旅券を受理 してみると.あまりにもあ っ

けなく海外旅行の手続きが終ったことに一決の不安さえ感 じた｡

｢日本国民である本旅券の所持人を通路支線なく旅行させ.かつ.同人に必要な保並扶助を与

えられるよう.阪孫の諸宮に垂甜する｡日本国外者大臣｣と旅券の第 上ページには日本文と英文

とで;Sかれてあるが.簡潔で明瞭な一文にあきれもし.またこの一文によって自分の生命 .生活

の自由が守られるのかと思うと.かえってありがたみが増してくるようにも思えてきた｡旅券に

は菊の紋章も入っており.日本でみる時と外国でみる時とは意味が過っており.紋章の輝きは日

本人であることの誇りをひしひしと感 じさせてくれるものであった｡ ｢恥はかきすて｣というこ.

とわざがあるが.冨蕪が通じないがゆえに.あるいは生活習慣が異なるがゆえに.かえってその

国の人々の感情を審するような振舞いはしてはなら机 ､のであり.旅人とは言え日本を代表する

人間として慎重に行動をすべきであると自分の心に言い脚かせ.今回の旅行はやってきたつもり

である｡

7月28日午前9時45分｡日本航空 701便ジャンtポ軌 ま定刻通り大阪国際空港を離陸 した○運よ
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く指定席 も窓ぎわにすわることができ,目の下に苛 々とした梅や果てしなく続 く空海を見ること

ができた｡機長やパーサーの日本語の挨拶のあとは必ず英語でも同 じ挨拶が繰 り返された｡周囲

をみわたすとアメ リカ人 ･中国人 ･イン ド人 ･イン ドネシア人とさまざまな国々の人々がすわっ

ており.世界地図の生きた縮図を見る思いであった｡

救命胴衣着用の説明のあといよいよスチュワーデスによるサービスが始まった｡お しぼり.新

聞の配布のあと.昼食馴 こ機内食のサービスがあったか.きびきびとした彼女達の態度にただ感

心するばかりであったO海外で活躍する日本人スチュワーデスの行為も日本人の行為として外国

人から観察されているのであり.彼女達の手ぎわよさ.優 しさ.思いやりをまのあたりにみて,

日本人の巣鴨 らしさを再認識 したのである｡

701便は12時55分香港の啓徳空港に着陸 した｡窓の外には大きなビルが林立 し.日立 ･ヤクル

ト･味の素 ･SONY等の看板を見ると大阪空港へ舞い戻 ったような感 じであった｡空港内部で

税関手続 .入国手続を無事に終えると,外はムッとする暑さであった｡空港のいたる所にライフ

ル銃を肩にかけた軍人の姿が目につき.国家の安全はまさに軍事力でもって保障されているとい

う思いであったO空港のみならず.自分たちが宿泊 したヒル トンホテルでも同 じようなライフル

銃の督備がみられ.旅行者にとってはかえって身の安全が保障され.ありがたいことであるとも

思 った｡

空港からバスでヒル トンホテルへ向かったが.途中.九竜の街の中りこ難民のアパ- トを見た｡

LLlの上にバラックを建てて生活 している者 もいたが.10階建て.20階建てのコンクリー トのアパ

ー トに住む者が侵近は多 くなったという｡家賃は月に3万円.一家族でこれを払えるものはない

ため.アパー トを借りた人はさらに他人に自分の部屋を又貸 しし.結局は数家族が同居するとい

う過密状態が生 じているのである｡難民のほとんどは中国人であるOガイ ドはさかんに自由のな

い周の人々は自由を求めて香港にやってくるのだと強請 していた.こんなに貧 しく苦 しい生活を

しいられながらも.なおかつ桁神的な自由はもっと人間の生活にとって噂いものであるのかと来

ろきもしたし.自由を毎 日の生活の中で空気のように当然のこととしてたんのうしている自分に

は.どうしても理解できぬものであった.亡命とは軽済的に苦 しい生活か らのがれるために行な

われるものと自分は考えていたが.もしもこの前提にたつならば.香港に亡命 してきた中国人は.

中国本土では一体 どんな生活を しいられてきたのであろうか｡寒けがする思いである｡｢中国に

は失集者はいない｡中国には泥棒はいない｡中国には生活困窮者はいない｡｣と公式のように新

聞 ･雑誌で報道されているが.それは誤報である｡実際に中国との国境付近 まで行 ってみると.

彼 らの生活の貧 しさは率舌に尽 しかたいものがあった｡

九竜か ら海底 トンネルを くぐって香港島-渡ると一高層 ビルの数はさらに多 くなった｡香港に

は地茂が無し､ため ビルは高層となるのであるが.現在のところ52階建 てが一番拓いそうである.
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ただ地下が固い花樹岩でおおわれているため.ビルのほとんどには地下室がなく,海底 トンネル

そのものも海底を掘 って作ったものではなく.大きな筒を海底に敷設 しただけのものという｡も

ちろん地下鉄もない｡

香港の街でまず目につくのがイギ リス風の二階経てバスと二階建てrpllr'車である｡イギ リスの中

古車を輸入 して使用しているというが.パスや屯庫の後ろから乗 り込むと大 きな鉄製の-ンドル

が回り.乗客一人ずつが乗 り込めるようになっている｡物珍 らしさのため自分達二人も電車に乗

ってみた｡さすがに二階建てのため.道を歩 く人々やタクシーがはるか下の方に見える｡風通 し

も良 くいつまでも乗っておりたい思いであったが.蘇りに座わっている人も.向かいあって座わ

っている人も番地人であり.少 々不安になってきた｡次はどこどこの駅ですとの車内放送はなく.

1 静かに蘭へ止まり.静かに発車 してしまうため.一体.どこで降 りたらいいのか.ますます不安

は大きくなってきた｡料金がいくらなのかも二人にはわからなかった｡思いきって隣りに座わっ

ている香港の女性に英語で尋ねてみようか｡でも英語では何と言うのだろう｡そんなことを頑の

中で考えているうちにも.電車はい くつもの駅を通 り過ぎて行く｡避転席の近 くに大人30セント

という表示板が目に入り.二人はやっとのことで屯車から降 りることができた｡生まれて始めて

異国において二階建て電車に乗ることができたが.その喜びも束の間であり.いかにして降りれ

ばいいのかを心配 しなければならないほど,降 りる時には重圧感があった｡

番姓ではチ ップがつきものである｡タクシーに乗 っても.喫茶店に入っても. トイレを使用し

ても常にチップが要求される｡特に トイ レの壕合には.用を足 したあと手を洗おうとすると水道

の水を出 してくれ.タオルを貸 してくれるので. 1ドルをチ･ソプとして渡すoI)が普通であった.

小銭が細い時に トイレに行きたくなるともう悲助である｡｢郷に入 っては郷に従え｣とはよく言

われることであるが.このチ･ンプには少 閉々口 してしまった. ヒル トンホテルに着いて自分の部

屋へ入ると.あとからすぐにボーイが2人あらわれて来て.ジャスミン茶を入れてくれた｡また

チ ップである｡朝はこのボーイによって電蓄で起こされるのだが,これをモーニング ･コールと

言う｡朝.部屋を出る時は枕の下に虐低 2ドルはチップとして直いておかないと.部屋のかたず

けが乱雑になるとガイ ドから説明をうけ.二人は忠実に守 った｡

2日目の7月29日には.ホテルのモーニング ･ コールで目を覚まし.午前 7時に朝食をとった｡

バイキング形式の朝食であり.メロン･スイカ ,マンゴ ･ネーブル等の果物 .さまざまなスープ.

パ ン.ハム.サラダ.目玉焼き.いずれも自由に食べることができたが.胃袋の小さい日本人に

はどれも少牡しか食べることができなかったO好きな:物が目の前に大垣に出されると.それだけ

で満腹を感 じ.食べられなくなってしまうO-一生懸命食べたつもりであるが.日本へ帰 ってきた

今.思い出すと.もっと食べておけばよかったのにと後悔ばかりしてし)る｡

香港での料理はどこで食べても鼓準でありおい しいものであったが.ただ-つ物足 りなかった
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のは生水が飲めないということであった｡のどが乾いた時.冷たい水をコップでのむ時のあの爽

快感は香港では望めないことである.川の無い香港では飲料水は雨水に頼るか.あるいは隣りの

中国から直径 1爪の黒い送水管で送 られてくるが.そのいずれにしても健康的な水ではないらし

い｡のどが乾いた時は炭酸水を飲むのが普通であり.自分連はコーヒーやコカコーラで乾きをい

や していた.ちょっと一口飲む冷たい水のおいしさは日本ならではu)ものであり.生水が堂々と

飲める日本の素晴 らしさを痛感 した｡

朝食のあと午前 7時30分には/ヾスに乗って中国との国境を見学に行った｡ 朗が早かったせいか.

街の中は人々の往来が少なく.市場と思われるような場所にも人の姿はまばらにしか見えなかっ

た｡国境に近づ くにつれ.老人の姿が多 くなり.そのほとんどが黒の木綿のブラウスとスラック

スのいでたちであり.一見 して客家であることがわかった｡香港の住民を大別すると山間部に住

んでいるのが客家.ジャンク船に乗って水上生活を営んでいるのが蛋民.香港で商業活動の中心

となっている広東人の三つになると言われるが一貧 しい地域はど伝統的fj:服装を今も身につけて

いるという感 じであった｡国境まで来ると′ヾスから降りて.Eg境を見下す小高い山に登った｡山

頂には小さな売店があり.商品を棚に並べているところであった｡小さな男の子がやってきて.

しきりに絵葉番 とせんすを買ってくれと観光客にせがんでいた. ｢一本 1.000円｣と片ことの日

本語で話 しかけていたが,誰も買わないため最後には10本位を東にして ｢全部で 1.000円｣とま

たせがみに来る｡そのような子供達にまじって大人達も同 じように物売りにやってきた｡曳装束

の老婆が肩にかついでいた双眼鏡をはず し.これで国境を見ろというOそして ｢1ドル｣と言う｡

自分はこの物売りの老婆に興味をもち.観光客に物売りしている様子を10秒間位 8ミリにうつ し

ていたが,老婆は自分を見るなり猛烈な勢いでやってきて. ｢写真 Lドル｣と雷う｡自分は民家

の屋根を指さし.｢私はあの屋根を撮 っていたのだ｣と反論 しても,老婆はもうあとにはひかな

かった｡ ｢写真 1ドル｣と自分の胸ポケットにまで手を伸ば し金を要求するのであるO恐怖を感

じとうとう自分は 1ドルを払 ったが.何となくあと味の悪いものがあった｡

東西ベル リンのように一日中浜迫 した雰囲気を漂わせている所が凶境であると思 っていたが.

実際に香港と中国との国境へきてみると.香敵側もqJEE]側も一一本の川をはさんで広々とした水田

地帯になっており.住民の姿もほとんど見えない殺風条な所であった｡手前の緑の曲い山加杏港.

向方の赤茶けた山が中国とガイ ドは説明 していた.

国境の町タイポ-から汽車に乗り.終点の九竜まで行くことになった｡30分ほど駅のホームで

汽車を待 っていたが.自分連が乗 った汽車はディーゼル機的卓であり.緑一色に塗 られていたO

窓はあるがガラスはなく.座席は公園にあるベ ンチを二列に並べたような代物であった.汽車が

動き出すと物IJ'uりがやってきてアイスクリームだとかニワトリの足を光っていた｡ニワトリの足

と冨えば日本では太モモの肉がついたものを意味するが.汽車の中のニワ トリの足はまさに3本
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指のついた肉なしの足であり.赤い色を塗 りつけたものであった｡珍らしげに売り娘を見ている

と汽車は トンネルに入った｡あたりは急に其暗やみとなった｡自分の前に座わっていた進さんの

姿はおろか自分の手も完全に見えなくなった｡ 卜-/ネルはもちろんのこと汽車の中にも電灯はつ

いていないのである｡むしろこのような汽車に乗って自分は楽 しくて仕方がなかった｡売り娘は

この暗やみの中で今どんな格好を しているであろうか｡手を伸ばせば.たちどころに竹の龍の中

に入っているアイスクI)-ムやニワ トリの足はなくなってしまうはずである｡ トンネルから抜け

出たとたんに.自分は売り娘を見.そして価の中を見たO安泰であ･7た｡再び物売りの声が汽卓

の中に響いていった｡汽車の中には幼ない子供遠も何人かいたが.トンネルから明るい外へ出る

たびにホッとしている東伯かこちらにも伝わって圭た し.抱いている母親と子の笑顔でうなずき

あっている姿はとてもほほえましく.印象的であった｡

九竜駅へ着 くと.昼食のためハイボール レス トランへ行き.シューマイやブタマンを食べたが,

この店でも伍が多いのに圧倒されてしまった｡一役的忙中出入には来世磯がなく.現実の欲望の

充足こそ人生最大の目的があると言われており.その目的を可能にするものはお金である｡ここ

から功利的な性格が生まれてくるのであるが.春彦では政治擬力への道が中国人には鍋ざされて

いるため.一段と'tZ'への追求が強諭されていくのであるO披らは蓄財に専心し.かつ長い時間を

かけて食事をする｡現実の欲望充足の一つとしての政事において.人に恥 じない食事をしなけれ

ばならないのであって.商店街を歩いてみても.食卓を道路上に持ち出して堂々と食事をしてい

る光跡 こ何度か出会 ったが.これも人に恥 じない食事を誇示 している一例であろう｡

午後 2時に香港島南部にある海洋公親へ向かった｡公画までの途中には香港大学とか数々の研

究機関が分布 しており,学問的雰囲気の漂う帝帝ll町であった.香港の領域は香港島.九竜.節

界の三つから構成されている帆 香港島は 1842年の南京条約によって酷朝からイギ リスに割譲

されたものであり.九竜は la60年北京条約によりてイギ リスに割譲されたものである.これに

対 して新界のみは. 1898年に99年間の約束でイf L)スが中国から租借 したものであり.現在で

も開発が蚊も遅れている地域である｡

海洋公鼠とは名前の示すように海洋に面 して作られた公園であり.その規模の大きさ.内部の

枯淡さにとても感心 したO中には植物園もあり.ぞうあざらしやアデリーペンギ ンのいる水族館

もあり.人工的に鼓まで作ってあざらしやペンギンを飼育 していることに放ろいてしまった｡/1号

凶のシンボルは山の中腹に芝生のようなもので作られたタツノオ トシゴである.線の樹木の中に

そのタツノオ トシゴだけが黄緑色に作られており.その色のあざやかさにうっとりとしてしまっ

た｡この公園のもう一つの呼び物はロープウェイであるO日本のロープウェイといえば上下線そ

れぞれに一つずつのワゴンがつながれて.真申あたりで交叉 して移動 していくものである机 こ

の公園のロープウェイは上下線あわせて4皐線もあり.しかも207n間隔にワゴンが総数200個も
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つながれており.その雄大さにあきれてしまった｡二人はさっそく乗 ってみた｡ワゴンの中は 4

人乗 りとして作 られており.円形である｡地面から相当な勢いで離れていき.ワゴンは海の段出

の真上をぶ らさがって進む格好となり.ス リル満点であったO全長が 2,0007TLもあると聞いたが.

大いに満足であった｡

夕方 6時には海洋公園を出発 し.アバディーンの水上 レス トラン-向かった｡海の上に浮かん

だ船の上で海鮮料理を食べようというのであるが,海岸から小船で客は迦ばれていく｡香港-莱

て以来.こ こで始めて本物のジャンク船を見た｡かつては大きな帆をつけて運航 していたという

が.最近はほとんどモーターをつけて動力運転 しているため,帆をつけたジャンク船は見られな

かった｡案内された水上 レス トラン･ジャンボは 2年前に13億円で新造されたものであり.朱色

や黄金色がやたらと目につくきらびやかな船であったOさっそく伊勢えびや車えびが出てくるが.

日本で食べるえびはど大きいものではなかった｡30cTR近 くもある長いは しを使用しての食草には.

どうしても馴染むことはできなかった｡香港の レス トランで食萌を していて.どうしても気にな

りいやな思いをすることが一つだけあったOそれは得体の知れないカメラマンであるo食事の最

中にやってきて,-人々々に ｢笑 ってください｡｣と言ってはポラロイ ド製のカメラでうつ して

いく｡客はその店の好意で無料で触ってくれたものとばかり一相手のカメラマンの指示通り.莱

顔をつくっていくが,食事の終る頃.顔写真を貼 りつけたペ ンダントを持ってきて ｢15ドル｣と

言って強引に置いていくのである｡うつされた日本人はここで憤慨 し.怒りを顔にあらわすが.

興ってやらなければそのカメラマンに悪いというような同情心もわいてきて.仕方なく15ドルを

払っていくのである｡これは一種の詐欺であると思 った｡あとでガイドの人に聞くと. こういう

写耳は買わなくてもいいのですがと説明していたが.ならばなぜ前もって説明 してくれなかった

のかと.そのガイ ドにも憤りを感 じてきた｡その日以後の レス トランでも同 じようなカメラマン

が同 じような方法で写英を換りまくっていたが.自分連は二度とその手には廃 らなかったOわず

か15ドルでいい経験ができたとも思 っている｡

夜 8時には香港島最高峰 (5547花)のビク トリア ･ピークへ′ヾスで行き.紅茶を飲 みなが ら

100万 ドルの夜具を観黙 した｡香港のネオンは点滅とか動きが法律で禁 じられており.ネオンは

全てつきっ放 しである｡急勾配の山腹に10数階建てのビルが林立 し.そのビルの窓の明かりがさ

ながら散りばめた真珠のように東西に広がり.海面にも映るその明かりは.エキゾティックの名

にふさわ しいものであった｡紅茶を飲んだあと山頂の駅から鹿の駅までケーブルカーで降りるこ

とになったOこのケーブルカーは 1888年にイギ リス人によって作 られたものであり.2台のケ

ーブルカーが互いに上下-遡航 し.山の中腹ですれ遭うことになっているo傾斜は実に45度もあ

り.座席の前の操り棒につかまっていなければ.まさにひっくり返 ってしまいそうであった｡窓

の外に見えるビルも45度に傾いてみえ.休は冷や汗でびっしょりであった｡イギ リス人の物の考
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え方の一面をのぞき見る思いであった｡

夜 9時にヒル トンホテルへ帰り.風呂に入ったあと.日本にいる家族へ国擦電話をかけてみる

ことにした｡このきっかけは701便のジャンボ軌 こ乗った時.座席の桐の中に ､､winds､､という

雑誌が入れてあり.この雑誌の中に国際電話のかけ方がわかり易く説明されていたからである｡

l わかり易くとは言え.交換は全て英語であり.英会話なんて全 く出来ない自分連には.いざか け

るとなると断腸の思いであった｡中学 ･高佼時代に学校で習った党えている限りの英単語をメモ

し.何回も発音の練習をし.簡単な美文を作ってみたりもした｡それらの文が果た して実際の電

話の中で使われるかどうかも不明であるにも拘 らず.その時の二人は真剣に練習を繰り返 したの

であった｡もしも交換手が長い英文で自分に聞いたらどうしようかOもう一度話 して下さいとお

願いし.それでもわからない時は問詰を切ろうという結論を出し,冷汗をかきながら.とうとう

受話俄をとりあげ.国際屯話用のダイヤルを回した｡

自分 :()yerseas catL to Japan. please･

交換 :0･K･ Yqu pay mot一ey?

自分 :Yes. I pay money･

交換 :0.K. the number, please･

自分 :0722-92-9698

交換 :0722-92-9698.0･K.?

自分 :0.K.

交換 :Wlat′s your name?

自分 :I beg your pardon?

交換 :What′s your name?

自分 :I canノー understand lVhat you said･

交換 :What′s your name?

El* .'My name is Mizumoto･

交換 :Spell?

自分 :MIZUMOTO.

交換 :MIZUMOTO･ To whom you want tO Call7

自分 :Mizumoto,

交換 :Mr. or Mrs ?

自分 :Mrs Mizumoto･

交換 :Your parent or your wife?

自分 :My wife｡
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交換 :0.I(. Ⅰ′ll call back･ bye-bye･

ここで電話が切れた｡二人は屯話が切れたのが心配になってきた｡ I′ll calJ back･と

はどんな意味なのかO数分間待ったであろうか｡部屋の電務が鳴り.急いで受話機をとりあげる

と今度は男の交換手の声であった｡

交換 :Mr. Mi2urnOtO?

自分 :Yes.

交換 :0722-92-9698 . the line.0.K.

ここで日本でのなつか しい屯話の呼び出し音が聞こえてきた.まだ相手は出てこないが二人は

とびあがらんばかりに音 こんだ｡生まれて始めて国醸電話をかけ.しかもそれが香港で達成され

ようとは夢にも思わなか った｡rt塵な経験であった.翌朝ホテルのフロントで電話料金を払いに

行 くと62ドルであった｡

3日目の 7月30日には 8時に朝食をとったあと9時30分にジェット･フォイルに乗 ってマカオ

へ向かった｡香港からマカオまでは65kDEあるが.この船にのると 1時間でマカオに着いた｡マカ

オへ近づくにしたがって海の水の色が赤 く衛 ってきたが.これは中国の珠江の川の水が原因であ

ると冨われている.中国の三大河川である黄河 .掛子江.珠江のうち黄河の水が赤 く濁っている

のは大陸の西方に分布するゴビ沙凍により納得できるが.なぜ珠江の水は赤 く濁るのであろうか｡

中国でも有数の水田地帯 として知られている珠江流域は自分の頭の中では満々と青い水をたたえ

て流れている川でならfiかったのであるO

マカオは 1557年以来ポル トガルの永久植民地として発展 してきたが .面概は皇居の広さと殆

ど同じだという｡ポル トガルの東洋における貿易根拠地として発展は してきたが.今はそのおも

かげさえ失われようとしている｡珠江の避搬 した土砂により年々港が浅 くなり巨大な貨物船の入

航が困難なためであるO多くの貨物船が所狭 しとばかり何食も沖合いに停泊 している香港とは対

照的であり.それが現在の産業の発達にも反映 しているのである｡ マカオには産米はほとんど無

く.人々の生活は香港よりも一層貧 しそうに見えたoガイ ドの説明によると.マカオと香港の人

は旅券がなくても自由に出入国が認められていると言う｡そのためマカオの若者は香港へ出て仕

事をし.老人と子供のみがマカオに残 って生活 しているそうだ｡

マカオの収入源は リスボアホテルで行なわれるカジノ.カニ ドロ-ムで毎週土曜日に行なわれ

るグレイ-ウンドによる ドッグ ･レース.および毎年11月の中旬 2日間にわたって開催されるグ

ランプ リのオー ト･レースが主なものであるo

リスポアホテルでポル トガル料理を食べたあと,進きんと二人でカジノに挑戦を してみること

にした｡中の広さは学校の体育飴を少 し大きくした位の広さで円形を しており.その中に ルーレ

ット･花札 ･スロットマシンなどをする場所が作られていた｡二人は10ドルずつ持ってスロット
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マシンに挑戦 したが.ものの 5分間もたたないうちにすっか らかんとなった｡少額の金とはいえ.

やはり口惜 しくてならなかった｡

夕方 6時に香港へ帰ってきた0日分速は少 しずつ香港での生活にも溶け込んでいるように思え

てきたO始めて日本から香港へやってきた時の印象と.3日間の滞在を してマカオから香港へ帰

ってきた時の印象は明らかに異なっており.船から見えるビク トリア市街の高層ビルもあるいは

二階建てのバスも全てがなつか しく感 じられたものであるO異国での生活に少 しずつ溶け込んで

いく自分連の姿をみてとても嬉 しくなってきた｡明日は日本-帰る日だと思 うと.ますますこの

感傷は強まっていき.二人はホテルへ帰 ったあとも.再び二階建て電車に乗 り込んで.夜12時頃

まで香杜の街を散策 した｡

4日目の 7月31日は目が早くJiZめた｡今日はいよいよ日本へ帰国する日である.11時30分まで

r 自由行動であったが.ホテルの部盟で土産物の整理やその他の荷物の整理に追われてしまったO

ホテルの窓から見えるビク トリア ･ピークのケーブルカーにも別れの貫井を告げ.12時30分に啓

禎空港へ向かったが.朝から降 り続いていた雨は一層激 しさを増 し.空港で出国手続を完了して.

I El本航空 702便を待 っている間も.雨はその勢いを衰えることはなかった｡ しばらくして.702

便は台風の雨のため香港へ着陸できず.フィリピンのマニラまで向かい.マニラで待避 している

とのアナウンスがあったO風は細いのであるが,雨の降り方がひどいものであった｡ これも何か

の経験であり.自分の人生において有意義な思い出になるL))ではないかと考えていると.午後 3

時になって 702便は欠航と決まったとのアナウンスがあった｡それからあとは一日本航空職員の

きびきびした説明と案内により.ミラマーホテルへ宿油を し,明朝 9時に 702便で日本へ帰るこ

とになった｡

3泊 4日の予定の旅が思わぬアクシデントで4治 5日の旅となり.香港-の愛着はますます強

まっていったO何でも見てやろう.何でも経験 してやろうと考えて出発 した旅ではあったが.貧

しいfiがらも全力を尽 して香港の発展に貢献 している人々をみると.日本人も負けてはおれない

と思 ったし,お互が協力 して発展 していきたいとも思ったりした｡帰 りの飛行機の中は静かに目

をつむり.5日間の旅を反省するよい機会であった｡ (完 )
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写11.アンカラ旧市街の中心地ウルス広場に
たむろする水売りの少年たち

写12.アンカラ旧市街,蕃山斜面を埋めた長
家のクローズアップ

写13.キリッカレに近い休閑地に野宮中のジ
プシーの一族

写15.ギョレメの宕Jl散会の
鉢から見た凝灰岩の浸食
と熔岩のJl出によって生
じた地形の専横



写16.ギョレメのカランルク教会の蟹面

ト ~~▲~~~~~ ~
J

藍 慧 ー ~ 還 表

''''二 ∴ ･T ∴ 一′_ - :

k=

写IT.アナ トリアの羊の放牧鼻景
(カッパ ドギア地方)

写IB.バイブル トの逼りでみかけたJL台店
(右 ･洋梨.左 ･競いも)

写19.共同水遭で水をくむ子
供たち (エラズルムの墓
石で)

写20.｢カラコシェ-ジャーミ｣
ニラズルムにはウル-ジ
ャー三などルーム-セル
ジューク時代に建立され
た数多くの回教寺院があ
る｡



トル コ紀行 (そ の 2)

山 川 昭 亡 (岡山県立西大寺高等学校 )

6 ア ン カ ラ

アンカラではガラッジ(バス-ターミナル )に隣接 したターミナル-ホテルIこ2泊 した｡海

外康行では足の確保と安全を考え.常に交通の優のよい駅やバス停の近 くに宿をとるよう心掛

けている｡ツイン部屋でl泊88リラ｡

8月3日･El曜 日｡ 9時過 ぎまで日記をつけたり手放を出し､たり.のんびり休養をとる｡

1良初の予定ではアンカラからサムソンに出て.艶海沿いに トラブゾン(こ向うつもりであったO

ところが,サムソン行の切符が満席のため手に入らず.急拠予定変更. AEl午前9時発のカイ

セリ行の/ヾスの切符を購入する｡ この種の旅行では出発前に一応大まかな行程表を作成するが.

現地での状況iこより臨像応変に目的地や日程を変更することにしているo無理をLlj:い｡旅に

危険はつきものだが,冒険はしない｡今度の康も第三者からみれば冒険旅行のようであるが.

実鯨は国内旅行と大差はなかった｡

情報化社会に生きている者の悲 しい習性で. しばらく情報源から遠ざかると.liliこかとり扶

されたような孤独感,不安感にさいなまされる｡誰も同 じ気持なのか.大使館に行って日本の

新聞を見せてもらうことにしたCガラッジからキャジム-カラペ キール通 りをとおりマルテペ

地区Iこ入る｡鉄道と平行lこ北西から南東に走るガジー=ムスクフT -ケマル大通 りをコカテペ-

ジャーミの方に向って歩 くOアンカラは中央駅を中心lこ東西に走る鉄道を挟んで北の旧市街地

と南の新市街地Iこ区分できるO現在.官公庁CL)大半は南の新市街地にあり,大使館などの在外

公館 もこ こIこ集中している｡ マルテベ地区は新市街地 らしく,大:通りlこ面 した建物も新 しく.

オフィスや商店街の店構えもなんとなく垢抜けている0日曜日のため,レス トランや食料品店

を除きほとんどの店が閉っている｡その中でめず らしく営業 していた l軒の否店で観光マップ

と土英豆辞典を購入O-uTt店を出てす ぐのところで政府故光案内所を見つける｡カ ッパ ドキアや

エラズルムのパ ンフレットをもらい.大使鑑のinJldを慨く｡意外に遍 く,悼間の無駄 というこ

とでまたもや予定変更｡旧市街の散策と博物鯨の見学に切り換える0

中央駅の東を南北lこ旧市街と新市街を結ぶアタチエルク大通 りを旧市街の中心地ウルス広場

lこ向って歩く｡右側lLは放送局や軍部舶係の建物か此ぶ｡中央駅 前に通 じるタラト-パ シャ大

通りが高架で交叉するガー ド下をくく.ると左手Kゼンチュリック公園が広がっている｡休 日を

楽 しむ親子遜れが多 く,公園の中央に造られた大きな池ではポー ト遊びlこ興 じる者もいる.公

園lこ面したロカンタ (レス トラン)で 1本1F)ラのビールを注文 し,一休みする｡

ウルス広場に近づくにつれ人通 りも多くなる｡しかし,広場に面した商店街では大半の店が
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休み その店先を超店の古本屋 .刃物屋.靴磨 き,水売 りが占拠 しているO 広場の中心に韓つ

ケマル-アタチェルクの騎馬像をカメラlこ収め.シタデルlこ向う｡

シタデルは療ローマ時代 (7世紀頃 )に築かれ 後に ルーム-セルジュークによって修築 さ

れたという城塞である｡現在も見事な城壁が残り.高台にあるため,街のどこからでもその姿

を見ることができる｡それだけにシタデルから0)展望はすぼ らしく,アンカラIrl･1-街を仰撤する

最適の場所である｡

城 内にある茶店 に入り.見慣 しのいい城壁上のテラスに腰掛ける｡熱いチャイをすすりなが

ら.山の斜面や旧市街を埋めた赤い屋根の立ち､tfzぶアンカラの思硯を塵 しんでいると,#I帯の 2

人雌れの青年が声をかけてきた｡英語は苦手とのことで-かえってこちらと語が合 う｡｢どこ

からきたのか｡｣｢空手はできるか｡｣｢給料はいくらか｡｣旅行中うんざりするほど耳にし

た質問lこ答えていたが,アイディンで瓜場の トラッタ-技師を しているとい うM君とアンカラ

Iこ住む18才の公務員K君の日本に対する朗心は意外に深 く,身近な日本製品のことから歴史.

教育制度まで,わからない単語は.先棲購入 した土英辞典をひきながら2時間余り語り合 った｡

(帰国後M君は.2年間の兵役を終えた後便 りをよこし日本に留学 したいといってきた. )

2人 と別れて.シタデルの南西織 にある考古学博物館Iこ入る. こ こには,旧石器時代からギ

()シャ･ローマ時代Iこいたる トルコ国内の出土品が豊富Iこ展示されている｡中でも目を引くの

はアッシリアとヒッタイ トに姻するものである｡ ヒッタイ ト山大の週跡.ポガズギ ョイはアン

カラの東.約 160キロと近い｡それだけに. ｢鉄怒民族｣として世界史に名をとどめた彼 らの

潰物はこの博物館に集RltされているといってもよいCアジアとヨーロ･Jノヾの回廊Iこ位置する ト

ルコは.周知のとお り,民族興亡の歴史を秘めた世界有数の舞台であった｡荒塊たるアナ トリ

ア(こも,線豊かな親梅沿岸にも.太牌の輝 く地中海沿岸にも､国中に無数の. しかも大半は未

発掘の退跡が眠っている｡発掘されれば世界史をぬりかえてしまうかも知れぬ大過跡がである｡

国の中に埴跡があるというよりie跡の中に国があるといってもよい｡ この周を旅 しているとい

つの聞にか自分が歴史の中を坊迫っているような妙な気分に陥ってしまうのは私だけではない

ようだ｡

見事な展示品に気をとられていると背後で聞き慣れた日本語のざわめきがおこった｡Bj体旅

行の-一行の感嘆の声であった. トル コはフランスやスイス ･イタリアなどに比べると.悪評た

かき日本人観光客は問題にならぬくらい少ないo トルコ旅行中Iこ出合った日本人は数人のヒッ

ピー凪の若者を除いて.そのほとんどが歴史や地理Iこ軌 亡､を持って訪れている人々であった｡

この一行もまたオ1)エントの追跡を巡っている人達であった｡

考古学博物館の近くに民族博物館があるoついでにそこも見学するつもりであったが,途中

で小さなパザ-ルが臥 ことまり,雑踏に吸い込まれるように入って しまった｡イスタンブール
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に比べて一物価は若干高いようであったが,日本人の感覚からすれば,日用品.掛 こ食料品は

まだまだ安い｡ちなみlこ.いくつかの例をあげてみようOブドウ14-lJが6リラ, トマ ト2-2.5

リラ'ナシ4-5リラ,スイカ1個1.5-2.5リラ.ヨーロッパや凸アジアはどこでもそうだが.

肉屋だけはいただけない0度を剥いで国をむいた羊が軒Iこぶらさがり.骨つきの血のしたたる

肉塊が店頭にころがっている.なかlこは羊の頭と足だけを屋台にならべた質店まである.空気

が乾燥 しているとはいえ.目玉がかくれるばかりにたかった無数の鯛 と悪臭に.とても食欲など

わくものではない｡ この頭のスープ.晦に脳みそは珍味というから,我々米食民族I乙は理解に

苦 しむ｡

再びゼンチュリック公歯前lこれ 中央駅前を通 りホテルに戻る｡度重なノヾ ック入り桁茶を入

れ.今後の旅行程t･こついて,Llit兄をかわす｡夕食は一階のレス トランで.シシカバブを注文する｡

食後ベランダで日本より持参のそうめんを茄る｡

7 カイセ リへ
■

8月4日,朝7時20分,気温27℃',昼夜ほとんど変 らず｡しかし空気は乾燥 しているo トル

コ-リラの手持少なく.ホテルの支払いは ドルで頗むが交換レー トは 1ドル13.5リラと低い｡

紅茶とノヾ ンで簡単な朝食を済ませ.中央駅まで両掛 こ行くが.それらしき窓口もなく,やっと

見つけた敢行でも,｢うちは而育はやっていない｣ と応侍も無愛想0

9時丁度.ガラッジのP24番乗り場からカイセリ行のバス発車｡約20分でアンカ ラの市街地

を離れ,岩山lこ挟まれた植生の乏 しい谷間に入る｡キ リッカレまでアジア--イウェ-を走 り,

そこから雨に折れろO放牧地 ･麦畑 ･休閑地のつづ く.アナトリア高原の起伏地帯をたんたん

と走り,11時30分,ソフラーに帝く｡

この付近の雄藩の大半は盆地状の地形Iこ立地 した.いわばオアシスG 茶褐色の高原と雄藩の

禄が対象的である｡12時20分.ムクルにて昼食｡.ビーJL,1リラ.コーン1.5リラ.

世親な輩窓の泉観lこ. しだいに優兄が襲い,うとうとしている間にカイセ リ到督｡午后 2時.

予想外Iこ早い｡アンカラ,カイセ リ間 325キt,.,来賓平均速度80キロで走ったことになるo

アナ トリア高原の巽中.海抜3,916T7L. トルコ野2の高峰.コニーデ製火山として有名なエル

シャス山の北濃に位駐するカイセリは,ノトアシ丁半島を東西南北に結ぶ交通の塾衝にあたり.

古来から多数の民族が特には定若 し,また去っていった. ヒッタイ ト.アッシリア, ローマ ,

ササン臥 菜｡- マ,セルジューク.オスマン.各時代の溝跡や遺物が数多 く或る｡｢カイセ

リ｣の地名も. トラヤヌス帝 (98- 117)の時代lこつけられた ｢カエサリア｣が耽ったとかO

まず.ガラッジに憐接したターミナル -ホテルに部屋をとる.-if795リラ.荷ほどきもせず

両啓のため飛び出す｡開店前に飯事銀行をみつけ.気持よい応符に4人分として200ドル交換0
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銀行近 くの空地にスイカ.メロンの露店商があ り. 2個 7リラのメロン購入｡ 日本人旅行者も

/少ないのか.我々の行 くところ,す ぐ人だかりになる｡

-度ホテルに帰り,ガラッジで明日の午後 5時発のエラズJL/ム行のバスの切符を予約する｡

1人 80リラ｡距離に して約 650キロあるのだか ら.バス賃は本当に安いoメロンを切って一息

つくと,早速街の観光だ. ミニバスに乗 り,街の中心に残る城題へ.カイセリはこの城塞を核

にして発達 しているo城塞の前は共和国広場 と呼ばれており.そこから大小 8本の道が放射状

に延びている｡エスティニアヌス (527-565)の時代(こ造 られたという城鮭を残すこの城塞

は,その後セルジューク トル コ時代に修築され,オスマンの時代に入ってからも何度か修理.

補強が行われ今日にいたっているという｡現在.城内にはバザールがあり,近在か らのTZ物客

で終 日にぎわっている｡城壁沿いに束(こまわ り,政庁 前を通り.広場から南束 に延びる大通り

をカイセリ博物館に向う｡左手にはセルジュ-ク時代に建立され た.- ント-ハッタン-ジャ

ーミ(1237年建立 )の ミナレットが奪え.右手石造 りあるいは 日干 しレンガ造 りの民家の背後

には白雪を頂いたエルシャスの雄姿が蟹え立っている｡

セルジューク時代特有の円筒型の基 (ドンネル-クンベ ット)がこの大通り沿いに残ってい

ら. この付近を治めていた族長の歪 といわれているが,円筒に円錐の屋根をのせた重厚な造り

が.いかにも勇猛な トルコ人の盛 らしい｡

博物館はこの大通 りを左に入 った畑の中にあった｡尖底土器の大瓶や大′壷,ヒッタイ L,ア

ッシリア時代の人物.動物のレリ-フなどが庭やテラスに並べられた博物館は まだ建てられ

て間がないのか.外まわりまでは手が行き届いていないといった風情であった｡

2リラ払って館内へ入る｡入船者は我 々だけである｡胎 内の展示品は系統的な配列がなされ

てお り,石堤時代から現在にいたる山土品や民具.武器などがガ ラスのケ-スに超然と収め ら

れている｡ア ンカラの考古学博物館とは比較にな らないが,近 くにヒッタイ トやアッシリアの

追跡 として名高いキュルテペがあることなどから, これらに舶係 した収蔵品は見ごたえがある｡

博物飴を-まわりし.案内所でカイセ リのガイ ドブックを購入.再び.来た道をひき返 し.

トンネル-クンペッ トか ら城塞lこ出たO城門をくぐり･バザールに入る｡.E]用必謂品は何で も

そろっている｡高さ10m余 りの城壁Eこ囲まれた城内には東西Iこ5棟の トタン屋根の長堤が盛 て

られており.長尾と長屋の間は軒とテ ン トでアーケー ド状の通路になっている｡長屋は共麓別

にい くつかの区画ができており,野菜 ･果物 ･穀類 ･調味料 ･食肉 ･金物 ･雑貨 ･衣料品 ･履

物など,それぞれ数軒ずつ軒をつ らねているoここで,塞.i;,'J.胡瓜 ジャガイモ,タマネギ

を仕入れる｡いうまでもな く,手造りの和食Iこ挑戟す るためである｡

1.5リラのアイスクリームを手にホテルiこ向ったが,共和国広場か ら放射状に延びた道を-本

間遭ってしまい,-メ-キィリッチ ュ=ジャーミのそばを通 り, カイセ リ駅前にLIJJてしまった0
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再びミニバスのごやっかいになり,後戻り.共和国広場を経由してガラッジに無事帰った｡

カイセリの印象は,地方都市らしく,静かで平面的.舷燥地域に入 ったか.填っぼ く,民家

もほとんど平屋根にかわり.日干 しレンガ造りが多 くなり.郊外の腿家の庭先iこは燃料用の家

畜の糞が小山のようにFihfみあげ られている｡街中に女性の姿が少なくなり,かぶり物が疎くな

ってきた (但 し,チャドリは見 られず,ネッカチーフをかぶっているのであるが)｡ 世界一のス

イカの生産国だけに.スイカやメロンが盟'tB-ていたるところfL環店が出ている｡

明日はギ ョレメの岩窟敏金を見lこ行くことにな り.ホテルの支配人の細介で車をチャーター

するO-El500リラはかなりの相塩であるが.挺鮭と時間.それに一人あたりIこすれば安いも

のOホテルの レス トランで トルコの大衆料理 (野菜 (ナス, ピーマンなど〕と羊肉のミンチを

オ リーブ･Iuで煮たもの ).それに}<ンとビールでタ企｡食後のデザー トは.バザールで賢って

きた胡瓜の塩もみ｡牛致9時半の室温27度.

8 ギ rレメの奇観

約九どおり. 9時きっか りに車がくる｡イタリア製フィアットの小型輩O運転手は撫ロで-

見サラリーマン風｡昨日アンカラか ら来 た道を10キ ロばかり引き返え し左に折れる｡地中海岸

のメルシー ン.アダナからカイセリを経て.シバス.アンカラに向う鉄道と平行に,左手にエ

ルシャスの姿をみなから時速 120キロの猛スピー ドで走るoエルシャスの態lこ向ってゆるやか

に傾斜 しなか ら,⊥方で小起伏をもつ土地は-面の畑であるO トウモロコシ,ど- ト,小麦.

スイカ,メロン,ブ ドウなどが拙えられている｡茶褐色IL乾盤 した土地は必 らす Lも肥決とは

いいがたいが,人口15万の軌けを支えるには十分の広さであるo ブドウ畑は弟散作用による水

分の触駄な消耗を少しでもやわらげようとい うのか.-直径l.5〝7,深さ50cnlはどの露地をつくり,

その中に地面をはわせるように柏え込んでいる｡収嶺期には盗む者でもいるのか あるいは休

息用に使うのか.石枇みの見張小屋のようなものが髄の中lこ建てられているO

南下する忙したがい. しだいに疎が多 くなり.ついには不毛の荒地にかわったD左手前方に

湖岸が塩でi'泊 になったクルバが櫛が見え出すと.まもなく.辛は右lこ折れる｡砂康の山を登る

とそこは数千いや数万とも思われ る撫数の基かあったDその一角を一人の牧童が数百頭の羊の

群れを追いなが ら牧草地へと向っていた｡何と荒塊たる風見か｡

岩 と凍,それ(こ褐色の土がむき出した山と山の間は.すでに収穫の捲った麦仇 その真申を

一本の輔の筋が遭っている｡小川に沿 う道.その必沿いlこはアンズが黄色の実をつけ,リンコ

は伎いっぱいに小さな償い実をつけているOあまりft対称的な点観に白熱 こ対する畏敬と畏怖

を感 じざるをえなかった｡

ユルギップの町をすぎると起訳者のむ食作用によって生 L:た熔岩の特異な地形が現われてく
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る｡ユルギ･Jプの町はずれに今も人が生活しているらしい穴居が見 られるが.この特異な地形
I

を利用 し.3･4世紀頃から古代ローマやササン朗ペ ルシャfこよって迫害されたキリス ト教徒

が.また修道士たちが,人里離れたこの他に皆宙を穿 ち,信仰と修典uj生活を富んだという｡

近年.東京芸大lこよる学術魂茸などによって,我国にも詳 しく報告がなされている. (立 田洋

司著 ｢埋れた秘境カッパ ドキア｣(1977年 )を参偲されたい｡ )

ギ ョレメの駐車場はヨーロッパ各国のナンノヾ-プレー トをつけた虜であふれ,バカ ンスを楽

しむ外国人観光客で脹っていた.エルマ-ル･パルバラ･トカ- ル ･カランルク･イランルな

ど35余りの岩窟修ifi院 ･教会の残るギ ョレメは,カッパ ドキア地方の中でも特に多 くの観光客

を集めているようである｡

円錐形の岩山Iこ残る岩窟教会は主に9世紀頃から12世紀頃にかけて造られたものである｡損

傷の程度,保存状態にもよるが.築造 された年代によって構造や壁掛 こか111りiiiいがあるようだ｡

手近なものから頃に急な斜面をよじ登 り,片 っ端か ら入ってみる｡明り取 りのある窟 しかよく

わからないが.貯蔵庫や食堂など舶 士たちの生活の跡が各所に成り.結構人間臭 さを感 じさ

せてくれる｡外気Iこくらべ岩窟の中は涼 しく案外夏の暑 さ .冬の寒さから身を守る上に快適な

場所として利用され たのが最大の背由ではなかったかと思われる｡

クルスを中心とした幾何学的な模様だけの素朴で簡紫11壁画の教会もあればカランルク教会

のようlこ色あざやかIこキ リス ト俊や ｢最後の晩さん｣匪lなどを描いた壁画の残る教会もあるo

奇観としかいいようのない特異なギ ョレメの地形は,軟かい凝灰岩が汝食し.中に閉 じ込め

られていた硬い蒔岩が蛋出したり残されたりしてできた,いわば古い火山地形が浸食作用をうけ

てできた地形である｡火山地形ではないが,丁度.徒島県の名勝地になっている穴吹の土柱oj

ような地形が広範に分布 しているのである｡

11時45分,ギョレメ発Oユルギ ップの町で昼食D町の中を皐にま じって.ロバが行きかうQロ

バiこ乗った婦人Iこカメラを向けると.顔をそむけられる｡ トルコも東にむかうにつれ.イスラ

ムの影響が徐々(こ強くなるようだ｡

9 夜行バスでエラズルムへ

カイセリ17時発,エラズルム行のバスに乗る｡海抜1.000〝欄 後のアナ トリア高原に森林はほ

とんどない｡黄･赤･褐色の土や岩石,礎が苫出 し,平坦面や緩斜面は瓜 急斜面はせいぜい

羊や山羊の放牧に用いられる荒地である｡麦刈りの終ったばかりの黄色い畑と対称的に.見事

Iこ耕うんされた褐色の畑が広がっているO乾地JB法だ.地中海沿岸から西アジアの乾燥地域に

広がる独特の飽法｡乾季に畑を浅 く耕やし,毛細管を切断することによって.水分の兼敏を防

止し･土中の水分を保持しようという乾燥地域ならではの生活の知恵から生れた儲法である0
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こうした休閑地は耕地の 3割におよぶというが実軌 まそれ以上あるのではないかと思われるほ

どである｡赤屋根,寄棟の出家には平屋根が湿 り.庭先にはうず高くだほ れた家畜の兼.毘重

な水を食 う庭木は一本もない｡味気のない村O今世紀は じめに廃拠と化 したキャラバ ン-サラ

イの壁はもう崩れはじめている｡苛括な自然,アナトリアに陽が傾きはじめた頃.その荒々し

い大地になんと広告用の看板が一本立っているではないか｡現実に引き戻された看板には大き

く00000の文字｡

図4 トルコのバ

ス切符カバー

中小のバス会社も

多く.主要路線に

は数社が遊行 して

おり,唐争 も激 し

い｡

日本製テレビの広告｡屋外広告の少ないこの国で,しかも.通行且も少ないアナ トリアの指中

で出会ったこの光鹿｡何となく恥かしく,顔を背けたくなったのは車者だけではないと思うO

地平掛 こそれこそ大地をri赤Iこ弛めて大脇が沈むと,天空はみるみる色彩を変え.降るよう

な星以外(こ光のない世界になった｡車窓からぼんやり暗闇をながめているうちにいつの間にか

眠っていた｡物売 りの声や乗降客のざわめき(こ貝を党すと.バスはシバスのガラッジに入って
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いた｡人口15万のシバスは他のアナ トリアの町と同様紀元前以来何度も民族の興亡をくり返 し

てきたところである｡ヒッタイ ト, ローマ.ササン軌 セルジューク,モンゴル,チムール,

オスマン各時代のihL跡が残るという0

20時15分ンパス発022鳩20分イムランリで給油｡対向頭も少なく.灯 りも見えないo午前 1

時10分エルジンジャン着O嗣細工で知 られたこの町も眠っている｡酌の座席や窓枠に頑をぶつ

けては日を放し,うとうとしなか ら見るともな しに時欄をlilがめていると,はるか彼方.地平

線のあたりがポーと明るくTj:っているのlL気付く｡その灯りは見え障れしながらしだいに明る

さを増 し､午前4時,その灯のもとエラズJレムに到着 したQ延々11時間のバスの旅であったO

ガラッジは新設されて問がないのか,町からやや賦れたところにあり,駐車場や道路など未舗

妾部分も多く.境っぼい｡俊明前のガラッジは夜行パスの運行が多いせいか兼松客や待合客で

脹わっていたOチャイ-ネ (茶虜 )に入ると ｢親時計を見せろ｡｣｢セイコーはないかoJ

｢時計を譲ってくれo｣と数人の男がしつこくつきまとう｡幸い7時発の トラブゾン行の切符

が手に入った (50リラ )0

10 黒海を見る

エラズルム発 トラプゾン行のパスはほぼ瀞館で発車 した｡30キロはど酉lこ引き返しアスカル

から北へ進路をとるO表畑の続く高原からしだいに急峻な禿山-登る｡海抜2.300m余 りの峠は

-イマツや高山植物がみられる典型的な高山笛｡ しかし,亜高山帯をつくるべき森林はない｡

アルプ同様放牧地や採草地 として利用されている操子0時を下ると谷間はオアシスO高山帯の

草花を求めて巷蜂する一家あり｡約 2時間程でJヾイプル トに着 く.地名のとおり城磐都市o丘

の上に城壁が残る｡いわれはわからぬ机 古都の趣き｡街中を流れるチ ョルク川の水も滑く.

静かな町｡この川はソ超の石油yJ製都市として知 られるバツ-ミで鳥海に注 ぐ.街を歩 く女性

の被り物,ますます深くなる｡バイブル トを出たバスはしばらくチ ョルク川の肥沃な谷底平野

を走り再び岩山iこ入る｡両側に巨大な岩堕かそそり立つ忠良を登る｡岩と岩の勝間に可隣はケ

シの花｡ トルコはタイ, ビ ル マ北部のいわゆる黄金の三角地帯とともに麻薬の産地o公認栽培

世界一｡このような山地ft栽培されているとすればたとえ不法に栽培 していても取 り締りは難

かしかろうO鵜梅山脈の分水融 こ近Ijくlこつれ緑もしだいに増 してくる｡黒海から吹く湿った

凪が雨をもたらし境木の成長を可能にしているのだo鼠上側と風下側のあまりにも異なる植生

の速い｡坤には一軒の茶店姫雑貨屋兼宿屋かあった｡軒下に屠殺されて間もない羊が2頭皮を

剥がれ首を切られぶ らさがっていたo山頂部の向山瑠lこ位僅する斜面は一面軟かい牧草lこ榎わ

れた放牧地O柵は恥.の中に濃家が点在する.埠を少 し下 った路村で小休止. よろず崖の店先で

パンととも(こナンを売っているのをみかける｡.西アジア一帯で広 く主食となっているナシのこ
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のあたりが西吸か｡2.5リラのナ ン一枚とチャイをもとめ昼食にする｡桑魁のつ らなる坂道'を F

る｡モ ミやマツなど針薬樹が多い｡桑以外に トウモロコシとインゲ ンなどの豆類が目立つ｡ア

ンズなどの果樹も多い.道路沿いの築蕗では広場で蛋天市が馳かれていたO トラックでやって

きた行商人が衣類や金物,雑は品など広げているo女性の民族衣装が変ってくる.アルメニア

人か｡

15時すぎ,谷の向うに梅が見えるo袋梅だOついに磁荷LD沿岸までやってきた｡ トラブゾン

の町は海岸沿いの狭い平地と斜血に東西に細長く立地 しているo トルコAT部黒蒔沿岸の港町と

して知 られる トラプゾンは石堤の坂道の多い小奇盟な小都市である｡人LJは10万たらずoアタ

チェルク像のある広場 も花噂や枯木の手入れが行き届き市民の憩いの場となっている｡古代ギ

リシャの植民市から発達したこの町には市内のあちこちにビザンチン時代やオスマン日和宅の遡

跡が残るが.近年は港湾施設の軽節も進み,町の束部では海岸の埋立てが行われており,各種

の工弟が発達 している｡

例によって,ガラッジ忙近いターミナル-ホテルに宿をとる(4人80リラ)｡ガラッジは市

街地の虎のはすれlこある｡ホテルの3倍の部屋から鉛色の鵜海の水平線が見える｡海岸沿いに

散果 してみる｡港でつ りを試みるがエサがなく失敗o防汲堤にいた胃年 (学生と運転手 )が写

井をとってくれとせがむOそれではとカメラを向けると男 2人手を組み合って恋人同士という

風偶｡ トルコではよくみかけることではあるがなんとなく気味が悪い｡しか し, トルコ人に親

日家か多いのはこ こでも例外ではない.一寸寛いでいると次々 ｢日本人か ?｣と話しかけて く

るC旅の途上.土地の人にjL''をかけられることはたわいのないことでも嬉 しい.

盟8月 7日, トラプゾンの町は小雨に煙っていたO トルコには珍 らしく定 もFT1-Eiの多いのが

この地方の特色｡円本と同株混噴湿潤気候に分類される｡植生も日頃見tnれたものに近く,塊

所ILよっては ｢こ こは 日本ではないか｣と轄覚 してしまう患色にで くわす0

7時発のバスlこ乗る｡乗客30人余 り｡発車 して川分はど走ったか,一石気系統の故障でクラク

ションならずス トップ.蝕 に費やすこと1時間｡やっと動き出すが,坂迫で何皮もエンス ト

を起･こし.峠の茶屋を過ぎて間もなく完全Eこ立ち往生Cどうやらバ ッテリーがあがって しまっ

ている様子｡-軒の家もない｡対向車さえほとんどない山中で.心細いこと.しかし,地元の

人は-一向Iこあわてる様子もない｡膿に小型のピス トルを挟んだボス風の男が (何者がわからな

い )上背の袖をまくりェンジンルームをのぞき込むが処芯なし. lu=.hf間程あちこちい じくって

いたが.結局 ･乗客全員でエンジンの押 しがげをすることになった｡ボスの合図で押すこと3

臥 ついlこエンジンがかかったo一同歓声をあげ乗 り込む｡その後もエンス トこそ起こさti:か

ったが,給油,タイヤ交換などしばしば小休止.昨日8時間で来た道を12時間もかかり,19時

lこやっとエラズルムに,A-iってきた｡暑さとほこり.長時Itf]のバスの旅の上に.*J.哲の子供は抜
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れと席酔いで泣きさけぴ.その泣き蹄 こ居眠りさえできず,全く疲労困感の一 日であった｡イ

スタンブールから船で娼梅を旅 してきたというアメ リカ人の 2人盛れ (男の方はかって同山の

改発臥 こも行ったことがあるというrl本道であった )と別れ.タクシーを噂み運転手に市街地

のホテルへ糸r勺してもらうOシェフ7-ホテル . 1人 100リラは少々高すぎたか この際改俊

することにした｡

11 エラズルム

8月 8日.この El少 し早めI･L起きて市内を回ってみるつもりであったが.前日の疲労が残 り

7吋 巨にやっと起床,8時頃から荷造 りをは じめ,荷物を ロビーに頚 けホテルを出たのは 9叩｡

まずホテルIこ近いロカンタで朝食.商店街をぬけ.旧市街地に入 る.丘の斜面の古い町並を虫

通りに入り.ミナ レッ トを目指 し登る｡iu通 りはf供の遊び場｡人懐 っこい子供達はすぐ声を

かけてくるO｢イギ リス人 ?｣｢避 うO 日本人だよ｡｣｢わあ. 日本人｡｣｢空事O空手.｣

子鵬はどこでも愛 らしい｡石畳のifllを描いている子供や被 り物をとったWl人の姿 もみ られるO

成りがかりの学生にミナレットの寺院名を棚くと. ｢カラコシェ-ジャ-ミ｣とのことOまた

そのtjTFこ一風変 った小さな塔をたくさんもった地物があり.これは ｢クシ.i-ン｣ (キャラバ

ンサライ)とのこと｡そこから再び坂道を登ると子供の芦がにぎやかに聞えて くる建物があり.

入口忙中年の男が一人腰蛾けていたC声をかけてみると ｢ここは学校で自分は教師だ｣と答え

る｡我々の声を聞いてか中から数人の教師が出て くる｡子供が顔を出す.いろいろ話 しを して

いるうちどうも学校 というのが孤児院 らしいこともわかるO孤児院の盛 ILは城釜 と時計台が残

る .城富の下で子供に ｢ウJL/=ジャーミ｣の皿をたずねると,す ぐ近 くだと先CLたって寮内 し

てくれる ｡エラズルムで一番占い1179年の建造というウルジャーミを姫に回って.チプチ=ミ

ナ- レに出る｡ 1人 2リラCL)入場料を払い中iL入ると.意に反 し側廊に閉まれた内部には韮石

やビザ ンチン時代の レリーフが雑然と遊べてあるのみ｡奥に進むとモスクの一部を占める- ト

ウ一二エ廟があるO ルーム-セルジュークのカイク,i- トu世の式であるO チプチ-ミナーレ

の前で3人と別れ, 1人でウチエクンペ Ly卜へ行く｡3つのクンペ ット(韮 )の中で&L大のも

のが,エ ミール -サルタンの去｡ カイセ リの ドンネJt,--タンペ ットと同様.円筒形の胴休の上

に円錐形の巌板をのせたものだが.下郡は八角)か7Lなっているところが異なる｡ しかし,韮本

的にはルーム-センジューク時代の盃の共通 した特色をもっている.

城塞の東銀には缶金成店の並ぶ商店街がある｡古道具屋をのぞいたりしなが ら通 り抜け,駅

前通 りとの交叉点に近いロカンタで一人昼食Oカバブとナン.チャイをセッ トにして11リラ｡

安 くてうまい.主人に店頭の ドンネル-カJ<プを瞬いている姿を写炎 にとりたいと申 し出ると

気軽EL応 じてくれる｡
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は政教分離政策,文字改革.女性の権利向上など各藩の菓軒を残 している｡

12時前,ホテルに4人そろいタクシーでガラッジlこ向う013時発と聞いていたバスは一向Iこ現

われず,14時前にlj:ってやっとホ-ムiこ入る｡大皿の手荷物を床下 トランクに積み込み出発

は 1時間遅れ｡新 しいガラッジだけfL郵便局 もポス トもなく.手紙さえ投函できない｡炎天下.

ビール.チャイ,メイス-など飲物ばかりがLj.L入 る.白の被 り物lこ赤のへヤーバ ンドのアル

メニア女性の姿が 目を引 く｡

エラズルムの束郊は軍の巨大な監屯地. ドグパヤジ･J卜に到 るまで町とい う町には坪隊が駐

屯 していた｡74年 7月 トルコ軍によるキプロス侵攻以米軍隊の動 きが活発化 しているといわれ

ているか.つい先 El(75年 7月 )トルコ政肝によって米軍の基地が接収され るという緊張状態

があっただけに余計に目立ったのかも知れないC (キプロスは77年 2月,当i実上南北 2つのEg

に分離.北部の トルコ等 占餌地は.キプロス嘘邦 トルコ系住民共和国と呼び,南部のキプロス

共和国との問lこ墳実上｣退邦共和国制をとった｡棲収された米軍進也は翌76年3月同朋された.)

エラズルムの町を抜け.西流 し後にベル シァ湾fL注 ぐユーフラテス川の源流と東流 し後にソ越

とイ'ランの国境をな しカスピ海IL注 ぐアラス川 との分水嶺をなす.といってさほど高くもない

峠を越すと広大な盆地Iこ出る O左前方 fLパ シンレルの城塞が見える｡ビー ト焔が多 くなり茶褐

色の大地fL緑葉がみずみず しいoソ越との観境の町カルスへの分岐点ホラサンに15時着｡ ここ

から再び峠道に向う.途中.阿蘇の米塚のようなコニーデ型の小火山が見 られる｡付近-絹の

なだ らかなスロープには火山灰が唯坊 し.そのほとん どは採噂地 もしくは放牧地i.Lなっている｡

17時,海抜a475mのタヒール峠lこ着 くO岬の一軒の茶店の前で小休止｡展望がすぼ らしい｡100

キロはど南Iこは トルコ最大の湖,内陣盛観 バ ン湖があるが,もちろんここからその姿を見 る

ことはできないo道路端にコンクリー ト処の水 (飲 )壕がある. アナ トリアでは所々でこのよ
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うな水場を見かける｡過熟 したエンジンを冷やし,渇いた喉を潤す.高乾な地ならではの知恵

かO運転手もどこの水はうまいかよく知っており好みの水場で休憩をとっているようだO岬を

frるia'沿いに点在するJLl蕗は平屋根日干 レンガ登り,西アジア共通,いやインドまで広がる乾

塊地特有の家屋型式だ0度にはうず高く家畜の兼が前まれ,特に見かけるモスクの ミナ レット

や教会堂には,その尖さ掛Lコウノ トリが巣をかけているCこれらの菜落は7 JL/メこア人の架落

とのこと｡18時.アグリ通過｡軍人の塵がやけに目立つ｡隈もしだいに傾き-そしてとっぷ り

ぶれた20時.やっとドグパヤジット到宕06哨聞余りのバスの旅であった｡ しかし,途中でふ

としたことから親 しくなった隣肺の兵士.アダム君と土英辞典片手o:)やりとりで退屈すること

もなく過すことができたO休暇明けで終盤からEg嘘の兵営Iこ戻 るというアダム%,E3民出身の

素朴な｢兵士の姿からキプロス滋攻綾の緊迫 した様子をうかが うことはできなかった｡ ドグバ

ヤジットの宿をまだ決めていTSいことを知ると.嘘はホテルを紹介 しようと.バス停からあま

り離れていない一軒の小奇毘な欧風のホテルに案内 してくれたo Lかし残念なが ら.当日は団

体客が宿泊しており空部屋かなく.フロントで断わ られてしまったO彼は男の番がったが,節

中にもホテルはあるからとその場所を示 し.兵営に戻っていっ-/=｡そのホテルは偶然にもエラ

ズルムと同じ名のシェフT--ホテル ｡4人却鼠で80リラであったOガランとした大きな部屋

にベッドが 4つO ドアには鍵がかからず,外にある任所は汚 く.水も出ない. もちろんシャワ

ーもないQ街蛙のない町は暗 く沈んで見える.ホテルの前の薄暗いロカンタで遅い夕虫Q焼肉

とペプシコーラ,それにメロンとスイカO合計24リラ｡何となく意気あがらず,カセットで持

参の歌謡曲を聞 く｡

12 イラン入包

8月9日.5岬亮,かすかlJ:物音に気付いて日を覚すと見慣れない赤シャツの男が部屋を物

色中｡大声をあげると男は慌てて部屋から飛び出した｡こちらも飛び起き級を追う｡男は廊下

を挟んで斜め前の都島に逃げ込んだ.内側かりノブを握っていろらしく.押 しても ドアはびく

ともLIELlい｡駆け付けたK先生とドアを叩き藤嶋り声をあげるとあきらめたのか.ノブを離すO

部屋の中に踏み込むとその男は部屋の奥に小さ くなってしゃがみ込んでいた｡同部屋の2人の

男の蘭を見れば昨晩フロントにいたボーイではないかO してみれば赤シャツもホテルの従乗員｡

2人は赤シャツに事情を朋き, ｢トイL/と胤盛ったらしい｣という｡ しかし. トイレならドア

を鵬ければ分るはず.呂弔巌の中まで入 り込み.荷物にさわ っていたとは｡ しかもホテルの従共

員であればなおさら｡位惚けているわけでもあるまいし. こちらの剣幕に 2人のボーイは引き

さが り. ｢勝手にしろ｣ というQボディチェックをしてみるが別に盗んだ物もない｡だがホテ

ルの徒薮員と知れば一層Iuも立つoK先生は赤シ十ツを我 々の部屋まで引張ってくるo別に日
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本語で怒鳴ってみてもEBじるわけではIj:いが,頑でも下げさせfj:ければ気が折まIilい｡弁解の

余地がなくなった赤シャツは事をついて謝り,成々もこれ以上なすすべもなく.許すことに し

た. トルコ10日間の康の. しかも心線E目し.このような可叩I=fLで くわすとは｡親 日的な トル コ

人lこすっかり気をよくし,好印象を抱いていたの(こ｡ トルコ鹿部はアルメニア人やクル ド人'li

どILよる反故貯遊動や隣国からの越境者による犯罪が多いとは聞いていたが｡ しか し.このよ

うなことは後から考えてみれば,人fi:り小なりどこでも起 ることではあるo しかしなが らいざ

自分の身に起るとたった一回のでき串でも｢般化 し. ｢やはり トルコ東雲馴ま治安が乱れている｣

｢危険だ｣と断定 してしまうから恐ろしい｡地理学に携わる者 として恥か しいことだが,Flヵ

の尺度や体験か ら特殊なことを一般化 したり.ありきたりのことを特殊化することがままある｡

気を付けねはならぬが.-旅行者の接する自然や生活は限 られており,わずかの見側を盛にあ

えて地域性を求めようとすれば.独尊や誤解が生 じるのは当然のこと｡ コーランは ｢余裕の

ある者は困窮者を援助せよ｣と救える.イスラームにとってザカー ト(滋捨 )とサダカ(慈善

行為 )は義勝であるO余裕のある者にとって哉准ならば困窮者がそれらを受けるのは権利であ

る｡腺人は普通困窮者並lこ扱われるが,カメラをぶら下げ.大食 (彼 らlこ比較 し)を持ち,lレく

日本人旅行者は臨窮者とはいい姓い｡田虫者とみるかみないかで立場は全 く逆になる｡タクシ

ー料金を倍額 (時には10倍も)訴求されるOI)ち,成切を受けた返礼の金品受領を断わられるの

ち.どちらの立場にあるかによって決まる｡してみればこの亦シャツ君もサグカを受けようと

して部屋に侵入 したのかも知れない｡窃慈tLは厳罰が課せ られるが,'a'裕 (?)な旅行者にサ

ダカも受けぬまま頚を下げた赤 シャツ君はかえってい じらしくも思える｡ (江-･-赤シャツだ

が何人であるかはわからぬが,アルメニア人はイスラム教徒でなくアルメニア使徒教会に拭す

るキリス ト教徒である01915年,野 1次大戦中.オスマン- トルコによるアルメニア入鹿制移

住事件lこより敷10万のアルメニア人が死亡 したといわれている｡そのためアルメニア人の反 ト

ルコ感情はいまだ収強く,頻発するテロ耶件の-一因となっている. )

-段落したところで.カメラを膚にまだ薄暗い軌 L出たO或通 りを抜け街はずれの広射 し出

ると･.蒋暗闇の中に動めく羊や山羊の群れに出会ったO これか ら放牧に出掛るのか｡また,バ

ザールに向うのか.野菜や薪を背に山と献んだロバの列｡その背後に山頂のみ,わずかに朝や

けに換った黒いシルエ ット状の山塊.海抜5.165m. トルコの良高崎.ノアの方舟で知られたア

ララット山であった｡いつの日かその費に立ちたいと思っていたアララッ トの雄姿がそこにあ

ったo しばらくだ然と立ちつくしていたが, ロバの叫巽に我にかえり･聖iLTの世界を恰いつつ.

めったないことIこ山容をスケッチした｡大アララットの東.トロイデ型の側火山 (小アララット)

の上に朝日がのぼる.朝もやの中に ドグバヤジッ トの街茄が現われてきた｡

7晩 ホテルfL帰るとすぐ荷物をまとめ,ホテルの臓の路上からミニバスに来る｡咋俊.7
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ロン トで交渉したときは髄境まで 1人lOリラと拙いていたが.出発胤醸LLTi-って ｢今口は客が

始まらないか ら15リラくれ｣といい糾す｡早朝のAlシャツ君侵入郡件といい トルコ地組当 E=L

なって 2度もいやな思いをしなければならぬとは｡

荒涼としたアララット山の両津を昆墳-向かう｡国境の手前 4キロのあたりから大型 トラッ

ク, トレーラ-の長蛇の列.ブルガ リア,ユ-ゴスラビアなど近隣諸国はもちろん 頚 く.西

ドイツ,フランス.イギ リスナンバーの庫 まで混る｡ レスラーの如き風体の迎転子はここで一

校を明かしたらしく.三 ･三.五 ･五lJほ ってはdLJt'樹で自JB:(コーヒーや紅炎を入れ ている程

度であるが )を している｡スエズ遜河の市朔 日975年 6月 )後も.アジア--イウェーは中束

とヨーロッパを結ぶ劫脈として蝕在であったQ我々品臣=こ住む人間ELとってBi!解 しがたいこと

であるが,アジアとヨーロッパといえ所詮陸掻きである大陸の国々の関係は2本の足を使って

白か ら行き来できる同 じ土俵の｣二で成り立っているのである｡ニューデリ-からは.パ リ行き

やロンドン行きのJ<スが出るというo外Egといえば南外.船か航空機を使わぬかぎり隣国す ら

行けぬEI本oその閉鎖的風土の中で育 った日本人の多 くか今なお国際化社会の中で孤立 してい

るのもいたしかたないのかD

イラン入国手続き,特tL税関の手続きに手職がかかり.9時10分 (イラン側では 9時40分 )

やっと国塊を越えることができたoしか し,イラン側の国境の町マークーへのバスは12時まで

ないという｡ティー-ウスは役人に占拠され使えず.炎天下で待つしかない｡ ドイツIこ向うと

いう見入の トラック運転手が話 しかけてきたb円本Iこ住んでいたというその遅転手は奥さんが

日本人とのこと｡ ピ-スを一箱差出すと留びお返 しの米国製のタバコを置いて去っていった｡

結局12時まで持てず.相乗りのタクシーを庇いマーク-へ｡それが結果的ELは幸いしてマー

ク-発 12時のその日放縫テ- ラン行パスlL問IL会った｡それから.マランド,タプリーズ.ザ

ンジャーンを鐘て15時間半.バ スに揺 られ,まだ明けやらぬテヘランに到石 したのは午前3時

半のことであった｡

13 おわりlL

その後テヘランEL一泊,イラン航空の国内税を利用しマシュ- ドへ マシュ- ドで 2泊,イ

ランはわずか4泊 5日で1.500キロ横断.パスで丁フガニスタンとの国境 ドグ---ンへ｡他人

の国境鹿衡地･芯を抜け.アフガニスタンへ人乳 -ラー トに1泊｡カンダ-ルを経て,カブー

ルで 2泊｡再びカンダハル に引き返 し2泊｡カンダ-ルからスピンボルダックを経てパキスタ

ンfL人乳 クウェッタで 2泊｡カラチ.バンコック.香港を経て8月25日全点無節帰国した｡

帰国後,イランではイスラム教徒 (シー7派 )によるイラン革命が勃発 (1979年 )し.パー

レビ王朝は崩壊.ホメイニ師を閲家長高原闇に仰ぐイララム共和国が成立 したo米大使館占拠
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事件,イラン-イラク戦争,バニサ ドル大統領の亡命. ラジャイ大統領等政府店官の暗殺,チ

ロ,報復処刑等々その後も額発する事件に動揺 しているO

アフガニスタンでは197輝･人民民主党によるクーデターによりダウー ド政権が倒れ,79年 9

月ILはアミン首相 による宮廷貴命がおこり.さらにその年 12月にはカルマル元百･.rJ試長によるク

ーデターとソ超の軍事介入か勃発 したO世界の火典庫中東の中で.ここもイランとともに危俊

的状態にあり.国際緊張の篠 となっている｡

トルコでも極右,極左のテロ事件が続発し戒厳令は解除されることもIj:い ｡80年にはこ こで

もまたクーデターがおこり,軍政が敷かれたままBi在lL至っている｡最近の報道によれば,政

府は全政党の解体を実施 したとかOアタチェルクfLよってfPJ鼓された共和人民党も例外ではな

いという｡冥界の ｢アタ(父 )チ ェ ルク(トルコ )｣の気侍や如何iLo生誕 100年 という記念

すべきこの年に｡

6年という歳月は何もかも箪述しかたい樫大きな変化をもたらしてしまった.にもかかわら

ず今あえて境をかぶった古くさい旅行記を活字化するのは恥か しくもあり気が引けることでも

あるが.何かかたちとして威 しておきたいという鹿欲を鶴足させ るため凸重な紙両を使わせて

いただいた｡御容赦いただきたいO

なおアフガニスタンに飼 しては西大寺高校 ｢紙製｣創刊号 (1980年 )に ｢アフガニスタン～

生徒の関心と体験旅行から｣と屈 して発表させていただいたO御高覧いただければ幸いであるO

殻後に前述 したこの旅の同行者.片山智士.藤沢 稚.小川等-の 3氏に心より御礼申し上

げる｡

この度の旅行ではガイ ドブックとして丹生谷範箸 ｢トルコバスの旅｣ (1974)と床井聡男著

｢アジアを歩 く｣ (1974)を主に利用 した.旅に持参 したこの 2冊の本に助けられるところが

多かったことをあわせ記しておきたい｡
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(編 集 後 記)

第8崎で予告 した期Elを過ぎること1年数ヶ月.やっと第 9餌の発刊にこぎつけた｡力作ぞろ

いの レポー トに.ページ数も倍増,大部の巡検記となった｡

しかし残念なが ら今回も.校正の段階で学生の協力を得たものの一部卒発生の手で刊行せざる

を得なかったO幸い卒共生の組擬の一本化も進みつつあり,明るい展望もある｡曲りなりにも巡

検記が続刊されることは現役学生ILとっては励みであり.卒共生化とっては梓の強化である｡相

変らず労金はないO物心両面の勧協力を乞 う.もう一冊で第10梅に到達するO灯を消さぬようlこ

したいものであるO次鴨から完全に学生による刊行iこ戻 したい｡卒共生をは じめ読者諸氏の支倭

を射 .liする｡なお.55年度は再び沖永良部で.また56年度は北海道fLて巡検を行っている｡
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