
初めてのヨーロッパ        2005.9.1～9 

ロマンチック街道と氷河特急 

      スイス．パリ９日間 
  

念願のスイスへ、それもドイツのライン河クルーズとロマンチック街道の

街を訪ねて、グレーシャーエキスプレス(氷河特急)でスイスに入り、スイス

アルプスのマッターホルンとシャモニー(フランス)からモンブランを眺め

る。その後ジュネーブからフランスの誇る TGVでパリへ移動。ルーブル美術

館ベルサイユ宮殿などを訪れる欲張りなツアーである。夏休みの終わった９

月１日から９日のスケジュールで、初めてのヨーロッパへ旅立った。 

 

    



シベリア上空からバルト海沿岸沿いにパリへ 

  

参加者は知多市の松原さん夫妻、名古屋市の新海さん夫妻、各務ヶ原市の

浅野さん夫妻、日進市の杉浦さん森さん母娘に、私の友である長坂夫妻と私

たち夫婦の１２人。ツアーガイドは三輪久子さん。 

定刻 10.10”セントレアを離陸した JAL４３７便は、使用機種 B777-20のト

リプルセブンである。三人掛けのイスが横に三つ並んでいる。 

幸い窓際の席だったので新潟へ向かっている時、富士山が遠くに浮かぶのが

眺められた。日本海へ出た機は北海道の横あたりまで北上して、ロシアのハ

バロスク付近をかすめ世界一広大なシベリアの上空を飛び続ける。 

シベリアはどんな所かと目を凝らすが、殺伐とした大地がどこまでも続くば

かりで何も見えない。 

  

  

遠くに富士山              シベリアの大地 

  

機は成層圏の 11.000mの空を 920kmで安定した飛行を続けている。飛べど

も飛べども同じ風景が流れていく。これがシベリアなのだとその時思った。 

まだソビエト連邦共和国だった時代には悲しい事件も多かった。カムチャッ

カ上空で大韓航空機が撃墜されたし、シベリアのヨーロッパ寄りにあるムル

マンスク上空では機銃掃射で日本人がなくなっている。 

軍事機密のためシベリア上空は開放されていなかったが、ロシアが誕生した

こんにち定期航空路も開設され、アジアとヨーロッパを結んでいる。 

  



機上で涙 

  

余りにも長い空の旅で思わぬ出会い?に目頭が熱くなる。大昔に見た高峰

秀子の主演する「24の瞳」を何十年ぶりに見て感激した。 

「24の瞳」は高峰秀子でなくてはだめだ、常々思っており久しぶりの映画に

見せられて最後まで見入った。 

教え子たちが集まり大石先生の学校復帰を祝い、自転車を贈り歓迎する最

後のシーンはいつまでも忘れられない。 

漁師になった男の子が鯛を持って参加し、眼が見えなくなった男の子が記念

写真を指差し「先生の隣が○○君」と、あたかも見えているように話すのを

聞いて涙ぐむ大石先生。女の子は５人、そのうちの歌の上手な子が唱歌を歌

いだす、１２人の子供たちは７人となった----------あのシーンはこの映画

のクライマックス。 

戦争という悲劇を乗り越え、島の先生として歩んだ大石先生の生き様をと

おして「平和の大切さ」を訴えている--------と私は思っている。 

今回の飛行機はイスに液晶テレビが一人一人ついており，好きな番組が楽し

めると同時に睡眠もとりやすいようになっていた。ニュージーランド航空よ

りもこの点は良かった。JALにはもっと頑張ってもらいたいものだ。 

  

風景が一変したバルト海沿岸 

  

ウラル山脈に近づくにつれて、家らしきものが見えるようになってきた。

それまではまったく何も見えなかった、シベリアのあまりの広大さに圧倒さ

れるより、むしろあきれてしまう。そして海が見えてきたバルト海だ、とう

とう大陸を横断したのだ。時差の調整のため時計の針を 7時間遅くする。こ

のあたりでは平らな地形が続き、緑と茶色のモザイク模様が美しい。そして、

海岸沿いでは風力発電の風車がいくつも見られた。エストニア、ラトビア、

リトニアのバルト三国上空を飛びポーランドをかすめてドイツ、オランダを

かすめベルギーからフランスに入る。 

  



パリに到着、フランクフルトへ 

 

11時間の飛行の後フランスのシャルルドゴール空港に無事着陸した、現地

時間の 15.00”だった。 

着陸してもなかなかターミナルに着かない、増設が繰り返されたのか何回も

ターンして建物の横を抜けやっと１５分後にボーデンブリッジに横付けさ

れた。でかいのもよし悪しとはこのことだと思った。 

機外に出るとさすがフランスと思わせるデザインのターミナルが広がって

いた。ターミナルから突き出たボーデンブリッジーへの通路は透けて見える

ようになっている。視界が開けていて良いのだが、頭の上から太陽に照らさ

れる。(着いた時はよかったが、帰りは暑かった)乗り換えのためターミナル

を移動したが、メトロ、TGVも乗り入れておりセントレアとは比べ物になら

ない規模だ。滑走路も平行して２本ありその間にターミナルをはじめとした

施設が配置されている。 

しかし、でかいがゆえに使いやすさと言う点ではあまり感心しない。 

  

  

ターミナル内               着陸後ターミナルに着く前の風景 

  

1時間余の待ち時間の後、16.50”エールフランスに乗り換えてフランクフ

ルトへ出発した。そして 1時間余の飛行でドイツのフランクフルトに着陸し

た。バスでホテルへ向かう途中マツダや日産の車をちょくちょく見た。 

ホテルに着くとさすがドイツなので BMW、アウディー、ワーゲンそれにベン

ツも、トヨタ車は見えない。 



フランクフルト郊外の NHマインホテルに落ち着いて、ホテル付近を散歩

した。どうやら高級住宅街のようで庭の綺麗な立派な家が並んでいた。 

とうとうドイツにやってきた、いよいよ明日からはドイツの観光だ!!  

  

  

ホテル付近の家             NHマインホテル 

  

世界遺産ライン河クルーズ 

 

今日の予定はライン河クルーズと、大学の街ハイデルベルグと中世の宝石 

といわれるローテンベルグの街の見学である。 

８時にホテルを出発して船乗り場のリューデスハイムに向かう、４０分程で

到着し待ち時間を利用してお店をのぞいてみることに。すると早速日本語で

声がかかった、やはり日本語は安心するのでその店に入った。 

高価なものがたくさんある中で、ライン河のガイドブックを買った。もちろ

ん日本語版のものである。そして、9.15発の船に乗り込みクルーズはスター

トした。日本人もかなりいた。 

河の両岸に道路はもちろん、鉄道が走っていた。この路線は幹線らしくひ

っきりなしに列車が通る、専用の貨物車が自動車をたくさん載せて走るのを

何回も見た。日本のようにキャリアカーで運ぶのとは大違いでムダがないし、

環境にもやさしい。川幅はかなり広く、町は背後のぶどう畑の山とライン河

に挟まれてその美しさを際立たせている。とても美しい眺めだ、ゆったりと

流れる景色に身を任せていると幸せを感じる。 



川幅はかなり広く、町は背後のぶどう畑の山とライン河に挟まれてその美し

さを際立たせている。とても美しい眺めだ、ゆったりと流れる景色に身を任

せていると幸せを感じる。 

 

  

船に乗る前の田舎者とリューデスハイムの街 

  

かなり急勾配の斜面一杯にぶどうが植えられている。とても機械は使えな

いから人手に頼ることになり、コストがかかると思われるがそこはドイツだ、

外国人(東欧)を雇ってまかなっているという。 

ここで日本人の女性がワインの試飲を勧めにきた、ちょっと飲んでみると

なかなか旨い。続けて若い日本の青年が違う種類の試飲を勧めにきた。名札

をつけており高林君だ、いろいろ話をしているとこちらではワイン専門の大

学が三校もあるという。それくらいワイン作りには熱心ということだろう。

日本でお酒作りの大学は聞いたことがないから。 

-------と話をしているうちに彼の誘導作戦にハマリ、ワインを買ってしま

った。この地方のぶどうを使ったワイン、それに期日指定で日本へ無料配送

してくれるという言葉にその気になってしまった。 

シュペートレーゼは１８ユーロ、アウスレーゼは２４ユーロと安くはない。 

２５６０円と３４１０円なのだから、日本では買わないだろう。 

ドイツの肩書きつき高級ワイン 

 ①アイスワイン----------自然凍結したぶどうで作る 

 ②貴腐ワイン------------貴腐菌の作用で干しぶどう状態に乾燥させる    

 ③ベーレンアウスレーゼ--良質の完熟したぶどうを一房づつ収穫 



 ④アウスレーゼ----------良質のぶどうを一房づつ収穫 

 ⑤シュペートレーゼ------収穫時期を遅らせたぶどう 

 ⑥カビネット------------一般的な収穫時期に摘まれたぶどう 

                

これらには砂糖の添加は禁じられている。 

以上が Qmpと呼ばれて次に地域限定の高級ワイン(QbA)、その下にテーブル

ワインと格付けされている。と思わぬところでワインの勉強をすることがで

きた。 

  

  

背後はすべてぶどう畑           家並みの後ろは古城 

  

船が進むにつれあちらこちらに古城が姿を現す、案内ガイドは日本語放送

がないので無視する。船の最後尾から眺める景色はライン河の大パノラマが

一望でき大満足。これだけ日本人がおれば、日本語ガイドがあってもよさそ

うなものだが---いくら誇り高きドイツ人でも、そのうちに考えるのではな

いかと思う。たくさんのお城が山肌に建ち、街は川べりに点在し必ず教会と

おぼしき建物がある。今の私たちでは理解できないが、宗教は生活の基盤に

なっていたことがうかがえる。  

出発して１時間 3０分位したところで、あのローレライのメロディーが流れ

てくる。この曲が流れたら下船の準備をするよういわれている。そもそもロ

ーレライとは何かと言うと、高さが 132mある大きな岩山のことをいうのだ。

見てもどーと言うことはない、へぇーとうなずくしかない。そしてザンクト

ゴアールに到着してクルーズは終った。 



ドイツの古都ハイデルベルグ 

 

ドイツで初めてのランチはサラダ、ジャガイモ、ギョウザ(マウルタッシ

ェン)だった。国の違いを感じるほどでもない、普段食べているものと変わ

らないのだ。 

  

街の上にある古城           この岩がローレライ            

  

14.00”にはハイデルベルクに到着した、ネッカー川のほとりにある大学を

中心に栄えた古い街だ。石畳の道に石造りの家々が並び、大学関係ばかりで

街が成り立っているとは思えない立派な街になっている。 

カオールデッカー橋のたもとには、ひひの像がありさわるとお金がたまると

いうので、しっかりさわってきた。市庁舎前の広場はオープンカフェになっ

ていて、たくさんのテーブルとイスが並んで、いかにも外国に来たという風

景だ。小高い丘に建つハイデルベルク城はとても大きく、街を見下ろしてい

る立派なお城だった。 

 

中世の宝石ローテンブルク 

 

ローテンブルクは城壁で囲まれた街で、石畳の道と石造りの家が昔のまま

残っている。街に入るには高くそびえ紋章のついた門をくぐるのだ。 

17.15”に聖ヤコブ教会の前に着いたのだが、17.30”まで開館しているはず

がすでに閉館しており見学はできなかった。 



  
ハイデルベルク城        市庁舎前の広場 

  

マルクト広場では中世の騎士に扮した大道芸人や、高い一本足で飛び跳ね

る芸人などがパフォーマンスを繰りひろげている。かたわらには仮設の舞台

まであった。そして観光用の馬車が走り、まさに中世の世界に入り込んでし

まった感じである。このあとの自由時間では少し疲れたので、カフェに入り

アイスコーヒーを飲むことにした。 

メニューはなかったが「アイスコーヒー4」とやったら、うなずいてくれ

たので待っていると、ちょっと違う物が出てきた。上に味のない生クリーム

がのって、下はコーヒー味のみぞれみたいだった。まあいいかと喉を潤し、

おしゃべりをしながら休憩した。ここまではよかったが、支払いは往生した。

相手の言っていることが理解できないのだ。こちらが困惑しているとレシー

トを見せながら何か言っているがそれも分からない。 

レシートの文字が見えないのだ、やむを得ず２０ユーロ紙幣を出すと、受け

取りおつりをくれた。後でレシートをよくよく見れば、単価の 3.5ユーロ 

をスリーヒフティーと言っていたのだ。490円はまあまあかな。 

いい勉強をした後はローテンブルクにしかないという、シュガーボールとい

うお菓子をお土産にするため買った。これは３個 4.5ユーロで 1個は２１０

円だった。 

このあとバートメルゲントハイムまで少し走り、マリティムパークホテル

に到着。20.00”にホテル近くのレストランで夕食、サラダ、スープ、魚の

ソテー、ライスのバター炒めというもので、魚のソテーはなかなかおいしか

った。観光初日のドイツで見た日本車はマツダのアテンザ、日産のマーチ、



ホンダのアコード、トヨタのビッツ、それにローテンブルクで見たゴミの収

集車はトヨタのハイラックスだった。 

 

  
ローテンブルクの街と騎士に扮した大道芸人 

  

木組みの家のディンケルスビュールへ 

  

6.00”に起きてホテルの付近を散歩した、となりの庭は大きな木がたくさ

んあり花壇も綺麗に整備されていた。 

入り口には受付みたいな建物があることから有料のようだが、朝が早いので

係員はいない。看板があっても読めない、クアパークしか分からなかった。

少しあるいてホテルに戻ったがとてもすがすがしい気分になれた。  

7.30”にホテルを出てディンケルスビュールへ向かう。バスは緑の牧草地と

とうもろこし畑が広がるのどかな風景の中を走る。家々はどこもオレンジ色

の屋根に白壁の建物で、緑の牧草とマッチして美しい。なだらかな地形の中

を走ること 1.5時間でディンケルスビュールに到着した。 

ここの建物の特徴は「木組みの家」と言われて、積み木をのせるように 1

階の上に 2階を載せてカスガイでとめているだけという。地震がないので出

来る建築方法といえる、しかしそれにしても街並みはオレンジ色と濃いクリ

ーム色で明るくていい。昔のヨーロッパ人と日本人の色彩感覚はなぜこうも

違うのか!!いつも不思議に思う。たぶん色付けの材料は手に入りやすいもの 



を使ったと思われるので、身近にあった原材料の違いがこうした差になっ

たのだろう。 

 

  
木組みの家並み                広場の屋台 

  

最初に聖ゲオルク教会の見学をした、高い天井と広い室内それにパイプオ

ルガンが印象的だった。こうした立派な教会ばかりではないだろうが、宗教

が生活に密着した暮らしをしていただけに、教会への思い入れは相当なもの

があるのだと思った。 

このあとの自由時間では、お店に入りお土産品を探した。木のお人形とこ

の地方で作られるフランケンワインを買った。これはホテルで飲むつもり。 

今日はこのあとノイシュバンシュタイン城を見学する、ホーエンシュバン 

ガウまでの移動時間とのかねあいでランチは 11.00”と早めである。 

サラダ、バイエルン風オムレツ(ベーコンとじゃがいも)、チョコレートクリ

ームで、パンとかライスはなく「じゃがいも」が主になっていた。飲みもの

は今日も昨日と同じく黒ビールにした、少し苦味のある味がなかなかのもの

だ。 

  

運転中の飲酒も電話も OK 

  

ドイツでは車の運転中でも、飲酒、電話は OKという。しかし、まったく

のフリーという意味ではなくすべてが自己責任ということだ。 



お酒も制限は決められているが、相当量は飲めるので飲んではいけないので

はなくむしろ、飲めると言う方があたっているのだ。このバスにも自動車電

話がついており、運転手のミスターディーノが時々電話を受けて話をしてい

る。でもかなりのスピードでカーブを走っているときなどは、ちょっとひや

ひやものである。いいのかな!! 

  

目の当たりにしたノイシュバンシュタイン城 

  

15.00”少し前にホーエンシュバンガウの街に到着した。ここからはルード

ビッヒ 2世の父１世が建てたホーエンシュバンガウ城が望める。少し休憩の

後ミニバスに乗り換えてノイシュバンシュタイン城に向かう。 

最初にお城を眺める最高のビューポイントである、谷にかかった橋へ行く。

ミニバスを降りて少し歩くと橋が見えてきた、すでにかなりのそれも多くの

日本人がカメラを手にしているのが見えた。 

 

  

ルードビッヒ１世が建てたホウエンシュバンガウ城とツーショット 

 

橋はかなり深い谷に架かっている、左手が開けてそこにノイシュバンシュタ

イン城が浮かび上がっている、まさに絶景である。その背後に遠く街がかす

んでいる。それにしてもこんな高い所へよく築いたものだ。ルードビッヒ 2

世が１７年を費やして建設された、ドイツ一の美しさを誇る名城である。 



しかし、ルードビッヒはここに住んだのはわずか１０２日という。その彼の

人生はこの城を造るためにあったようなもので、妻も子もなく城作りのみが

すべてであつたという人生を送り、水死をしている。 

  

 

ノイシュバンシュタイン城の全景 

  

入場は 15.50”の予約なので２０分ほど待った、以前会社の友が永年勤続

旅行で行ったときは 2時間待ちだったという。８月のシーズンをすぎている

のでまずまずだが、それにしてもたくさんの人人である。 

入場料金 8ユーロ(1120円)はわりかし安いといえる、チケツトに大きな字で

494と記されてバーコードがついている。 

電光掲示板に４９４が点灯したら入場できるのだ、493の時にゲートに並び 

494になるとチケットのバーコードの側を機械に入れるとグリーンのランプ

が点灯し、バーを押して入る。ここでトランシーバーのようなものを渡され、

これで説明を聞く。室内はすべて撮影禁止のため記録に残せないのが残念。

ただ広くてでかいという印象はあるが、部屋の様子はよく覚えていない。外

観のすばらしさに室内のことは打ち消されてしまったようだ。 



見学後の 17.30”頃雨が少しぱらついた、帰りは歩いて山を降りた。この

あと旅行の数日前に水害のニュースが流れた、ガルミッシュパルテンキルヘ

ンのホテルに向かった。 

 

夕食はソーセージ料理 

  

18.45”メルキュールホテルに到着した、小休止の後 19.20”ホテル近くの

レストランへ出かけてソーセージ料理の夕食だ。 

3・4分歩いた街の姿がまたいい、カメラをおいてきたのが悔やまれる。レス

トランに入ると、テーブルの間隔がとても狭い、そのうえすでに人があふれ

るほどたくさんで、アコーディオンの演奏がやかましいこと。さすがにここ

では日本人の姿はなく、外国人ばかりですでに盛り上がってゆっくり食事と

いう雰囲気ではない。 

さらに準備している時に、妻はフォークを膝に落とされる始末。なんてと 

ころだと思っているとさすが商売人、ビールを一杯持ってきた。だが肝心の

ソーセージはさほど旨くはなかった。早々に出たかったがイスがびしっと並

んでおり出るに出られない、不愉快な食事だった。 

最後の印象はよくなかったとはいえ、すばらしいライン河クルーズ，中世

の街並み、今日のノイシュバンシュタイン城の見学などドイツの旅を満喫す

ることができ満足だ。 

明日からはいよいよスイスの山々が迎えてくれる!! 

 

バスでスイスへ移動 

  

４日目の今日はガルミッシュパルテンキルヘンから、バスでオーストリア

をぬけリヒテンシュタインを横目に見て、スイスのアンデルマットまで約 5

時間の旅をして、その後スイスの誇るグレーシャーエキスプレス(氷河特急)

で 3.5時間の旅をして、ツェルマットまで移動する。 



電車の時間が決められていることから、ホテルを 7.00”に出発した。バスで

走るだけではあるが、移り変わる景色に飽きることはない。途中のトイレ休

憩は、コンビニを併設したガソリンスタンドとか高速道路ではパーキングを

利用する。この高速のパーキングのトイレはすべて有料で５０セント(７０

円)だ。したがって小銭を持っていないと困る。 

高速道路で移動するヨーロッパの国境は，日本の料金所みたいな建物があ

るがいずれもノーチェックのフリーパスだった。陸続きのヨーロッパでは国

境の行き来は日常茶飯事であり、特別のものではなかった。 

 

変な自販機にとまどう 

 

コンビニ併設のガソリンスタンドで休憩したとき、コーヒーがのみたくな

り 0.75ユーロとしてあった自販機が目につき１ユーロコインを入れた。で

もどうしてかコインが戻ってしまう、何回やっても同じだ。でもあきらめき

れず運転手のミスターディーノを自販機まで呼んで，実演して見せたら彼が

店の人に声をかけてくれた。 

 

  
運転手のミスターディーノと        アンデルマットに向かう 

  

店員は私のコインを見ると、レジから数枚のコインを持ってきて自販機に 

入れ、レジから持ってきたコインをつりとして手渡してくれた。 



なんのことはないおつりの出ない自販機だったのだ、日本では考えられない

ことだ。大変貴重な体験をして飲むコーヒーだったが，甘すぎてあまりおい

しくなかった。砂糖が日本と違い塊りになっていて、分量がよくわからなか

ったのだ。しかし１０５円は納得できるかな--------。 

駅でトイレ休憩したときにミスターディーノと記念撮影をした、また彼の

ことを聞いてみると６６歳で来年は引退だという。背は低いがビール腹の太

っちょで愛嬌があるドイツ人だ。サラダ、スパゲティーでランチを済ませて、

丘を超えて山岳部を少し走ること１時間余で 13.20”標高 1433mのアンデル

マットに到着した。 

  スイスの国名はスイス連邦、九州とほぼ同じくらいの面積に７４０万人

が暮らしている。言葉はドイツ語圏が 64%、フランス語圏が 20%、イタリア

語圏が 6%と他はロマンシュ語とそれ以外となっている。国の公用語もこの四

つで、国民の多くが二ヶ国語から四ヶ国語をしゃべるという。そして、イギ

リスとともに EUに加盟していない国だ。したがって通貨はスイスフラン(９

０円)を使う。 

 

アンデルマットの駅は日本人ばかり 

  

丘の向こうに氷河特急の走るのが見える、すばらしい景色だ!! 駅前に家

並みがあるだけの小さな街のようだ。 

 

  

アンデルマットの駅前           アンデルマット駅から見た氷河特急 

  



日本と違い列車のホームは低いのが特徴だ，次の列車は「２番線 13.47氷

河特急ツェルマット行き」の案内が表示されている。切符の手配が終わりホ

ームへ出たら，すでに多くの日本人グループがいた。やれやれここまで来て

日本人ばかし見るとは、列車が入ってくると皆が一斉にカメラを構えている。

これは間違いなく日本人だ。 

  

  

アンデルマット駅にて 

  

赤い電気機関車に引かれた７両編成の、３４号車 11,12,13,14の席が私た

ちの席。隣の１５の一人席が空いていたのでそこに座っていると、さきほど

のグループの老夫婦が前の席に座った。 

話をしてみると福島から来たという、「そうですか福島ですか」というと「イ

ンヤ違うフクスマだ」という。にごらないとだめだというのだ、おもしろい

おじさんでここから話が弾んだ。 

しばらくは福島自慢が続き、観光名所を初め果物自慢と愉快な話に時間も忘

れるほど。しかしおじさんに比べておばさんは無口で、たまにしか口を利か

ないのが妙にいいこんびだと感じた。 

 

世界一遅い特急「グレーシャーエキスプレス」 

サンモリッツ～ツェルマットの 270kmを結び、橋が 291、トンネル 91があ

る。この間を約８時間かけて平均 35kmで走る、つまり世界で一番遅い山岳

観光特急列車なのだ。標高は 600mから 2033mの地帯を走る。 



車両はそんなに特別なものでもなく、普通の差し向かい４人掛けの席になっ

ていた。ただ窓ガラスは半分ほど下に下げられるタイプだ。われわれは全線

の約半分を乗車した、途中には 15.4kmのファルカトンネルを抜けアレッチ

氷河を遠望し、緑の草原と谷を走り 16.47”に標高 1600mの終点ツェルマッ

ト駅に滑り込んだ。 

  

  

すれ違った列車             川沿いを走る氷河特急 

  

にぎわうツェルマットの街 

  

ツェルマットの街へはガソリンエンジン、ディーゼルエンジンの車は入れ

ない。したがって電気自動車と馬車が主役。 

駅前に降り立つと、ホテルの電気自動車がトランクのお迎えにやってくる。

荷物を預けてホテルまで歩く，にぎやかな大通りは山の街ではなく都会の街

と同じ雰囲気だ。４分程でスイミホテルに到着、窓に花がとても綺麗だ。 

小休憩のあと、夕日のマッターホルンを見るつもりで街の散策に出かけた。

最初に入ったお土産店は店長が日本人のお店だった、いろいろな日本人がい

るものと感心した。少し歩くとマッターホルンの頭のみ見えた、雲に夕日が

当たり美しかった。明日のマッターホルン登山が楽しみだ。 

夕食はホテルの隣のレストランで、サラダ、牛肉ときのこいため。味は特別

なものでもなくそれなりのものだった。 

 



ゴルナグラート登山鉄道で 3130mへ 

  

今日は待望のマッターホルンを見るため、ゴルナグラート登山鉄道に乗り

3130mの展望台まで行く。そのあとミニハイキングの予定だ。 

出発は 8.00”、少し前にロビーへ集まると山岳ガイドの岩井さんが来てくれ

る。黒く日焼けした山男らしい風貌ではあるが、丸顔でちょっと人なつこい

顔立ちだ。ホテルを出て駅まで行くのも彼の案内である、4・5分で駅に着く。

一人一人がテレホンカードのような切符(裏表に夏と冬のマッターホルンが

印刷され片面には大きな→が印刷されている)を受け取り、それを自動改札

機に通して待合室に入る。 

ここにはすでにかなりの人が待っていた、やはり日本人が多く見受けられ

る。ガイドの岩井さんから「人が多いので前の方の車両に乗ってください」

と指示がでる。電車が入線してゲートが開き乗車、8.21”電車は静かに駅を

離れる。ちょっとおもしろいのは、この電車には架線が２本ありパンタグラ

フも２個ついている。岩井さんに聞くも彼も知らなかった。 

  

  

パンタグラフ 2個の電車と車庫    少し登って山が開けてきた 

  

レールは真ん中に歯車のあるアブト式で、日本では大井川鉄道に同じもの

がある。そして、驚くべきことにこの鉄道は１８９８年に開通しており、す



でに１００年余の歴史がある。単線だが所々は複線になっていて、多くの列

車を運転することができる。 

驚いたことに途中からマウンテンバイクを持って２人が乗り込んできた。自

転車を持ち込んでもよく、かつ無料だそうだ。その２人が降りていく頃から

マッターホルンの峰が見え始める。早速カメラを向ける、木にかくれたり山

の影になったりしながら上へ上と登っていく。 

マッターホルンとまわりの山々が画面いっぱいに広がり、迫ったり遠くなり

ながら列車は進む。ふっと思ったのがマッターホルンは 4478mもあるのにほ

とんど雪がない、鋭角に鋭くとがっているため風で飛ばされるのだ。 

また途中ではマーモットも見ることが出来た、ウサギのようなかわいいやつ

だ。そして、四つの駅に停車しながら４０分ほどの時間はあっという間に過

ぎて、9.00”にゴルナーグラート展望台駅(3089m)に到着した。天気は大大

快晴。 

  

眼前に 29もの 4000mの峰峰とマッターホルン 

  

 

ゴルナーグラート駅広場でマッターホルンを背に 



駅を出ると少し広場になっていて、セントバーナード犬がお客さんを待っ

ている。写真屋さんの大事なモデルさんで、一緒に記念写真を撮るために待

機しているのだ。ここで写真を撮ると、ツェルマット駅前のお店屋さんに展

示されていて買うことが出来る。電車を降りたお客さんが何人か並んでいる、

こちらはそれにはお構いなく周りの山々をカメラに収める。ガイドの岩井さ

んがこの上の展望台まで行く人はどうぞと案内をしたので、一緒に歩き始め

る。あわてないでゆっくり歩いてください、走らないように!! と注意がと

ぶ。なにしろ 3000mの高さにいることを感じさせないだけに注意が必要だ。

マッターホルンの写真につきものの、天文台のあるホテルは改装工事中で入

れなかった。駅から 41m高い展望台からの眺めはまた格別だ、ここからは

4000m級の山が２９も見えると言う。ゴルナー氷河と、モンテローザ山群の

すばらしい大パノラマが広がる様は言葉に言い尽くせない。ここに立つ者の

みが味わうことのできる感激である。 

また意外だったのは、マッターホルンが一番高いと思っていたが違うのだ。 

リスカム 4527m、ディフォースピッツ 4634mがそれより高い。しかし、マッ

ターホルンは峰がとがっているので高く見える。 

  

  

ゴルナー氷河                 改装中のホテルとマッターホルン 

  

マッターホルンを見ながらミニハイキング 

  

周りの景色を堪能して展望台を後に電車に乗る。一駅降りたローテンボー 



デンまで移動する。いよいよここからはミニハイキングである、2815mのロ

ーテンボーデンから 2582mのリッフェルベルグまで、ゆっくり 1時間から１

時間３０分かけてアルプスを歩くのだ。 

雲ひとつないアルブスの山と氷河を見ながら歩くと、間なく逆さマッターホ

ルンの見えるリッフェル湖に着く。風もなく波立っていないので湖面にはマ

ッターホルンがきれいに写っていて感激。ビューポイントを探してあちこち

でシャッターをきる。 

 

   

リッフェル湖の逆さマッターホルン 

  
ゴルナーグラート駅に入る列車      ミニハイキング 



足に自信がなく歩くのはどうもと言っていた、友の長坂君夫妻もこの景色

に感動していた。さらに驚いたのは、森さん杉浦さん母娘コンビのお母さ森

さんは８１歳というのに元気なこと。ガイドの岩井さんはゆっくり歩き先導

していたとはいえ、みなから遅れることもなく歩きとおした。 

ほかにもいくつかのグループが山を降りていた、また登ってくるハイカーに

もたくさん会った。アルプスの大自然に抱かれてのミニハイキングは、普段

味わえない満足感と、なんともいえない幸せを感じた。 

そしてリッフェルベルクの駅とホテルが見えてくる、レストランの前の草

原でお弁当を広げる家族連れも多い。こんな所で食べたらおいしいこと間違

いない。われわれもホテルに到着してランチだ。 

部屋の中ではなく、アルブスの風に触れアルブスの山々を見ながら庭のテー

ブルでサラダ、スパゲティー、アイスクリームを食べた。もちろんビールも

飲んだ、4.5スイスフラン(405円)は意外と安い。ただしグラスが少し小さ

いのだ。 

 

犬も乗れる登山電車 

  

リッフェルベルクを 13.22”の電車でツェルマットへ戻る途中、犬を連れ

た若い夫婦が乗り込んできた。黒と白の耳が大きくたれて、毛並みがつやつ

やしている。主人の方が犬を座らせるとおとなしくしている、かなり賢そう

だ。それにわりと大型の犬だが人懐っこそうでかわいい。単語を並べて会話

を試みた、名前はルッキーでジャーマンドックという種類らしい。 

主人がジェスチャーで、さかんに窓の外に手をかけるしぐさをするのだが何

か分からず首をかしげていると、両手でボールみたいに丸くして犬を指差す。

「マーモツト?」というとイエスときた。どうやらこの犬は猟犬でマーモッ

トとかウサギを獲るらしい。 

そんなおしゃべりをしているうちにツェルマットに到着した。あとで聞くと

犬は子供料金が必要だという。ホテルに戻り少し休憩した、そのあと街に出

てお店を観て回る。いろいろあるが、みなお高くてなかなか買える物がない。

そのなかで壁掛けを 19スイスフラン( 1710円)で買った。 



19.00”からの夕食はホテルの隣のレストランで、サラダとミートフォン

デ。名前はいいがそんなに感激するようなものはではなかった。明日はシャ

モニーに行き、モンブラン観光である。 

  

バスに乗るため電車に乗る 

  

６日目の今日は 8.10の電車に乗り次の駅ティーシェまで行き、ここから

バスでシャモニーまで移動する。バスに乗るにはツェルマツトの街を出ない

ことには乗れないからだ。メインストリートが花で飾られた、歩行者天国み

たいなツェルマツトのバーンホーフ通りを駅まで歩く。すでに多くの人が行

きかっている。時刻表を見ると 8.10”～9.10”までに４本の普通列車はすべ

てティーシェ行き、２本の氷河特急があり１本は基点のサンモリッツまで、

あとの１本はチュウル行き。２０分程でティーシェに到着しバスに乗り換え

る。運転手はミスターフランソファー。 

  

  

ツェルマットの街             変な形のスイカ 

  

今日もよいお天気だ、バスは高速道や幹線道路を順調に走る。途中の休憩

したお店では珍しい細長いスイカを見た。果物がたくさん並び新鮮なフルー

ツのジュースも販売されていた、でも時間はないのでゆっくり飲むことがで

きない。そのうえテークアウトできなかったのが残念だった。峠の道を走る

ころには斜面一帯にぶどう畑が広がっていた。そしてスイスからフランスに

入る国境は、やはりフリーパスだった。 



トマトスープを三杯おかわり 

  

シャモニーへ 11.30”に到着し、早速ランチである。トマトスープ、サラ

ダ、サーモン、パン、アイスクリーム。パンは表面がとても硬いがかむと味

がある。そしてスープがおいしかった、私好みの味で硬いパンをつけて食べ

るとまた旨い。おかげで三杯もおかわりをした。 

 

  

乗れなかったロープウェーの駅と、花壇で見つけたエーデルワイス 

 

食事が終わってロープウェーの駅に行くと，強風で運転を休止していると

いう。いいお天気で風など吹いていないのに.........。 

エギーユ.デュ.ミディ展望台へ行く第二ロープウェーが強風のために運転

していないのだ。なにしろ 3842mにある展望台だから地上とは勝手が違うよ

うだ。情報確認のため少しの間自由時間となり、駅前のお店屋さんで絵葉書

とかお土産を見て過ごす。 

 

ブレバン.プランプラ展望台に変更 

  

運転再開の情報もなく、また仮に運転が再開されても降りる時に降りられ

なくなっても困る。そのため残念ながら予定を変更して、隣のロープウェー

に乗ることになった。初めてのアクシデントだ。 



ここシャモニーには三箇所のロープウェーがあり、エギーユ.デュ.ミディ展

望台へ行くのが一番人気なのだ。ここに登ればフランスはもちろん、スイス、

イタリアまで大パノラマを目にすることができるという。 

ブランプラ展望台へは第一、第二ロープウェーと乗り継ぎ 2525mの地点まで

登り、真正面にモンブランを見ることになる。モンブランは 4808mヨーロッ

パ一の最高峰でありながら、山頂のシルエットは穏やかで世界の名峰と比べ

て異なる風貌をしている。 

  

   

頂の見えないモンブラン 

  

期待を胸にロープウェーに乗り，山頂の展望台に立つと 360度の大パノラ

マが迎えてくれる。すばらしい眺めである、しかしモンブランの峰には雲が

かかって頂だけ見えない。雲が流れてくれればと願うのだが........。しか

し、その山すそまで流れるボッソン氷河は、今にも町まで届くのではと思わ

せるほど雄大な光景で言葉もない。反対側の山並みは、グランドキャニオン

を思わせるような縞模様が見られこれまたすばらしい眺めだ。 

大パノラマを満喫したあと、駅の展望デッキのカフェーでコーヒータイム

にした。3.5ユーロ(490円)はまあまあかな。記念にと写真を撮っていると、



隣の青年が撮ってくれるというので４人でおさまった。それをグループの

面々が上から見ていた。まもなく時間ということで駅に集まってきていたの

だ。最後までモンブランの峰は見えなかったが、それなりの満足である。 

 

  

コーヒーのあとのスマイル        街を飲み込みそうな氷河 

ジュネーブ駅に向かう 

  

14.50”シャモニーを出てジュネーブに向かう。途中レマン湖に立ち寄り、

英国公園で小休止。噴水の立ち上がる湖と緑の木々が美しい公園である。そ

して湖の周りにも花が飾られている、管理は大変だと思うが観光都市といわ

れる所以でもある。 

湖のほとりを大型のトロリーバスが走り、高さのそろったビルが建ち並んで

いるのを見ると日本との違いを感じる。ジュネーブ駅では少し時間をとり、

両替とか買い物タイムだ。スイスフランは残してもしかたがないので、小銭

でお菓子を買う。友はまだ 5000円相当のスイスフランが残っていたので両

替をした。初めはたぶん言葉がいえないので、両替しなくてもいいと言って

いたのだが、そんなものは単語を並べればいいと一緒に行き「ユーロチェン

ジ.プリーズ」で OKだった。 

  

夕食は TGVでお弁当 

  



列車に乗るには出国手続きをしてからホームへ出る。しかし、ここでも団

体のツアー客だからかフリーパスだった。 

17.50”フランスの誇る TGVは静かにホームを離れた。社内は新幹線より狭

く 2人掛けのイスが通路を挟んで並び、カーテンは薄いグリーンで室内を明

るくしている。ところが、しばらくしてトイレに行ってがっかりした。落書

きはあるし紙くずは落ちているし、それにボデーもかなり汚れていた。これ

ではフランスの名がすたるというものだ。 

  

  

TGVの車内                TDの三輪さんと 

 

TGVにはがっかりしたが、ここで夕食のお弁当とお茶が渡されて元気を取

り戻す。ご飯を食べる前に買っておいたビールを取り出す、ハイネケンの

300mlで 2スイスフラン(180円)だった。ちなみにウォーターも 2スイスフ

ランで同じなのだ。ウォーターはそれだけお高いのだ、ツェルマット駅のキ

オスクでは 3.5スイスフラン(315円)でびっくりしたものだ。 

ビールの味も良かったし、和食の弁当も旨かった。やはり日本人にはお米が

合うのかな。がっかりした TGVだが、高速でも走行中は静かでなかなかのも

のだった。とっくに外は暗闇で景色を楽しむこともできずにいたが、21.33”

パリリヨン駅に到着した。そして、ホテルには 22.30”、やっと落ちつくこ

とができた。 

翌朝は 8.00”の朝食でゆっくりのスタートであるが、予定はびっしり詰ま

っている。まずはシャンゼリゼ通り－－－エッフェル塔－－－コンコルド広

場－－－モンマルトルの丘－－－ルーブル美術館－－－セーヌ河のナイト

クルーズと続く。 



シャンゼリゼ通りはすずかけの並木 

  

凱旋門から 4km離れたディファンス地区のホテル、ソフィテル パリ ラ

デファンス グランドアルシェを 9.00”に出発、今日と明日は現地ガイドの

波多野さんに案内してもらう。 

波多野さんは鹿児島出身で、３０年前パリにフランス語の勉強に来てパリジ

ェンヌに引っかかりそのまま居ついたとか。彼の説明によると、パリの道筋

はすずかけの木が 40%と圧倒的に多く、シャンゼリゼ通りは大きなすずかけ

の木が２列並んでいた。  

車ではマツダが大人気、オートバイは 80%が日本製、日本レストランは 250

件あるが全て中国人の経営---------こんな話を聞きながらバスから車窓見

学。しかしどこもかしこも車だらけ。運転は我先にと走り譲ることはしない

そうだ。交差点はロータリー式が多くあり、なれないと右側に寄ることが出

来ずにいつまでもぐるぐるとまわり続けなくてはならない。凱旋門のあるエ

トワール広場のロータリーではまさにそうだと実感した。 

この凱旋門も無名戦士の墓は分かったが、ほかはよく見ることはできなかっ

た。 

 

エッフェル塔ではなんと軍隊がお出迎え 

  

エッフェル塔に着たら驚いた、機関銃を持った軍隊が警備しているのだ。

その後は街の要所要所で警備のバスを見た。アメリカと違いパリは３０年前

にテロの経験があるため、こうした体制がとられているという。 

エッフェル塔は１８８９年パリ万博の時に造られた、高さ 324mで当初は

パリの美観を損ねると批判も多かった。 

70mの展望台からの眺めはすばらしく、パリの街を一望に見渡すことが出来

る。高いビルはごく一部にあるだけだ。久しぶりに高い建物から街を眺めた

が、河があり森があることが人々の生活に潤いを与えると感じた。 



次に行ったコンコルド広場は１７９３年にルイ１６世、マリーアントワネッ

トが処刑された広場で「ルイ１5世広場」、「大革命広場」と変更して今日

の「コンコルド広場」になった。 

 

  

パリの遊覧バス             機関銃を手にした軍隊 

  

ちなみにコンコルドとは「調和」という意味だという。広場中央にはエジ

プトから贈られた塔が立っている。波多野さんはエジプトから、かっぱらっ

た物といっていた。さらに回りには、国会議事堂、と高級ホテルがあり遠く

新凱旋門と凱旋門は一直線上に配置されている。 

 

  
セーヌ河と街並み            遠くディファンス地区を望む 

 

このあとモンマルトの丘へ行き、かつての芸術家村の面影を残すテルトル

広場で、絵描きや紙きりの集まる広場を歩いて回った。ここにいる画家は二



流どころか三流だそうだ。展示している作品はさほどでもないと思ったがか

なりの値段だった。 

 

  

新凱旋門を背にコンコルド広場にて，右は国会議事堂 

  

隣のロマネスク.ビザンチン様式の丸い聖堂が特徴の、白亜のサクレ.クール

寺院を外から見学。そして階段では記念写真を撮った。モデルのよしあしを

別にすればいい写真が撮れた。 

  

 

サクレ.クール寺院 

  



ランチは楽しみなエスカルゴ 

  

パリ東駅付近から少し歩いてレストランへ行く。街中なのに道筋はごみが

散らかって汚い、それに黒人があちこちにたむろしていてちょっと気味が悪

い。真昼間だからまだいいが、そうでなかったら歩けない。今回の旅で一番

期待していたのが今日のランチ、なにしろ食べたことがないので--------。

テーブルにつくとナイフ、フォークのほかに妙な器具がありこれでエスカル

ゴをつかむのだという。 

お皿に６個のエスカルゴが出てきた、言われたようにつかむもうまく出来ず

二度ほどエスカルゴを飛ばしてしまった。おかげでテーブルクロスは少し汚

れてしまった。ゴメン。 味はというと、やたら香辛料がかかっていてよく

分からない。名物とはこんなもの!! ほかにチキンがついていた。 

  

モナリザ、ミロのビーナスも本物 

  

ルーブル美術館は世界的に有名な絵画、彫刻、工芸品などが陳列されてい

る。入館料は 8.5ユーロ(１１９０円)まあまあかな。驚いたことにここは写

真撮影が OK、ただしフラッシュは禁止だ。撮影モードを確かめカメラを手に

館内へ。高い天井の室内にゆったりと作品が陳列されている。要所要所で波

多野さんが説明してくれ、なるほどとうなずくも名前などはみな忘れており

思い出せない。説明を聞きメモをとり、写真を撮ることは不可能で結局バン

フレットが頼りになる。 

圧倒されたのは壁一面に描かれた、ナポレオンの絵。ローマ法王を後ろに

従える形で描かれており、時の権力を誇示するものだ。ところで肝心のミロ

のビィーナスを撮ったとき、カメラの設定がおかしく最大倍率のズームにな

っていて、ファインダーをのぞいて撮影した画面とは違う、大写しの写真に

なってぼけてしまった。 

後で気がついたがもうシャツターチャンスはなかった。モナリザは少し斜め

の位置から撮ったが、あわてたためかピントが甘かったようだ。それやこれ



やで大勢の人がいる中では、ゆっくり観賞するのは難しい。でも目の当たり

に見ることが出来たのはうれしい。 

  

  

館内                   ルイ１５世戴冠式の王冠 

  

ほかにはルイ１５世の戴冠式のとき使った王冠、数々の彫刻や絵が展示され

て見る者をあきさせない。一日見学しても全てを見ることは難しい。 

帰国してパンフレツトを見るとメソポタミアのムハラビ法典も展示されて

いるから驚いた。これらはナポレオンの時代に、戦利品としてあちこちから

集めたものに違いない。本来ならそれらの国へ返すべきものと思う。 

  

夕食のあとセーヌ河のナイトクルーズ 

  

16.20”三越でお買い物&休憩タイム。ここには休憩コーナーがあり、ミネ

ラルウォーターのサービスもある。疲れたのでしばらく腰をおろして休んだ。 

でもパリのお土産に、街並みを表現した建物のミニチュアを買った。意外と

高く 17ユーロ(２３８０円)だったが、気に入ったので２個買った。 

18.30”レストランに移動して夕食、パリのディナーはスープ、ビーフ、ア

イスクリームで感激するようなものではなかった。 

20.40”セーヌ河のナイトクルーズ。スタートしたころはまだ明るかったが、

じきに暗くなり街の灯りが美しく川面に映えていた。格別のものではなかっ

たが、エッフェル塔だけはさすがに美しかった。でもさすがに今日はちょっ



と疲れた、22.20”ホテル着。明日は半日観光の後帰国する、トランクの整

理をして早々に休んだ。 

  

最後の見学ベルサイユ宮殿 

  

今回のツアー最後の見学の日になった。8.45”ホテルを出発してベルサイ

ユへ向かう。20km離れたベルサイユまでおよそ 1時間を要する，現在は 10

万人都市だがそもそも何故ベルサイユの街が作られたかといえば........ 

 ① すでに国内の統一がなされていた 

 ② 権力を誇示する歴史に残る物を作る 

こうした背景からルイ１３世が、「狩の館」を造ったのがその初めとなって

いる。 ルイ１４世はここを政府の本拠地と定め、貴族をベルサイユに集め

た。その後も建設は続けられ王室の礼拝堂、オペラ劇場、舟遊びの出来る池

まで備えている。総面積 800ヘクタールというから、ちょっと想像もつかな

い広さである。街の入り口では菩提樹の並木が迎えてくれる、正門前でバス

を降りて宮殿内へ入ると石畳の広ーい広場だ。 

 

 

ベルサイユ宮殿 



すばらしいの一語に尽きる 

  

王の間、王妃の間、貴族の間、礼拝堂、戦闘の間など順に見て回るがいず

れも天井が高く、その装飾は天井画、彫刻、肖像画で埋め尽くされており権

力の絶大さを感じる。鏡の回廊では、今でも外国の賓客を招いてレセプショ

ンが開かれるという。 

このような歴史的な建物を維持して、かつそれを使うところがすばらしい

ことだと感心する。歴史としては１７８３年に、アメリカ合衆国の独立を認

めるベルサイユ条約がここで調印されている。 

2時間弱の見学では上面を見るだけだが、それでも歴史のひとこまに触れる

ことができたような気がする。ここも写真は OKだったが、建物に入って間 

もなくバッテリー欠になってしまい、肝心のところで写せなかった。バッテ

リーは 4組持ってきたが、1.000枚弱写していた。そこでお土産にガイドブ

ックを 8.5ユーロ(1190円)で買った。 

  

  

説明する波多野さん           礼拝堂のパイプオルガン 

 

最後のランチは中華 

  

ランチはこれまでで一番おいしかった。スープ、ライス、白菜、エビチリ

ヤキソバ、チンジャオロース、それにフルーツと盛りだくさんだ。 



  

鏡の間                 庭の池 

 

ライスなんかは、とても食べ切れない量がでていてびっくりした。この食事

が終るとパリでの予定はすべて終了する。ここでガイドの波多野さんとはお

別れである。とても面白く、分かりやすくきっちり説明していただき感謝。 

彼の説明で記憶にあるのは.......... 

  ☆フランス人は個性尊重、へそ曲がりの国民性 

  ☆労働組合が強く１週 35H労働、金曜の午後から休み 

  ☆ワーカーの１/２は税金を払っていない 

  ☆税金は直接税 40%、間接税 60% 

  ☆出生率は 2.1 

  ☆消費税 19.5% 

  ☆フランス語はハヒフヘホを発音しない 

  ☆車の免許は大型が５年、普通は永久  

でもパリジェンヌの心をつかまえる方法だけは聞かなかった...... 

  

初めてのヨーロッパで感じたのは 

  

① ドイツ、スイスでは美しい自然を大切に守る努力をしている。電線や電 

柱は見ない、スイスではかなり高い所でも集落があれば上下水道は完備 

している。ゴミの分別が徹底しいる.......etc。 

② 石の文化を守り、伝統を守っている 

  土止めもコンクリートでなく、すべて石だった。 



③ パリの街は建物がびっしり並んでいるが、街路樹が多く美しい。三国と

も建物の規制が厳しく、そろっているなど街つくり計画がしっかりして

いる。 

④ 経済の一体化は着実に進んでいる 

  

このあとシヤルルドゴール空港で、小休憩と最後の買い物タイムをとる。 

18.15”JAL438便は定刻通り出発、翌９日 12.55”セントレアに無事着陸し

て初めてのヨーロッパの旅を終えた。 

 

 

 


