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しし座流星群観測とアリゾナ天文台めぐり
２００２年１１月１４日(木)から１１月２１日(木) ８日間

渡 辺 和 郎
2001年のしし座流星雨体験を再び…ということで，2002年にアメリカ大陸へ出掛けることになりました．当初は

８名の参加予定でしたが，転勤・出産・交通事故でアメリカ行きを果たせたのは４名だけでした．私はその後すぐ
に12月のオーストラリア日食に参加し，アメリカ旅行のほとんどを忘れてしまいましたが，何とか思い出して記録

． ．にとどめておかないと本当に忘れてしまいそうなので奮起して書き留めます 長くなりますがおつきあいください

アメリカ中西部．毎日500km以上を移動するバスの旅は如何に過酷なものになるか…．参加前より想像はしていた
のですが，意外にも快適な旅でした．アメリカ大陸の広さを身をもって体験するまたとない機会でしたが，それに
しても我々が移動した距離は合衆国全体からすればほんのわずかの距離…．う～む，アメリカって広いぞ！
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①１１月１４日(木曜日)

千歳から成田へ出発

朝から目がさえて時間が進まない．やはり海外旅行
のせいか気が高ぶってワクワクしているのだろうか．
眠れない．家で時間を潰すより千歳で遊んでいた方が
時間が有効に使えるだろうということで， 時近くに9
なった頃，我が家を予定より早めに出発した．空港パ

11ーキングに車を預けてワゴン車で送ってもらう．
時発の羽田行きの飛行機だ．成田へ直行するには便の
時間帯が悪く，結局羽田経由になってしまった．千歳
空港のビルが見えた時，｢そうだ．ちょうど今頃，空
港のエプロンを羽田に向け二人の乗った飛行機が動い
ているはずだ…｣と思った．そう，今回のアメリカへ
の同行の谷口明美・中島由美子の 名が 時発の便に2 9
乗っているのだ．彼女らも時間にゆとりをもって早め
の飛行機で成田へ向かっている．羽田からは成田直通
の電車で行くらしい．料金も 円弱とリムジンバ2,000
スより 円安い．そう言っていた．1,000
空港カウンターに予定より早く着くと，まだ 便早1

い飛行機に間に合うという． 時予定の 便を11 JAL506
時発の 便に変えてもらって，いざ羽田へ．通10 504

路側の席で景色に縁がないのでジッと機内誌を読んだ
り音楽に聴きふけっていた．正味 時間の飛行はアッ1
という間だ．順調に羽田に着くと，出口でさっそく成
田行きのリムジンバスの乗車券売場へ向かう．このバ

12 12 10スはいつも混んでいる． 時のバスは満席で 時
． ，分に乗ることになる 便遅れたせいで最前列に並び1

一番最初にバスに乗り込んだ．当然眺望の良い一番前
の席だ．それにしても， 分間隔で次々成田へ向か10
う人がいるというのだから，羽田から成田というのは
儲かってしょうがないな～と思った．一時は谷口・中
島組み同様に京急電車で成田まで行こうとも思った
が，各駅停車で時間がかかりそうなので，やっぱりリ
ムジンが一番面倒がないかな～と考え直した．
ちょうどバスは時刻通り 分，つまり 時間 分80 1 20

で成田空港に着いた．遅くもなく早くもなく正確なも
． ，のだ 途中は浦安の辺りでディズニーランドを拝んで

成田間近の検問で例のごとくパスポートを閲覧され
た．成田は第 ターミナル．要するに古い方のビル．1
第 で先に客を降ろしたが，何故か高そうな( と2 JAL
か )航空会社が多く，安い航空会社が第 に集まANA 1
っているようで恥ずかしい…？ 考え過ぎか．それで
も最近は大修理が行われていて，北ウイングは以前よ
りずっと綺麗で明るくなった．

時 分には団体カウンターにたどり着いたが，13 45
案内に書かれた受付は 時半からとあるから，随分14
と早く着いてしまった．カウンター前は，荷物チェッ
クで普通は長蛇の列になっているが，まだ閑散として
いた．荷物を 線に通しユナイテッド航空のカウンX
ターで尋ねてみると，｢阪急のしし座ツアー｣は 時14
半から受付というので，荷物をカウンター前に置かせ
てもらって食事に行くことにした．ところがウイング
の中央付近に集まるレストラン街に向けて歩いている
途中，添乗員の須原洋司さんとすれ違った．受付けは
須原さんが行うというので，一緒にカウンターへ戻る
ことにした．するとカウンター前に谷口・中島両名が

立っていた．どうも、我々の方が先に着いたようだっ
た．須原さんの受付で無事４名でチェックインを済ま
せ，あとは最終集合までゆっくりと食事を摂ることに
なった．

ロサンジェルスへ

海苔巻きを買って乗ったので機内食のは手をつけなかった

機内食はどうも苦手なので，飛行機に乗る前に空港
の寿司屋で海苔巻きを二人前買って乗った．最初の食
事はこれで済ませた．中島由美子さんはいつものごと
く機内食をペロリと食べている．この狭い空間でも，
あのまずい機内食を何一つ残さずきれいにたいらげて
いる根性は見事だ．彼女ならどこでも生きていける．
しかし， 時間は辛い．腰が痛くなるし，同じ姿10

勢は圧迫感がある．隣に座った同じツアーの吉野さん
(初めて海外というお嬢さん)と話し込んでほとんど寝
なかった．ちょっと海外へ何度か行ったことで，いい
気になって自慢話をしてしまったようだ．彼女も疲れ
たはずだ．これがたたって体調がすこぶる悪化した．
自分のせいなのだが，やはり仮眠でもうつらうつら寝
ないとダメなものだ．
ロサンジェルスには偏西風に乗って，今回も予定よ

り早く到着したが，入管の人員が揃わない(出勤して
いない)ということで，機内で 分ほど待たされる．30
それでも，アフリカやペルーのように何十時間もかか

ロス・エンジェルス？が正式名称か？LＡ空港

ることからみれば 時間は意外と近い．白いアーチ10
の上にレストランがのった恰好の有名な 空港ビルLA
が機窓から見えた．抜けるような青い空に確かにアメ
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リカだ…と思った．ただし，地平線付近は砂塵かスモ
ッグか透明度が悪く霞んでいた．

僕は米国不法滞在者か？

入管が開いたばかりのせいか，他にも同じように朝
到着した飛行機があるのか，とてもジャンボ 機分と1
は思えないくらいの入国審査場は人で混み合ってい
た．遅く並んだせいか遅々として進まない．しまいに
は，外国人以外(米国人用)のカウンターでも列をさば
いている．もうひとしきり客の姿も少なくなって自分
の番になったら｢そこを左に行って待て…｣というよう
なことを言われた．他の人たちは皆，右へ行って入国
している．かみさんと首を傾げて先の方へ進むと，東
南アジア系の怪しそうな(失礼)数名と同じ部屋に通さ
れた．係員が英語で何か言っているが，皆目見当がつ
かない．ツアー仲間も頼りの添乗員の姿も，もう無か
った．｢どうなっているんだ？．我々二人だけ…｣．し
ょうがないから，係員に｢英語は話せない｣と繰り返し
言った．すると，日本語が分かる係員を連れてくるよ
うだった．
やっと定年間近くらいの年齢の日系女性係員がやっ

てきて，｢どうしました？｣という．簡単に事情を説明
すると，どうも自分の名前が不法滞者在リストにある
らしい．そういえば確かに渡辺和郎(わたなべかずお)
はよくある名前だ．ヒゲを蓄えた男性の審査官がパソ

1993コンからデータを出して睨んでいる．女性係員｢
年にアメリカに入国し不法滞在ということらしいが，
その事実はないか？｣．事実どころか，突然そんな前
のことを聞かれても記憶すらない．｢う～ん 年か1993
…．ペルーへ行く時に通ったかもしれない…？｣と一
生懸命記憶をたどっていると，｢余計なことはいっさ
い言わないように｣と注意された．あるかないかだけ
答えろ，という訳だ．女性係員｢入国審査官はけっこ
う意地悪しますから｣と釘をさされた．それでも，モ
ニターを睨んで一つ二つ質問をしてくる．なかなか
が出ないのだ．ここにきてこのまま入国不可で強OK

制送還にでもなったら…どうなるんだ？ このツアー
も終わりか…と，いつも気にもしていなかった入国管
理の厳しい現実がひしひしと伝わってきた．
女性係員の説明で何とかパスポートに入国スタンプ

が押された．やれやれ…．女性係員にお礼を言うと，
この手の入力ミスはよくあるということだった．しか
し，あの不法滞在のデータは消されることなくずっと
残っていくんではないかと思われた．今後，アメリカ
入国には必ず添乗員にいてもらわねば…と，思った．
長い通路を入国出口まで二人で歩いていると，血相

をかえて添乗員の須原洋司さんが駆け寄ってきた．出
口で点呼をとったら渡辺さん夫妻がいないというの
で，慌てて飛んできたそうだ．｢何やってんだ，もう
遅いヨ｣と思った．
ツアー客はゾロゾロと引率されて国際線ビルから国

内線ビルへ歩いて移動した．一度外に出る格好になる
が，陽射しがロスって感じでまぶしかった．直ぐに建
物に再び入ったが， 階に上がるエスカレータ前で数2
名づつ待たされた．荷物チェックが混み合っているら
しい．やっと自分たちの番になって驚いた． 線のモX
ニター 台について， 人の係官が重なるようにして1 3
真剣に覗き込んでいる．そりゃ ・ のテロで検査体9 11

制が強化されたからといっても，同じ画面を 人で見3
なくても…と吹き出しそうになった．これじゃ，検査
場が混むはずだ…と納得した．

夢のアリゾナ・ツーソン

よく大会社の社長やスターが所有する小型のジェッ
ト機が，これからアリゾナのツーソンへ向かう国内線
の飛行機だ．ジャンボとかエアバスといった大型機し

2 30か知らない我々には何とも頼りないが それでも， ，
人は乗れるというから大したものだ．
誘導路をゴトゴト這うように走ると，一気に上昇し

た．小型なので全員が窓際に座れたが，ロサンジェル
スの街並みはスモッグに霞んでほとんど見渡すことが
できなかった．西に向かって離陸すると太平洋に出て
左折する格好でロングビーチ上空の岬まで来たところ
でグレーター・ロサンジェルが左手に見えた．ダウン
・タウンの高層ビル群が何とか確認できたが，ほどな
く眼下には大砂漠が広がった．

ロサンジェルス空港(LAX)左奥のユナイテッド・ジャンボ機
で到着し，手前の小型ジェット機でツーソンへ向かう

人が住んでいるのかいないのか上空からは伺い知れ
ないが，砂…砂…岩の大地が続いた．ベターッと砂漠
のように平らな赤茶けた大地だが，所々盛り上がって
いる部分は，それでも はあろう山岳地帯と思1,000m
われる．真っ直ぐに延びた電線？とか道路が時折見え
るので，これでも人が住んでいるのだろう．湖らしき

， ．大きな跡が分かるが塩湖だろう 白い粉をふいている
厳しい場所だ．方角的にパロマー山天文台が見えるの
ではないかと，ジッと目を凝らして下界の山頂を探し
たが，結局見つけることはできなかった．

時間ほどで山に囲まれた盆地のような砂漠に碁盤2
の目のような整然とした街並みが現れた．ここがツー
ソンである．上空からはわからなかったが周囲の山並
みはノコギリのような異様な山脈群だった．しかも，
赤茶けて緑が生えていない殺伐とした景色は日本では
絶対にお目にかかれない．
空港出口では現地添乗員の牧迫(まきさこ)久則さん

が迎えに出ていた．鹿児島出身の薩摩男児だが，ロス
での観光ガイド生活が長い人だ．過去，メキシコ，ペ
ルー，ベネズエラ，ロスと 回の日食でお世話になっ4
ている．観光バスをロスからここまで回送してきたら
しい 今回のツアー行程は牧迫さんの立案だ 牧迫｢い． ．
やぁ～渡辺さん，お久しぶりです｣と挨拶をかわし，
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今回は初めてかみさんを紹介できた．ポロシャツの襟
を立て，髪は上にそば立てサイドは刈り上げ…，いか
にも日系米国人という風貌で，物腰も柔らかく添乗員
の見本のような人物だ．

ツーソンは砂漠，何もない

我々のツアーはアリゾナの天文台巡りが目的であ
る．ふつうはラスベガス辺りで砂漠体験をして，ここ
までわざわざ観光客が南下してくることは少ないらし
い．確かに見る場所がないのだ．それでも，何カ所か
観光コースを組み込んだらしい．

． ，まず最初に行ったのが｢ピーマ航空博物館｣ しかし
， ，途中 バスの車窓から何カ所もの飛行場が見えたので

US博物館に着いても特段感動が沸いてこなかった．
エアーホースや民間飛行場，駐機場など大きな飛行機
の垂直尾翼があちこちにあって，さながらこの辺りは
飛行機の墓場と言った方がピッタリくるような場所だ
った．朝，米国に入ってのツーソンへの移動と観光だ
から正直いって疲れが溜まっていて，早く風呂に入っ
て休みたいというのが誰もの偽ざる心境だったのかも
知れない．自分もそうだった．
だだっ広い原野に，野ざらしに飛行機が展示されて

いる．大事な飛行機は体育館のような倉庫に入ってい
るが，造りは極めて簡素だ．ここに博物館を作ったの
はやはり雨が降らないからだろう．すぐに思った．
場内の案内がひととおり終わってすぐに自由時間に

なったが，わずか 時間ほどである．全て見て回る時1
， ．間も元気もないので めぼしい物だけ見ることにする

まずは，過去の大統領が使ったエアーホースワン，大
統領専用機だ．ケネディの乗ったものがあったがプロ
ペラの 発機で，あまりに内部が狭いのにビックリし4
た．これで世界を駆け回ったかと思うと気の毒なくら
い居住空間が小さい．これじゃ，今のジャンボ機に比
べるべくもない．隣にジェット機化された初代のエア
ーホースワンも鎮座していた．機体の側で記念写真を
撮影して，他の体育館の展示へ向かった．
この 月にサイパン島の南にあるテニアン島へ金環6

日食の見物に行ったばかりだったが，そこで広島に原
爆を投下するために( エノラゲイ)飛び立った，B29=
今は朽ちた 本の滑走路と原子爆弾を搭載した記念の4
場所を見てきていた．本土空襲のために突貫工事で島
に 本の滑走路を造ったらしい． の映像の 世4 NHK 20
紀で，この滑走路にトンボの集団のように集まった

の映像を見た．また， ヶ月前には広島の原爆記B29 1
念館にも訪れていたので，ここでぜひ の本物をB29
見たいと思っていた．
中の入ったら銀色光りする があった．さすがB29

これは思い入れの旧軍人たちが多いのか，綺麗に整備
され，とても 年前の機体とは思えなかった．一通50
り機体の周囲を一周してシゲシゲと見たが，意外だっ
たのは思っていた以上に小さいな…ということだっ
た．今は巨大な 戦略爆撃機やジャンボジェットB52
を で見慣れているから， も同列に考えていたTV B29
が，テニアン上空をセスナで飛んだとき，眼下の４本
の滑走路が随分と短いものだと思っていたが，機体を
見て納得できた．子供の頃，プラモデルで をつB29
くったことがあったが，実物はタイヤだけがやたら大
きく感じられた．

ピカピカに光るＢ２９．そばに立つと意外に小さい

ステルス戦闘機も屋根付き倉庫に展示されていた．
退役軍人のお年寄りがボランティアで運営していると
聞いたが，確かに老人たちには懐かしい機体がたくさ
ん集められているのだろうが，天文趣味の我々は基本

．的にこういう展示物には無関心で熱心なお客ではない
谷口・中島両名は女性だし，｢佐藤さんなら飛び上が
って喜んだろうね｣と，口々に同じセリフがついて出
た．
でも，ここでお土産を買っておかなくちゃ…あとは

無いよ…と，見学もそこそこに皆なで売店に走った．

人気のかげったテーマパーク

1m西部劇に出てくる大きな人型のようなサボテン．
成長するのに 年かかるといった，この手のサボテン50
はアリゾナでもここメキシコに近いこの辺りでしか見
られないという．確かにモニュメントバレーなんかで
インディアンと戦う騎兵隊の西部劇にはない景色だ．
どちらかといえば，ここはマカロニウエスタンっぽい
土地柄で，西部劇一つとってもアメリカは実に広いの
だ．
ここで映画の撮影ロケ用に作られたセットを利用し

たテーマパークが，｢オールド・ツーソン・スタジオ｣
だ．ただ，ディズニーランドやユニバーサルを想像し
てはいけない．その規模はそれと比しておもちゃみた
いなものだ．ツーソン市街を囲む山並を一つ越えた西
側に広がるマウンテン・パークの一角に位置する．こ
こも日本の中途半端なテーマパークよろしく入場者が
減って活力が無いのが黙っていても分かる．ツアーで
行く場所がないから加えられたのが見え見えの場所で

人気のかげったオールド・ツーソン・スタジオ
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谷口 明美コラム

オールドツーソンスタジオ

ロバの背中に乗って西部開拓へ向かう中島由美子さん

ある．第一，お客がほとんどいない．家族連れらしき
欧米人数組と我がツアー客だけだ．じきに閉鎖の運命
だろうが，経費をかけないでやっているからまだもっ
ている．そう感じるパークだった．
もらった行事予定表にちょうど良い時間でショーが

書いてある．ガンマンが撃ち合いで建物から堕ちる寸
劇があるらしいというので，セットの組まれた舞台に
座って待っていると，西部の格好をした女性が出てき
て，英語で 分わめき散らして終わった．どうも西15
部の悲惨な歴史をただ語るステージのようで，期待し
ていた寸劇とは違ってガックリきた．
時間潰しといったらパークの人たちに失礼になろう

が，特に見なければならないような大事な場所でもな
いような気がした．他にイベントも特に無いし，大型
遊技施設もない．皆んな時間をもてあましながら施設

京都にある太秦の映画村の西部劇バージョンっ
て感じのところで、シーズンオフのためか訪れる
人も少なく見る側としては｢空いてて良かった…｣
というところでした。ここには日本でもおなじみ
の、顔はめの看板があり、悲しいかなつい顔を出
してしまう中島さんの姿を発見しました。 すSL
ずらん号の｢もえちゃん｣以来、すっかり顔はめ看
板の魅力に取り付かれてしまったようです。まぁ
～それを見て笑った私たちも全員一度は顔をハメ
てしまったのですが、やっぱり一番似合っていた
のが中島さんだということは言うまでもありませ
ん。

を覗いて歩いた．それでも，西部劇っぽい役者やカウ
ボーイが馬に跨っていたりしていて，規模が小さいな
りに家庭的な雰囲気は良かった．

4 No人で幽霊屋敷の前を通ったら，係員がタダ(
)だから見て行けと誘う．それまでは何の建物Charge

かも分からなかった タダにつられて入った 人(何． ．4
故かかみさんが先頭で，私－谷口－中島の順)が数珠
繋ぎになって暗闇の通路を歩いて行くのだが，赤い懐
中電灯で誘導する係員が，自分で強声や悲鳴を発しな
がら，恐くもない陳列お化けやからくりを照らして案
内するのには正直参った．可哀相なので，どうでもい
い奇声を発して喜んでいるフリをすると，係員も頑張
ってしまった．余りの子供だましの陳腐さが，かえっ
て面白いくらいだった．出てきて｢今のって，いった
い何だったの？｣と，皆んなで顔を見合わせた．
パーク内を くらい，ただ行って戻るだけの二200m

頭だての馬車に揺られたり，パークを一周するミニ機
関車があったのでそれに乗った．機関車の運転手のお
じさんがサービス精神旺盛で，一人一人に自分の作業
帽を被せて記念写真にツーショットで応じてくれた．
それなりに時間を潰せたが，やはり早くホテルに入り
たかった．
帰りのバスはツーソンに戻る道をわざと山越えコー

スにとって，サボテンの茂る山々が夕日を浴びて真っ
赤に染まり美しかった．荒々しい赤茶けた山並みが印

幽霊屋敷と大熱演で我々を喜ばせてくれたお兄さん

象深かった．



- 6 -

②１１月１５日(金曜日)

キットピーク天文台へ

ツーソンの中心街から少し東にはずれた所に，我々
の泊まったホテル｢ヒルトン・イースト｣がある．近所
では一番目立つ高い建物だ．ロビーに入ると上層階ま
で吹き抜けになった空間に圧倒される．西部の田舎と
はいえ腐ってもヒルトン．土地が砂漠で広いところだ
から，ダウンタウン以外にはあまり高層建築は見当た
らない．言い換えれば高層ビルが集まったところがツ
ーソンの中心地というわけだ．
飛行機での疲れは死んだように眠ることでスッキリ

した．食欲も朝には回復して腹が空く．まだ暗い 時5
くらいからゴソゴソ目が覚めて，朝風呂を浴びたりし
て朝食のビュッフェが開く 時を待った．暇にまかせ7
ホテル内を探検しようと思ったが，それほど大きくも
ない．外に出てマジマジと外国での星座の感覚を確か
めた．やはり北半球，札幌と大して変わらないが，満
月近い月が煌々と照っていて西に沈みかけていた．お
もったより星が見えて，月明が邪魔にならないのは空

おさんどんから開放された主婦にホテルの朝食は楽しい

気が澄んでいるせいだろうと思った．ひょっとして流
星の走りでも…と，少しの間夜空を眺めていたが，や
はり一つも流れなかった．正面から出て駐車場からホ
テル全景や，アメ車のナンバープレートが面白いので
写真に撮った．アリゾナはやはりサボテンとノコギリ
の歯のような山並みがデザインされている．他にイリ
ノイとかフロリダなんていうプレートもあった．中庭
にはテラスとプールがある．さすがこの季節だから泳
ぐものもいないだろう．見上げるとホテルの窓が全室
こちらを見るような設計がされていた．
アメリカンスタイルのビュッフェは，どこでも大体

一緒だから間違いなく食べられる．クロワッサン・ジ
ャム・ジュース・サラダ・パスタ・卵・フルーツ・ケ
ーキ をいっぱい皿に盛って食べた．一番のりでレetc
ストランに入ったが，食事が終わる頃にはツアー客が
ゾロゾロやってきていっぱいになった．一部，顔が見
えない人たちはまだグッスリ寝ているのだろう．今日
は 時からキットピーク天文台目指して出発なので時9
間にゆとりがある．
今夜はもうこのホテルには戻らないので荷物を全部

バスに詰め込んでの出発だ．ツーソン市内から直接天
文台のあるキットピーク山を見ることはできない．や

直線道路の行く手がキットピーク天文台のある山

はり市街が山に囲まれているので，一度そこを抜けな
ければならない．進路を南西にとって，昨日のオール

US86ド・ツーソン・スタジオと同じ方向で山を越え，
号をひた走る．国道といっても主要都市間はフリーウ
エイがあるから，この国道は日本でいうところの県道

2 US86のような感じで 車線の対面で交通量は少ない， ．
号は南西に向けほぼ真っ直ぐに延びているが，その先
の地平線に青く霞んだ山並みが見えた．目を凝らすと
ポチンと白いドームが山頂に見えるので，それがキッ
トピーク天文台だというのは直ぐに分かった．バスの
メーターはおよそ ｈを指しているが，ノンビリ90km/
走っている感じがする．対象物がないせいでスピード
感が無いのだろう．左右の車窓には荒野が広がり地平
線まで続く．どこまで行ってもその地平線の彼方に山
並みが見える，といったお決まりの景色だ．しかし，
時間の経過とともに正面天文台のある山並みがどんど
ん大きくなってきた．
ツーソンから小 時間も走っただろうか， 号1 US86

を左折した所( 交差点)でバスが停まった．ここが386
山頂への入り口．目の前にキットピーク天文台の看板
がある．入り口の先には急峻な山裾が横たわり，その
トップには白いドームが太陽の光を反射して鎮座して
いた．｢異様だ．すげぇ…デカイ．それにしてもよく
もまぁ～こんな山の上に…｣と，下から見上げている
にもかかわらず，ある種これは感動ものであった．た
だ，ゲートが片方しか開いていないのでバスが入れな
い．添乗員が携帯で連絡をとっていたが，結局ラチが
あかないので強引に入ることになった．

号からの入り口( )はキットピーク山の北側US86 386
になる．ぐるっと回る格好で高度を稼ぎながら頂上へ
向かう．バスはあえぎながら右に左に傾きながらカー
ブを周るが，徐々に車窓から見える景色が素晴らしい
眺めになってきた．バスの前方に時折見え隠れするド
ーム群も徐々に大きくなり胸にせまるが，やはりここ
は特別な場所なのだ．眼下に広がる大砂漠が飛行機の
何も分からないスケールの小ささとは違って，ほど良
い高さからの眺望で，今までに見たことがない迫力で
伝わってくる．天文台もいいが，やっぱりこの山から
見下ろす景色が絶景なのだ．

分ほどで頂上の駐車場にバスが入った．マイヨ30
ール 鏡の巨大なレプリカが飾ってある．コンク4.1-m
リート製のパイナップルの輪切りのような形をしてい
る．すかさずその前で記念撮影．これは架台調整の時
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に鏡のダミーとして使われたものだろう．パロマー山
にも直径 のダミーが外に雨ざらしに展示されてい5-m
たのを思い出した．それにしてもデカイ．
グルっと見渡すと，巨大なドームがビルのようにあ

ちこちに建っている．他にいくつも白いドームが並ん
20で，奥には滑り台のような太陽望遠鏡が見えた．

の光学望遠鏡に つの電波望遠鏡，そして太陽望遠鏡2
40があるとパンフに書いてあった 説明もそこそこに．

分ほどの自由時間をもらって各自が自由に散歩にでか
けた．キットピーク天文台は，約 ( フィー2,000 6,800

4.1-m 反射望遠鏡の鏡面レプリカ．これが実物大だ

ト) だから，下界とは単純に ℃気温が下がることm 15
． ，になる 直射日光を浴びていると春のような陽気だが

やはり日陰に入って風を受けると肌寒かった．敷地が
広いので 分で周り切れるだろうか？ ビジターセン40
ターでお土産も買わなくてはならない．
まず，目指したのが太陽望遠鏡だ．キットピークの

これが看板？である．白い滑り台のような外観の上部
に 枚の鏡(シーロスタット)で太陽を追いかけ地下ま2
で光を導く．外に見えるのはその一部分だ．天文台は
ドアが開けられるところは全て鑑賞自由だという．太
陽望遠鏡のドアを開けると小さい部屋がガラス貼りに
なっていて，上部シーロスタットから導かれた光が目
の前を通過して地下深くへ走っていくようすが見え
た．地下に分光装置などの観測機器があるのだろう．
観覧室はガラスで密閉されトンネルのような太陽光導

5入路とは完全に隔離されているが，狭い場所なので
人も入れば窮屈だ．そこに 人は入っている．何の10

， ．ことはない 外は強風で寒くて待っていられないのだ
ところが，何故か解説が日本語で聞こえる．随分親

切な天文台？と思いきや，ちょっと詳しいツアー客が
頼まれもしないのに，知識の披露をかって出ているの
だ．｢この天文台は○○といいまして，太陽の…｣．イ

上部の鏡で右斜めに太陽光を導く．地下に埋もれている部分
の方が地上部よりはるかに長い太陽望遠鏡

ンストラクターの出番どころか，あちらこちらに出し
ゃばりのインストラクターが出没して，少々肩身が狭
い．どうも，天文ツアーとなるとオタクが多いという
か，一般常識が足りないというか，解説者より先に自
慢気に答えを言って有頂天になっている子供ようだ．
それが，場をしらけさすことに気付いていない．たち
が悪いのは本人に罪悪感はみじんも無く，親切心から
でまったく屈託がない．｢あんたのききかじりの知識

20は結構…｣と そこそこにその場を立ち去るが もう， ，
分も残っていないので売店へ急いだ．
総じて言えることだが，アメリカの天文台は売店の

グッズが充実している．こんなマイナーな場所に，誰
がお土産なんかを買いに来るというのだろう．日本の
国立天文台に売店コーナーなんかは見たことがない．
つまり，それだけ市民にハイキングなどと一緒の自然
と一体になった行楽場所として開かれているという証
拠だろう．ビジターセンター(売店)はレンガ調の立派
な建物だ．さっそくロゴ入りのＴシャツやキャップ，
マグカップを数点づつ買い込む．天文台のポスターも
見事だ．｢こりゃ，喜ぶぞ！｣と，直前の交通事故で参
加をキャンセルした佐藤夫妻のことを思いだした．と

キットピーク山頂駐車場からマイヨール４.１ｍドーム
(右)の眼下に広がるアリゾナの大荒野(ツーソンの方向)
天文台の見学もさることながら景色のすばらしいこと
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いうのも餞別をたくさんもらっているから義理を果た
さねば…ならない．次々にステッカーやマグネットな
ど小物を買い込んで手持ちの＄が底をついて，かみさ
んに子供みたいと笑われた．彼女にとってここはタダ
の山頂かも知れないが，天文ファンのはしくれには，
さしずめメッカかバチカンなのだ．

センター売店には天文グッズの他に先住民の工芸品もある

思い起こせば 年，ちょうど 歳の時．｢小樽1979 25
星の会｣の古川敏雄先生が，海外旅行も高価な時代に
自主組織のアメリカ天文台めぐりツアーに参加した．
当然，僕は海外…など眼中になく(行ける身分ではな
かった)先生の夢を，夢のまた夢と思っていた．確か
小樽から千歳空港まで車で送迎した記憶があるが，そ
のときのお土産がキットピーク天文台のポスターだっ
た．今でも色が褪せてはいるがちゃんと部屋に貼って
ある．こうしてあの時から 年という月日が流れ，23
自分がこの地に立てたかと思うと，まさに感無量の思
いだった．

左が2.3-m ＢＯＫ反射．右奥が4.1-mマイヨール反射望遠鏡

駐車場に戻って景色や マイヨールドームの遠4.1-m
， ．景を撮影していると もう集合時間になってしまった

太陽望遠鏡だけでほとんどの天文台を見ていない．と
くにここで一番大きな マイヨール反射望遠鏡ド4.1-m
ームは歩いて行くには遠すぎた．世界に名だたる天文
台での 分はあまりに短すぎる．と，不満に思って40
いると，時間を過ぎても全員が戻ってこない．どうも
遠くに見える ドームへ向かった連中が時間まで4.1-m
に帰ってこられないようなのだ．そりゃ，そうだ．あ
れは遙か向こうの峰だ．ここから見ても遠いし，道は
グルッと迂回しているから距離は見た目以上だろう．
牧迫・須原添乗員と相談し，待っていては時間の無駄
だから，このままバスで 天文台まで迎えに行く4.1-m

ことになった．そして，せっかく来たキットピーク天
文台なのだから，そこで他の人たちのためにもう少し
時間を作ることになった．
遠くからみてもデカく見えた マイヨール反射4.1-m

望遠鏡ドームは，そばで見上げると巨大なビルのよう
にそびえたって圧倒された．近すぎてカメラに全体が
収まらないのだ．古川先生にもらったポスターの景色
はここから撮ったものだった．景色に見とれて天文台
の中を見るのが遅れた．他の人は全員バスに戻りかけ
ているが，我々は景色にみとれて呑気にしていた．し
かし，ここまで来て中を見ないのはもったいないと思
い， 望遠鏡を見ようと決意．駆け足でドームに4.1-m
入ったが，入ってからがたいへん．なかなか来ないエ
レベーターを待って，そこから階段を何カ所も上り、
部屋をいくつか通りすぎて観覧室にやっと辿り着い
た．ここも太陽望遠鏡同様ガラスで隔離された薄暗く
狭い場所だった．一目見てすぐに引き返した．汚れた
ガラス越しに鉄の塊？ 望遠鏡？ 何を見たのか記憶に
残らない一瞬の見学だった．
思ったより時間をくったので，バスではみんな待っ

ていた．しかし，やはり天文ツアーだ．ここで臨機応
変に対処してくれた両添乗員に感謝したい気持ちでい
っぱいだった．あのまま を見ずにキットピーク4.1-m
を下りたら，後悔しただろう．
名残惜しいがバスは予定の時間をオーバーして下っ

． ．てゆく 登りとはちがった景色が車窓に広がっていた
この景色だけでも来て良かった…．そう思った．バス
は再びツーソン市内へ戻った．地元のスーパーで小便
タイムとなった．ここで昼食用の弁当をピックアップ
する予定だ．その間，スーパーを 分ほど覗いたが20
安いキャッシュナッツ缶でもあればお土産に買おうと
探したが，総じて物価が高い．＄を円換算したら，同
じ物なら日本で買った方が安いくらいだ…，そんな印
象を受けた．ここでは，ミネラルウオーターを数本買
っただけで済ませた．

ＦＷ－ＩＳ１０号を一路北上する

車内で昼食の弁当を食す添乗員須原洋司(右)さんと札幌から
． ．参加の奥田澄子(左)さん 地平線に飛行機の垂直尾翼が多数

ツーソン市内を北に向かいフリーウエイの 号IS10
線に乗った．バスは高速を ｈ位で一路北上す110km/
る．車内で幕の内弁当とお茶缶が配られ食す．昨今ア
メリカは何処にでも日本食レストランがあり，金さえ
出せばこうやって弁当も食べられる．今後のことを考
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えると日本食，とくにご飯はありがたい．
バスはキットピーク天文台とは違う北に進路をとっ

1 2ているが，景色はまったく同じといってよい． ，
時間走ったくらいでは景色に大きな変化はないが，広
大な砂漠に突如，世界中の航空会社のマークが入った
垂直尾翼がたくさん現れた．どういうことだろう？
ほとんどがジャンボ機だ．こりゃ凄い，余っている機
体を駐機しているのだろうけど，こんなに余っている
のかと思わせる数だ．何百機という単位．最新鋭のダ
ッシュ 型のジャンボではないだろうが，型の古い400
ジャンボにしても，この光景をみれば世界の航空事情
が冷え込んでいるのが良くわかる．今回乗ったユナイ
テッド航空も帰国後に潰れた．
真っ平らな荒野が少しづつ赤茶けた山を越えるよう

になると，前方にフェニックスの街並みが現れた．見
た感じはツーソンと同じく砂漠に整然と作られた都市
といった感じだ．フリーウエイが市内に入ると，右手
に広大なフェニックス空港が開けた．ここは｢サウス
ウエスト航空｣の本拠地だ． 年，メキシコのカリ1991
フォルニア半島へ皆既日食を見に行くとき，ここから
この会社の飛行機に乗った．ロスから乗り継ぎだった
が，ここフェニックスがハブになっているため，ここ
を経由したのだ．｢そうだそうだ，こういう感じだっ
たなぁ…｣とバスの眼前をかすめるように離発着する
機体の色を懐かしく思い出した．

フリーウエイ１７号を北上する．削られた絶壁があらわな地
形が続く．地平線の山向こうがフラッグスタッフになる

そんな記憶をたどっているうちにバスはフリーウエ
イをひた走り，大きなジャンクションで 号線かIS10
ら 号線に乗り換えた． 号線をそのまま進めIS17 IS10
ば，進路は真西になってロス(車で 時間ほど)へ向か6
． ， ．う 我々はフラッグスタッフ方面 真北に向かうのだ

因みにこの 号は，来た道を戻ればツーソンを経IS10
てフロリダのジャクソンビルまで信号なしのノンスト
ップでつながっているそうだ．

モンテズマキャッスル

フェニックスを過ぎてから景色が徐々に変わってき
た．全体がなだらかなので走っている感じは平原なの
だが，ブッシュや緑が濃くなって丘というか高い場所
になっている．フリーウエイはそんな起伏を蛇のよう
にぬって延びているが，大動脈なのかバスの前方には
コンボイをはじめとする車両が切れ目なく続いてい
た．時折，川で削られたのか道路際に深い谷が見える

ようになる．山肌に地層が露出して異様な感じだ．
番出口でフリーウエイを下りると，バスは川沿287

いに大きくカーブを描きながら下って公園の敷地に入
っていった．ここが｢モンテズマキャッスル｣だ．旅の
しおりには 世紀，シグアナ族インディアンが断崖12
絶壁につくった住居と記されている．駐車場からビジ
タセンターを通って，列になってゾロゾロ歩く．川に
よって大きく削られた山合いに沿って遊歩道をハイキ
ングよろしく進む。樹木が生い茂り森林浴のようで久
しぶりに気持ちがいい．ずっとバスに揺られていたせ
いかもしれない．
高さ くらいの絶壁に隠れるように住居が造ら100m

れていた．中は数段(階)に区画され，上からはもちろ
ん，梯子をとれば下からも進入ができない構造になっ
ている．ただそれだけの遺物(遺跡)だ．他にもいくつ
かあるそうだが風化が激しく，ここが一番綺麗に残っ
ているという．遊歩道の途中に建物を断面にした模型

があって，内部構造がよくわかった．牧迫さんBOX
が熱心に解説してくれたが，ほとんど聴いていなかっ
た．しかし，こういう場所だからなのだろうが，上か
らはともかく，下から仰げば高所ゆえかえって丸見え
で，｢ここに住んでいますよ｣と言わんばかりに場所が
知られてしまうではないか？ それより人の入れない
木々やヤブの中の方がずっと安全では…と，余計なこ
とを考えてしまった．いずれにしても，ここは名勝な
のである．夜にベッドで暇つぶしに見てみようと ＄4
の薄い写真集を売店で買った．わざわざ来たんだから
｢凄いところだネ｣と感心しながらバスに戻った．

皆んなで仰ぎ見る先住民の住居，モンテズマキャッスル

セドナは国立公園じゃないの

モンテズマキャッスルを見終えた頃には，だいぶ陽
が傾いていた．フリーウエイに戻り少し北上したとこ
ろで再び下りて一般道 号を北西にすすむと，周囲179
に険しい岩山がせまってきた．キャッスルロック，ク
リスマスのベルの形をしたベルロック，どれも面白い
形をしている．次々奇岩が出現して，グランドキャニ
オンでもないのに車窓の景色に退屈しない．おまけに
夕日を浴びる格好になって岩肌が真っ赤に染まって美
しかった．グランドキャニオンは上から見下ろす景色
だが，ここセドナは逆，グランドキャニオンの谷底か
ら崖を見上げている感じの景勝地なのだ．
今夜はセドナ泊と旅のしおりに書いてはあったが，

何も期待していなかった．セドナは初めて聴く場所だ
， ，し きっと安ホテルのあるへんぴな場所かと思いきや
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バスの行く手に次々セドナの奇岩が現れる

来てみてビックリ，こりゃぁ凄い場所だと思った．こ
んな所にミニ・グランドキャニオン＋モニュメントバ
レーといえるような観光地があるとは，ほとんどの日
本人は知らないのではないだろうか．聴けばここはナ

． ，ショナル・パークにはなっていないそうだ ｢へぇ～
ここが…ただの観光地？｣と仰天してしまった．アメ
リカはそれだけ自然が豊富だということだろう．
バスはそんな奇岩の中を突き進む．同じ奇岩も見る

角度によってどんどん変化するから面白い．連なる山
並みは次々形を変え，その上に昇ったばかりの満月近
い月がポッカリ浮いて絵になっていた．バスの走る谷
間はすっかり暗くなって，道路沿いに並ぶお店や宿に
灯りが入って温泉旅籠の集まったような賑やかな場所
に着いた．ショップ街が見るからに整備されているの
で，観光地としては既に歴史があるのだろう．何故知
られていないのかが不思議だった．というより早くか
ら観光地として開け，資本が入り過ぎて利権が複雑に
からんで国立公園として管理できない状態に成熟して
しまっていたと想像した．
この女・子供が喜びそうな可愛いお店が集まるセド

ナ・アップタウンで，わずかばかりの自由時間となっ
た．ログハウスや外観が個性的な店が道路の両側に連

． ， ， ，なるように並んでいる 工芸品 ジュエリー 喫茶店
アイス，パン屋，ピンクジープツアーの申し込み場所
など盛りだくさんだ．そういえば，バスの前をピンク
色の四輪駆動車(ジープ)が観光客を乗せて走ってい
． ， ．た きっと これで奇岩のすそのを走り回るのだろう

｢こりゃ…面白そうだ！｣．今度来る機会があったらぜ
ひ申し込んでみたいと思った．

｢セドナの山並みをスケッチする側で遊ぶ女の子｣のモニュメ
ント前で，それに加わり記念撮影．アップタウンのメインス
トリートでは有名な場所らしい．セドナへ来たらここで1枚

分ばかりの自由時間はあっという間に過ぎて途30
中でこれ以上行っては集合時間に戻れないと諦め，ほ
とんど買い物をする余裕も持てなかった．もっと見た
かったので，｢ここで時間が無いのが悔しい｣とかみさ
んがブーブーだった．先住民のユート族がラッパを吹
いて踊るベアーダンスのシルエットが模様に描かれて
いる小さなポット(これが意外に高く＄ )のミニチ35
ュアとセドナの綺麗な写真集( 冊＄ )を買った．1 6

宿は意外に快適な高級モーテル

今夜の宿泊は，欧米に多くのチェーン店をもつ｢ベ
ウトウエスタン・モーテル｣だ．モーテルとは言って
も，日本の安ぶしんのいかがわしいモーテルを想像し
てはいけない．リゾートホテルよろしく，駐車スペー
スが付いているのが違うだけの立派なコテージ風ホテ
ルだ．斜面に階段のような 層づくりになっていて，3
各階全室のベランダから目の前にセドナの赤い奇岩が
眺望できる，まさに風光明媚，ロケーション抜群の場
所に堂々と建っている．
夕食は，セドナに入る前に通ったベルロックの奇岩

が見えたオーク・クリークの中華レストランだ．丸テ
ーブルに 人くらいずつ腰掛け，次々と大皿の料理10
が運ばれてくる．中華一通りのコースを食べ終わると
お腹いっぱいになった．

テラスから見ると周囲360°を奇岩の山並みが取り巻く

ここでツアー参加者の大目だちのキャラを一人紹
介． 歳も過ぎた愛称：森ばぁ～だ．大阪から来た70
お婆さんだが，何せ歳の割に元気で声がデカイ．どこ
にいても声が聞こえて， うるさい くらいである．歳" "
が歳だから遠慮がないのだろうが，旅も長くなるにつ
れ本性が出てくる．森ばぁ曰く，｢海外旅行は歳と同

，じ 回目｣だという？ 本当か嘘かはどうでもいいが74
回なんて回数は覚えきれる数ではないから 話し だ74 " "

． ．ろうと思った 要するに旅行回数が多いということだ
ここまではありきたりな話しで良かったが，今回のツ
アーでは成田から一緒に来ないで，ツーソンで合流し
た一人なのである．大阪からロスまで我々とは別の便
で来ている．この店で同じ席になったのを機に事情を
聴いてみた．これが全ての話しの始まりで，今にして
思えば聴かなきゃ良かったのだが…．
つまり，我々エコノミーのツアー客とは一線を隔し

て クラス(エクゼクティブ)でやってきたというのC
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だ．｢えー， クラス！｣と、 よいしょ したのが悪かC " "
った．それから語るは…語るは…ファースト自慢．森
ばぁ～はエクゼクティブじゃなかったのか？いつから
か話しがファーストクラス自慢にすり替わって，聴い
ているうちに鼻についてきた．旅行はいつもファース
トだという．どおりで前日の夕食は別のテーブルだっ
たのに，今晩はここに座ったかがうなずけた．前日の
テーブルで気まずくなってしまったのだろう．ならば
辞めておけばいいのに，またこのテーブルで自慢話し
だ．年寄りはもっと謙虚な筈だが，こういう場合の旅
行自慢はほどほどに慎んだ方がいい．聴かれもしない
ことまでしゃべったら嫌みだ．それ以降，誰も森ばぁ
～に耳を傾けなくなった．それでも本人はいたって平
然，何食わぬ顔だ．
料理が余ったので，お店の人に頼んで紙箱ケースに

テークアウトしてもらったが，誰もホテルに持って帰
ろうとしなかった．せっかく詰めたのにもったいない
と思ったが，その理由が皆んなお腹いっぱいのせいだ
ったのか，料理がまずかったのかは定かでない．
夜になって部屋のガラス戸を開ければ広いテラスが

付いていたので，暇にまかせて月明に浮かぶ奇岩に星
を入れて写真を撮ってみたくなった．三脚にデジカメ
を固定してズームを調整して何種類か撮ってみた．意

， ， ， ，外に良く写るので ニッコールレンズ 18mm 28mm
の 種でも試写してみたが， の明るいのがよ85mm 3 F

く写った．
ツーソンを出発してキットピーク，このセドナと今

日一日は盛りだくさんだった．阪野文昭さんから借り
てきたモバイルを立ち上げ，メモリーにいっぱいにな
った写真を転送する作業をした．かみさんは部屋の備
品が充実しているのに気をよくして，シャツを洗濯し
アイロンがけをしている．

時も回ったころ，テラスに他の部屋の人が出て22
星を見ている気配がしたので，今回のインストラクタ
ー役のために用意した秘密兵器を持って出た．誰も自
分がインストラクターだとは認知していないようなの
で，ここで存在感をしめす時だ．秘密兵器はレーザー
ポインター．プラネタリウムのポインターのように懐
中電灯式にスイッチを押すと，緑色レーザー光が星の
方向に真っ直ぐに延びて，空の場所を指し示すことの

1cmできる優れ物なのだ．レーザー発信器本体(直径
で長さ ほどの円筒型)だけで 万円という高価な4cm 3
もので，スイッチを付けて電池の携帯式に，これも阪
野さんに加工してもらった．
予想通り，ツアー参加者には大好評だった．森ばぁ

Canon Canonー(愛称：詳しくは前述)や 夫婦(愛称：
の高価な や レンズを自慢げに持っていたとEOS-1 L
ころから． の社員か…も)と大いに会話がはずCanon
んだ．森ばぁ～は の 円の防振双眼鏡をCanon 168,000
持っていた．因みに 夫婦には レーザー渡辺 とCanon " "
いう愛称を付けられてしまった．
深夜、再びしし座が東の空に昇る頃，今朝のツーソ

ンで夜空を見上げて しし座の前兆 を気にしたよう" "
， ．に こっそり起きてテラスで 分ほど観察してみた30

満月があったが，空の透明度が良いせいか星がよく見
えたが一つの流れ星も見られなかった．

③１１月１６日(土曜日)

バリンジャー隕石孔へ

朝焼けに染まるセドナの奇岩．テラスから撮影

今朝も暗いうちから起き出した．シャワーを浴びて
スッキリした頃，テラスから真っ赤に染まってゆくセ
ドナの山並みを見た．綺麗だった．セドナに宿泊でき
て本当に良かったと思った．もう一度来る機会があれ
ばじっくり滞在してみたいと二人で話し合った．
朝食はパンとコーヒー，バナナだけの簡単なコンチ

ネンタルスタイルだった．それでも， 人で食べられ4
るだけ詰め込んだ．昨夕のセドナの目抜き通り，アッ
プタウンでの自由時間が少なかったということで，陽
も高くなった朝方に少々時間をとってくれた．ただ，
店はまだ閉まっていた．

川伝いにオーククリーク渓谷をバスはぬうように走る

バスはセドナ渓谷，つまりオーククリーク・キャニ
オンの川に沿って州道 を北上した．川の両岸は69A
地層が露出する切り立った断崖がそびえ立っている．
道中，ロッジやキャンプ場の多さが目に付いた．ちょ
うど，グランドキャニオンのコロラド川伝いに川底を

． ， ．走っているのを想像すれば良い 当然 景色は最高だ
川が狭まった場所で，道路はいっきにつづら折りを

繰り返して渓谷の絶壁を登り切った．すると車窓には
緑豊かな森が一面を覆っている景色に変わった．遠ざ
かる谷間にセドナのオーククリーク・キャニオンがあ
ったのが嘘のようだった．
森の中を疾走するバスの行く手，地平線に雪を被っ

た山が姿を現した．他に目立つ山はない．アリゾナで
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一番高いサンフランシスコ山群ハンフリーピークで，
この山の南側にフラッグスタッフの町がある．その右
手東側に広がる平原にアリゾナ隕石孔があり，山を挟
んだ北側にグランドキャニオン，さらに北東方向にモ
ニュメントバレーが続いていると牧迫さんが車内で説
明してくれた．
フラッグスタッフは小さな街だ．ほどなくフラッグ

40スラッフ市内をバスは素通りしてフリーウエイの
号に乗って東進，一路アリゾナ・バリンジャー隕石孔
を目指す．車窓左，つまり北側にサンフランシスコ山
群がそびえ立っているが，その山裾の東側は砂漠の大
平原で，その中をフリーウエイは地平線まで真っ直ぐ
に延びている．この道を大西洋まででるには，何日走
れば着くのだろうか？ 実にアメリカらしい景色だと
思った．
隕石孔．アリゾナは地名だが，別名をバリンジャー

隕石孔と呼ぶ．バリンジャーは隕石孔を調査・研究し
た人の名だ．丁度，小 時間も走ったところで バリ1 "
ンジャー隕石孔 の標識が見えだした．牧迫さんがバ"
スの前方わずか右手地平線に，こん盛りとした隕石孔
の外輪山が見えていると教えてくれた．車内のお客は
みな背伸びしてその位置を確認しているが，どうも分
からないという人の方が多かった．

を 番出口で降りて，少し走ったところでクFW 233
ッキリとクレーターの外輪山がわかる場所でバスが停
まってくれた．さっそく記念写真だが，地平線が少々
盛り上がったくらいでは実感が沸かなかった．ほどな
くビジターセンターの建物前に到着．外輪山はそばで

上：ＦＷ－ＩＳ40号はどこまでも東に向かって真っ直ぐ続
く．この先に有名な化石の森がある 下：出口233番から南
へ下るとハッキリとクレーターの外輪山が分かった

見るとかなり高かった．
大人一人＄ (牧迫さんがまとめて払った)を払っ12

てゾロゾロと博物館に入った．展望台に出たところで
思わず立ち止まった．何と目の前にフライパンのよう
な大きな孔が広がっているではないか．｢ウワー…凄
い！｣．写真で見て想像していたよりはるかに大きい
し，やっぱり現場では迫力が違う．直径 ，深1,300m
さ と数字で言われてもまったく実感がわかない170m
が，深さは 階建てビルと同じで，もし孔の斜面を60
スタジアムとして客を入れたら 百万人が収容できる2
という． 万や 万の野球場やサッカー場の比では5 10
ない．大きさわずか くらいの隕石が北の方角か30m
ら時速 万 千 で落ちてきて出来た孔なのだ．6 9 km
隕石孔を見渡せる外輪山のピークで，それぞれが記

1念写真に収まった しかし 広角のレンズを使っても． ，

枚に入りきらない．何カットかに分けてパノラマ風に
撮影するしかなかった．しかし，目の前の隕石孔をじ
っと見てると不思議な気持ちになった．小惑星をたく
さん見つけてきたが，それはこの隕石孔に孔をあけた
ものより遙かに大きいものだ．その一つが仮に地球に
衝突すれば，孔があくどころではなく人類が滅亡して
しまう破壊力をもっている．ありえない事だとは思っ
ていたが，現実にその跡をみて好きなことはやってお
かないと悔いがのこるなぁ～と，しみじみ感じた．

採集された一
番大きな隕石(隕
鉄)の前でお決ま
りの写真を撮っ
て，博物館のギ
フトコーナーに

"Meteor駆けた．
と書かれCrater"

た車のナンバー
プレートと隕石
孔の絵ハガキを
数枚買った．
｢思ったより大

きかったネ｣｢本
当，来て良かっ
た｣と谷口さんが

中島さんと話しているのを聴いて，自分も嬉しくなっ
た．
キットピーク天文台でもそうだったが，隕石孔の外

輪山とはいえ平原にあって盛り上がった高所から見る
と，景色が °広がっていて爽快，気持ちがいい．360
博物館の中庭にはレンガ造りの壁がわざと大きく窓の

外輪山から下って中層まできたところにある展望台

遠く雪を被ったサンフランシスコ山と青い空に浮かぶ雲が枠
にはまって絵のようだ．自然に勝るものなしか…

展示されている隕鉄を前に
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２枚合成のパノラマ写真 写真では立体感がないのでクレーターの中心部へはひとっ飛びできそうだが，右手下部の展望台の人
影を見てほしい．これでもかなり上部に位置し，とても底には降りていけるような距離(高さ)ではない

ように開けられて，大平原と遠くに雪を被ったサンフ
ランシスコ山群の景色が絵のようにハマッていた．何
気ない窓だが考えているねぇ～．
この隕石孔は有名な場所でガイドブックにもちゃん

と紹介されている．ツアー客以外にも何名かの日本人
がいたが，ここの駐車場でしし座流星雨を見上げるの
も悪くないなぁ～と思った．これだけ周囲に何もない
と星がグッと近くに感じられるのではないだろうか．
来る前は，タダの穴(隕石孔)にさほど期待は無かっ

た．ただ，天文人として，｢そばに来たからには寄っ
て見てみないことには…語れないなぁ～｣位にしか考
えていなかったが，実際にはえらく感動した．

フラッグスタッフ

バスは来た道 号をフラッグスタッフまでFW-IS40
引き返した．バスの中で添乗員が携帯で何か忙しく連
絡をとっていた．今日は昼から予定がない．ホテルで
ゆっくりして夜のローウエル天文台での観察会に備え
るのみだ．そんな時，車内で森ばぁ～がそわそわして
いる．聴けばホテルに着いたらピックアップバンで，
再びこの道をもっと先まで足をのばして 国立公園｢化，
石の森｣を見に行くという．事前にオプションで申し
込んでいたらしく，急遽仲間を募ったのか？ 大阪の
主婦石原和子さんと札幌の奥田澄子さん，京都の失業
中の青年，阿瀬周作さんの 名も，森ばぁ～の好意で3

ホテルの裏には松ぽっくりが散らかる結婚式の舞台があった

300 C同乗・同行するらしい．費用が＄ というから
クラスで来る人は気前もいいものだ．

IS40 US89フリーウエイ 号で市内に戻ったところで
号に下り(旧道 号)併走．フラッグスタッフは高層66
ビルなど一つもない小さな街だ．ローウエルが天文台
を建てた 年に人口わずか 人だった寒村は，1894 800
現在 人へと大きくなっている．鉄道(アムトラ62,000
ック)が走るレンガ造りの三角屋根のフラッグスタッ
フ駅前を通過すると，小高い丘( )の上に森に囲ま90m

． ．れたドームが見えた ｢あれがローウエル天文台か…｣
意外に町中にあるのに驚いたが，昔は周囲に何も無か
ったのだろう．鉄道をくぐるアンダーパスを過ぎて右
折，ほどなくホテル｢ラディソン・ウッドランド｣に着
いた．田舎町にしては立派なホテルだ．
部屋に落ち着くと，昼食はゴージャスな鉄板焼きレ

ストランらしい．森ばぁ～組みは陽が暮れる前に…と
いうことで，食事も摂らずに行ってしまったらしく既
に姿は見えなかった．旅も 日目に入ってツアー客同3
士の顔と名前が一致するようになってきた．添乗員も
含め総勢で 名足らずの小ツアーだ．黙っていても20
覚えられる…，それにしても客はお互い勝手にニック
ネーム？ や思いつきの愛称で，誰が，誰かを認識し
ているようだ．そういえば，これっきりのつき合いだ
と思えば氏名を覚える必要など無いか．
昼食のためロビーを通過すると白いピアノがアクセ

ントに置いてあって雰囲気を出していたが，突然｢♪
ネコふんじゃった…♪ ネコふんじゃった…♪｣のメロ
ディが…．見れば，塩じぃ～じゃなくて，淀じぃ～こ
と淀川さんが，ピアノも弾けるぞとばかり鍵盤をたた
いているではないか．知ったかぶり(年輩だから人生
経験は豊富だと思うのだが，能ある鷹は爪を何とかで
人前では余り見せないのだが)で少々皆さん閉口して
おり(森ばぁ～と淀じぃ～は天敵同士)，もう殆どの人
が距離を保っていたので，｢凄い！ピアノも弾けるん
ですか！｣とは誰も寄ってこず，その前を知らんぷり
して通り過ぎて行ってしまう．淀じぃ～，ここでベー
トーベンの｢月光｣でも奏でてくれりゃ，株が上がった
のに…と思ったのは，僕だけじゃあるまい．
和歌山の新宮市から参加している田坂夫妻がソファ

に座っていて，自分の顔を見つけると寄ってきて丁寧
なお礼を言われた．というのは，以前知り合いに頼ま
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谷口 明美コラム

バリンジャー隕石孔

隕石孔を見下ろす谷口明美．１枚では全体が入らない

れて小惑星に｢ ｣という名前を提案したのだ．Tasaka
田坂さんは古くからの火星の観測者で，僕が中・高校
生時代に見事なスケッチを天文雑誌などに発表してい
た．アマチュアの火星観測者では日本を代表する存在
なのだ．お礼の話しのついでといっては失礼だが，話
題を 火星 にふると懐かしそうに昔を振り返りだし" "
た．田坂｢ここに来るのが夢だったんですワ…｣．
ここではやはり，一ツアー客ではなく，その世界で

はちと知られた著名人の顔をたてなくてはならない．

科学館にいたころには、スライドや雑誌、オー
ト番組で何度となく目にしたり耳にしていたバリ
ンジャー隕石孔ですが、まさかこの目で見る日が
来るとは当時考えたこともありませんでした。大
きさのイメージも単なる数字でしか知らず、いま
一つピンとくるものがなかったというのが実際の
ところです。
赤い岩山に囲まれたセドナという美しい町を出

発し一山越えて、丈の低い砂漠特有の木が生えた
以外は何もない砂漠地帯を東へ東へと進むと、そ
のうちはるかかなたに地平線から少し盛り上がっ
た様子が見えてきました。遠くから見る限りでは
ちょっと低めの丘か何かのようでした。あまり近
づくとよくわからないとのことで、隕石孔までの
一本道の途中の全景が見える場所でちょっと写真
撮影タイムを取り、いざ隕石孔へ！ビジターセン
ターの中を通り建物の外に出たとたん、何と目の
前に巨大な窪みが…。これってもしかして隕石
孔？外に出て少しくらい歩いてたどり着くのでは
ないかと勝手に思っていた私は、いきなりの出現
にとても驚いてしまいました。周りは見渡す限り
地平線という、だだっ広い中にバリンジャー隕石
孔はあったのでした。興味のない人に言わせると
ただの孔なのでしょうが、仕事上多少なりとも関
わりのあった私にはやはり、実物を目に出来たこ
とはとても嬉しいものでした。嬉しい反面、写真
のフレームに入らないのが困りモノではありまし
たけれど…。後日、友人たちに旅行の写真を見せ
たときに、バリンジャー隕石孔の写真が思いのほ
か評判が良く、興味深く話を聞いてくれた人がい
ました。青い空と大きな穴の二枚続きの写真、い
い思い出になりそうです。

我が夫婦と谷口・中島で話しの聞き役に徹している
と，どうやってもってきたのか真っ赤な表紙の重厚な
書籍｢ ｣(火星)をリュックから取りだし，自分のMars
分厚い火星スケッチ集まで大きく広げ始めた．｢田坂
さん，もうじき食事ですので…｣とも言えず相手にな
っていると，直ぐに他のツアー客も周囲を取り囲んで
大きな輪になった．何 あるのだろう，その本や資kg
料を何のためにわざわざアメリカまで持ってきたのだ
ろうか．たいそう重かっただろう…ことを思うと，こ
の地の訪問という意味が，田坂さんにとってどれほど
のウエイトをしめているのかが分かったような気がし
た．火星観測者にとって，特に田坂さんのような方に
は，この地 ローウエル天文台 は聖地なのだ．" "

真っ赤な表紙の名著｢Mars｣の初版本は日本に２冊しかないと
いう．その１冊を田坂さんが所有する．自作大口径で観測し
た火星スケッチ集をロビーで披露する田坂一郎さん(右手前)

今でこそ，｢火星にタコのような火星人がいる…｣な
どと言ったら笑われるかもしれない．しかし，数十年
前に火星探査機が飛ぶまでは，｢火星に知的生物がい

．て運河がある…｣と想像されていた時代があったのだ
その震源地こそがこのローウエル天文台だ．パーシバ
ル・ローウエルがこのフラッグスタッフに私財を投じ
て天文台をつくり，火星運河論争がまき起こった．し
かし，現在のローウエル天文台のヒストリーにはこの
ことは一切触れられていない．忘れなければならない
夏の夜のたわごとだったのか，冥王星の発見の地とい
う輝かしい歴史の中にかき消されてしまっている．

ショーは良いのだが鉄板焼きは塩っぱくて食べられなかった

昼が鉄板焼きというのも重い感じがしたが，何とな
く楽しみだった．きっとパフォーマンスが見られるだ
ろうと思った．大きな鉄板を囲むように座ると，白衣
をまとった若いお兄さんがおもむろに出てきて各人に
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焼き具合を尋ねる．ミディアムだレアだと個別に注文
， ．するが 本当に全部を覚えているのだろうか？疑問だ

そうこうしているうちにショーの始まりだ．油をかけ
ると真っ赤な炎が天井までボーッと上がって，｢ウオ
ーッ｣と，みんながのけぞった．やっぱりそうか，ど
う見てもやり過ぎだ．踊るように包丁で肉を切って，
パッパッとコショーをかけ仕分けしてゆく．見た目は

， ，カッコいいが どれがレアでどれがミディアムなのか
同じ鉄板の上で置く位置を変えているだけで，人数が
多いせいで手が回らず，時間とともに肉が焼かれ過ぎ
てしまっていた．
調理は手早く美味しそうなのだが，食べると塩っぱ

過ぎて食べられなかった．適当にコショーをかけてい
るなぁ～と思っていたが，やっぱりそうだった．味見
なんかはしていない．焼き具合もどれがどれだか，し
まいには分からなくなっていい加減なものだ．

憧れのローウエル天文台へ

昼食が終わって気になるのが今夜の食事だ．全行程
中，何度か夕食がセットされていないので自分で何と
かしなくてはならない．ホテルは市街から孤立してい
て，周囲にファーストフード店などありゃしない．わ
ざわざタクシーで外まで食べに行くのも面倒である．
部屋にテークアウトできる 握り寿司 があるというの" "
で，それを注文して食事を済ませることになったが，
ツアー客も全員がほとんど同じ注文となった．ホテル
内にはレストランが何カ所かあったが，どれも高そう
だった．
さて陽が落ちる前に何をしようか？ ツアー客の中
， ，には ｢明るいうちにローウエル天文台へ行きたい…

その行き方は？ ｣という質問が添乗員に寄せられたよ
うだ．やっぱり天文ファンだ．する事がないし，夜で
は天文台の施設などは写真に撮れないと思ったらし
い．｢どうしましょうか？｣と，牧迫さんに相談を受け
たので，問題がないならバスを出そう…という結論に
なった．かくして，全員が昼間の天文台見学に行くこ
とになった．ただし，バスの運ちゃんの休養もあるの
で 時間くらいというミニツアーになった．丘をグル1
ッと回って登るので，歩いては簡単に行ける距離では
ないがバスなら近い．みんな小踊りして喜んだ．

スティールビジターセンターの展示室

フラッグスタッフ市内の鉄道用アンダーパスをくぐ
り，駅まで戻る途中から左折，丘に向かって森の中の
坂を上った．ここら辺りの標高は全体が平原のようだ

が，実は という高地にあるそうだ．見た感じ2,500m
は全くそう見えない．昼間の天文台訪問では，周囲の
散策と外観の撮影ができればいいと思った．駐車場に
入ると目の前に｢スティール・ビジターセンター｣があ
る．売店を覗いてみたかった．何とか昼間のうちにめ
ぼしいお土産やグッズは買っておいて，夜間はゆっく
り観察に集中したいと考えたからだ．
ビジターセンターの入場料は＄ ．夜間観察会は＄4
．ここは 年にローウエル天文台創立百周年を25 1994

記念してアリゾナのスティール夫妻の寄付によって開
設されたということだ．小さいが｢天文学者の道具｣と
いう展示コーナーや市民向け講堂があって，それなり
に楽しめるようになっている．由緒ある天文台備品は
ほとんど役目を終えて，ここは博物館のような存在に
なっている．現在，主力の施設は市の南東 のア20km
ンダーソン・メサに移っている．メサとはテーブル状
の台地のこと．予約なしで突然来たから閉館していた
のかも知れないが，昼間のせいか係員がおらず入り口
で大部待たされる．

プラネタリウムではありません．図書館・資料館

まず，全員揃ってセンターを通り抜けて，森に囲ま
れた構内の散策を行った．正面に丸屋根の図書館？ら
しき建物がある．閉まっているが夜間公開で見られる
だろう．外は小春日和で暑くもなく寒くもない．右手
に進路をとって ほど歩くと白いサイロのような100m
天文台があった．｢これが，あの有名なドームか…｣．
そう，ローウエルが火星を観測した口径 クラー61cm
ク屈折望遠鏡の納まるドームで，車のタイヤで上半分
が回転する仕組みになっている．天文台ドームといえ
ば半円形と決まっているから，どこか風変わりで特徴
的である．札幌の北海学園大学の故早川和夫先生がこ
こに留学し，惑星カメラでバシバシ土星の写真を撮り
まくった時代がある( 年頃)．｢先生はここで観測1970
していたのか…｣．ローウエルの偉業も凄いが，僕に
はむしろ早川和夫先生の研究者としての方が身近に感
じられた．
サイロ型ドームの隣にコバルトブルーの透明ガラス

ドームに覆われた，花崗岩でできた小さいが重々しい
建物があった．ドームはその外をガラスで囲まれ保護
されているが，すぐに｢これは墓かな？｣と思った．案

4 1923の定 ローウエルの妻がデザインし＄ 万をかけ，
年にできた霊廟だそうだ．ローウエルは 年に結1908
婚， 年に 歳で亡くなった．費用が隣のクラー1916 61
ク望遠鏡の 倍というから驚いた．2
この丘から北にサンフランシスコ山群が見える．ア

リゾナ州では一番高く のハンフリーピークに3,895m
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はアガシ，フリモント，ドイルの つの峰が見える．3
この雄大な景色を見て，ローウエルはこの地に天文台

90mを建てる決心をしたのだろう… 樹々の間から下(．
ほど)にフラッグスタッフの街並みが見えた．遊歩道
を歩きながら，当時と同じ景色を見ながらローウエル
の気持ちのほんの一部を感じてみた．

61cm屈折を納める木造ドームは一風変わった形をしている

そして，最後はやっぱりお目当ての売店だ．スペー
スは結構広い．普段は閑古鳥が鳴いている売店も，バ
スで乗り付けたものだから大忙しだ．お決まりのロゴ
入りのマグカップやシール，そして｢ローウエル天文
台の歴史写真集｣を買った．谷口さんは小型の星座早
見をお土産用に買っていた．中島さんがマグネットの
小物を何十個もまとめ買いをしている．餞別をもらっ
たわけでもないのに，安い物とはいえ数がまとまれば
バカにならない．何でも親戚，職場で配布するそうだ
が，この気遣いが中島さんなんだなぁ～とあらためて
感心した．
時間をオーバーしたが，また夜に来るということで

引き返し，ホテルに戻りくつろいだ．ちょうど頼んで
おいたテークアウトの握り寿司をレストランから買っ
て部屋の中で食べた．個数の多い分高い セットをB
注文したのだが，やはり足りなかった．あっという間
に食べてしまった．

ローウエル天文台の夜間観測会

ほどなく陽も落ちて薄暮の空に薄雲が広がってきて
いた．夜間に観察会があるから少々気になったが，暗
くなってから空はクリアになった．バスは再びスティ
ール・ビジターセンター前の駐車場に横付けされた．
月があるが，森に囲まれ天文台の敷地は暗く感じた．
フットライトが小道を照らして歩くのに優しかった．
まずセンター内に入ると，昼間とはうって変わって

人でごった返していた．初め，同じ見学者かなと思っ
たが，どうも全員スタッフのようだ．そういえば，貸
し切りでの特別公開と言っていたのを思い出した．田
坂さんが，例の本を持参してスタッフと何かやってい
る．どうも来台記念に本にサインをしてもらっている
ようだった．見た感じ，スタッフは地元の天文ファン
がボランティアで集まっていると感じた．専門の学者
では無いとは思ったが，余計なことは言わなかった．
ひととおりセンター内の見学時間があったが，昼間

に見ていたので売店を再びみたり，もう一度じっくり
展示物を見て写真に撮って歩いた．

いよいよ見学だ．正面の丸ドーム前のアスファルト
の路上で口径 くらいの反射望遠鏡を組み上げ，30cm
星雲を見せている．皆なそれに群がって覗いていたの
で，迷惑とは思いながらも記録に 枚フラッシュをた1
いて写真を撮った．ブーブー言われるのは分かってい
たので，先に｢ … ｣と謝ってしまった．sorry sorry

冥王星を発見するのに使用されたブリンク装置

昼は閉まっていた丸ドームも開いて，中が見学でき
た．図書館であり講堂にもなっている．円形の建物は
周囲に展示物も並んでいたが，ガラスに囲われた一つ
の装置に目がいった．パッと見てそれがブリンク装置
だと分かった．これは撮影乾板を 枚並べて接眼部で2
交互に見る装置だ．移動天体はピョンピョンと跳ねて
見える．これが冥王星を発見するのにトンボーによっ
て使用された器械なのだ．小惑星の発見でも使用され
るので僕にとっては一番興味深かった．
ふと横を見ると，田坂さんの 火星への思い がスタ" "

ッフに通じたのか，ローウエルゆかりの未公開の倉庫
に特別に案内されていた．田坂さんにとって， 忘れ"

， ．られない粋な計らい だなぁ～と 微笑ましく思った"

丸屋根の図書館．ドーム天井から土星型のランプがつり下げ
られている．

元々この建物は天文台図書館で，内部は つの大き8
な書棚と後で付け加えられた本棚があり，壁側にはロ
ーウエルがスケッチした火星の全体図の原画や近年の
赤方偏移の検出に使った分光器，アポロ計画で使うた
めに作られた月面図などが展示されている．
そうこうしているうちに，いよいよ最大の楽しみ口

径 のクラーク屈折望遠鏡を覗くチャンスがやっ61cm
てきた．サイロ型天文台へ急ぐ．考えてみれば，眼視
で直接望遠鏡を覗くのは の反射くらいが最も大30cm
きく， もある屈折は覗いたことが無い．当たり61cm
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前だが，日本では京大飛騨天文台か東京天文台にしか
ない．それが，どんな風に見えるか興味津々だった．
今夜は東にまだ低い土星に鏡筒が向けられていた．
アメリカでの屈折望遠鏡の全盛時代，つまり現在の

反射の大口径時代の前，その製品はマサチューセッツ
のアーバン・クラーク親子会社が一手に引き受け製作

． ，していた 最大はヤーキス天文台の まであり100cm
ここの レンズは惑星用として最高傑作の一つと61cm
して名高い．
正面入り口に列をつくった．とはいっても 人足20

らずのツアーだから，直ぐに順番が回ってきた．ドー
ム内は外観の白色とはうって変わり，木材がむきだし
の構造だ．何でもこの地のポンデローザ松で組み上げ
られ重さが トン． 年式フォードピックアップ8 1954
トラックのタイヤ多数で支えられて， 台の電動機で3
グルリと回転するらしい．鏡筒の長さは で大木10m
が横になった感じだが，接眼部に多数のクランプや副
鏡，調整装置が集中していて，カッコいいと思った．
接眼鏡は重くて大きいアメリカンサイズのナグラーだ
ったが，ここでは小さく見えた．そんなこんなでしげ
しげと内部を観察していると，前で覗いているお客が
｢ウワーっ｣とか｢すっげー｣とか歓声をあげている．ど
れどれ，係員に付き添

，われて接眼鏡を覗くと
うすい黄色味をおびた
土星が浮かんでいた．
｢ふぇ～｣と思った．さ
すが集光力が違うのか
土星表面が明るく，カ
ッシーニの空隙も本体
の縞模様もクッキリと
わかる．何よりシーイ
ングが良くて像が止ま
ってフラフラしていないのが凄いと思った．

順したあたりで望遠鏡との記念写真を撮り始め2
た．みんな思い出に撮りまくっている．

口径61cmクラーク望遠鏡の接眼部といっしょに記念撮影．肩
からぶら下げているのは，レーザーポインター用電源ＢＯＸ

口径 の屈折の土星を見終えると，ドーム前の61cm
空き地で実際の夜空の解説を行うことになった．ちょ
うど地元のアマチュアらしきスタッフがミード製の

ほどの小型望遠鏡を組み上げ，ペルセウス座の二8cm
重星団(ｈ－χ)を入れてくれている．最初，ケフェウ
ス座の天の川の方を指していたので，何が視野に入っ
ているのか分からなかったが，ｈ－χと分かってこの
人大丈夫かな…？(本当に分かっているのか？)と思っ

た．
ツアー参加者がほどなく集まった頃を見計らってイ

ンストラクターとしての本領を発揮．説明を開始しよ
うとすると，案の定頼みもしないのに日本語の解説が
暗闇の中から聞こえだした．キットピークの太陽望遠
鏡のところでも話していた彼だ．一生懸命なので，辞

めてくれとも言えず
黙って任せることに
した．かみさんが寄
ってきて，｢あの人何
なの…？｣と目配せす
るので，｢悪気はない
んだから，放ってお
け…｣と言った．一通
り済んだところで，
セドナのテラスでお
披露目しておいたレ
ーザー光を夜空に向
けると，嫌顔でも注
目の標になった．何

，を解説するにしても
レーザーの光が関心
をあおって，光の指
し示す方向にみんな
の視線が動く．誰に

でも知識のあるなしに係わらず， 等星や星座の星の1
並びを，本物の星に向かって指し示すことのできるの
は強みだ．これは，そういう意味でも優れ物かも知れ
ない．最初は高い買い物か…と後悔もしたが，買って

2良かったと思った．阪野さんに随分と無理を言って
回も改良してもらった甲斐があったというものだ．西
に沈みかけている夏の星座に，東からはもう冬の星座
が昇り始めている．めぼしい星を案内しているうちに
時間が過ぎていった．
博物館っぽい｢ローウエル天文台｣は，古くなっても
を直に覗けるという意味では現役だった．アメ61cm

リカという地で大口径の屈折で 土星 を見たことは一" "
生涯忘れられない思い出になったと思う．予想してい
た以上に楽しい一夜だった．

ローウエル天文台の口径 クラーク屈折望解説 61cm
遠鏡．クラーク屈折望遠鏡は， 年にローウエル1896
天文台マース・ヒルに常置された望遠鏡で，同時にア
メリカ合衆国南西部に最初に設置された望遠鏡．この
望遠鏡はマサチューセッツ州ケンブリッジポートの

＆ 社(アーバン・クラーク親子会社)Alvan Clark Sons
によって製作された．父のアーバン クラークはこG.
の望遠鏡のために 枚の インチ( )レンズを磨2 24 61cm
いた．この 枚の光学レンズは今日まで世界でも最高2
傑作の一つとして名高く，特に惑星界の研究や観測に

32特に優れた性能を発揮した 望遠鏡の鏡筒の長さは．
フィート( )，鋼鉄製円筒で他の可動部分を付け加10m
えると重量は トン( )にもなる．この重量に6 5,443kg

， ．もかかわらず 望遠鏡は指 本で動かすことができる1
この望遠鏡は 世紀初頭に銀河の放射方向拡散現象20
を初めて検知した．この発見はのちに宇宙膨張説やビ
ッグ・バン理論の発展に貢献している． 年から1961

年にかけ の地図作成者はアポロ計画に使1969 NASA
， ．うために この望遠鏡で月面の詳細な地図を作製した

現在，この望遠鏡の研究用の任は終わり，一般大衆の

夜空に緑色の線が延びて星座を
指すことができるポインター
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1966天文学教育と天体観察のために使用されている．
年にこの望遠鏡と建物は，国家歴史記念建造物に登録
された．クラーク・ドームは昼間の見学ツアー，特別
展示，天文台の特別企画や夜間観測会など，天候と予
定が許す限り公開されている．

(参照：ローウエル天文台公式ガイド)

クラーク
（ ）Clark, Alvan graham 1832-1897

Alvan Clarkアメリカの天文装置製作者．父の
( ) 兄 ( )と三人1804-1887 , Geoge Basset Clark 1827-1891

， ．で 社をつくり 天文装置をつくるAlvan Clark & Sons
． ，手作業で誤差をとり去る方式でレンズを磨いた 当時

レンズの完成度を調べるために分解能を用いていた．
彼らは分離の困難な二重星を求めて 望遠鏡をテ47cm
ストしていた． 年，彼は存在の予言されていた1862
シリウスの伴星を自ら製作した望遠鏡を使って発見し
た．それにより，パリ科学アカデミーの｢ラランド賞｣
を受賞した． 世紀後半のほとんどのアメリカの天19
文台に赤道儀式屈折望遠鏡を作り，五度世界最大の対
物レンズを作った．ヤーキス天文台の 屈折望101cm
遠鏡もクラーク社製である．

谷口 明美コラム

ローウェル天文台

フラッグスタッフの有名なローウエル天文台夜間公開．
61cmの屈折望遠鏡ですよ！ 今夜の案内人指導員と記
念写真におさまる谷口明美さん

すごい！こんな土星初めて見た～！ 夜、ロー
ウェル天文台で口径 の屈折式の望遠鏡から61cm
見た土星はオート番組のセリフじゃないけど、本
当に｢はっきりくっきり｣としていて感動モノでし
た。カッシニの隙間がはっきりわかるし、土星の
縞がこんなに見えるものだったとは…。大気のゆ
らぎもあまりなかったようでとてもいい観察が出
来ました。最前線の活躍をしている天文台(古く
て博物館化している)ではないから、出発の前に
はあまり期待していなかった天文台でしたが、予
想外のうれしい結果となりました。どうせ暗くて
顔なんてわからないだろうからと、 回も並んで2
見てしまったくらいです。みんなにも見せてあげ
たかったですよ、本当に！
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④１１月１７日(日曜日)

ダイナソートラック

早いもので旅が始まって 日目の朝を迎えた．ビュ4
ッフェスタイルの朝食ということで楽しみにレストラ
ンへ向かったが，朝が早いせいで急ごしらえのメニュ
ーという感じで，コーヒーにパンだけのコンチネンタ
ルに毛がはえたような粗末な朝食だった．
出発時間になってバスに荷物を持って集まると，外

は綺麗に晴れ上がっていた．高地のせいか霜が降りて
芝生は真っ白，空気はひんやりして肌寒かった．バス
は再びローウエル天文台下の 号(旧 号)をUS89 US66
戻る形でフラッグスタッフ市内を通過し北上するルー
トをとった． 号は対面交通の日本でいうところUS89
の普通の国道だ．サンフランシスコ山群の東のすそ野
を走っていると，景色はどんどん緑が失われ荒れ地と
なってゆく．砂漠が広がり始めると，きまったように
インディアン居留区の看板が目に付くようになる．広
大な土地とはいえ緑豊かな土地に白人が住み，不毛の
台地に彼らを追いやって来たアメリカ開拓史の現実を
見る思いだった．
どこまでも平らな台地が続く．一見しただけでは台

地というより平地という感覚なのだが，標高があるら
しいので台地という言葉を使う．地平線辺りにはテー
ブル形のこれまた台地が延々と続いて切り立った崖を
露わにしている．こちらではこういったテーブル形の
台地のことをメサ( )と呼ぶらしい．景色はこのMesa
台地と真っ青な大空に見事に二分されていた．広いア
メリカの各地を往来するには飛行機が便利なのか，幾
筋もの飛行機雲が青い空に棚引いている．目を凝らす
と白い点がポチンと光って新しい飛行機雲が伸びてい
． ，た ｢上からは我々のバスは見えないだろうなぁ～｣と

たわいもないことを考えていた．
車内では，これから殺風景な景色で退屈するのを予

感して添乗員の牧迫さんがビデオの準備を始めた．ロ
スのビデオショップで事前に買ってきたらしい．｢駅
馬車｣｢シェーン｣｢ダンス・ウィズ・ウルブス｣の 本3
だったので，まず，映画の舞台はこの辺りではないが
有名な｢シェーン｣を所望することにした．車内には運
転席後部に普通のモニターがある他，荷物棚下部の座
席の要所々に小型のモニターがあって一番見やすいと
ころを選べる．各人ＴＶを見るもの，そのまま居眠り
をきめこむものとに分かれた．
インストラクター役の自分はバスの最前列に座って

運転席のウインドーから前方の景色を見られる位置に
いつもカメラを構えて陣取っていた．今日はその側に
例の森ばぁ～が座ったので，｢ファーストのお客は前
方にどうぞ…｣なんて冗談を言ってみたが，そう言わ
れてまんざらでも無いようすだった．森｢いつかはみ
なさんもファーストよ…順番だから順番…｣と何気な
く言うが，これが確かに順番だったらそういう答えも
我慢できるが，貧乏人はいくつになろうがエコノミー
にしか座れないのは世の常．｢あなたたちは一生エコ
ノミーよ｣と言われているようでいちいち嫌みったら
しく聞こえる，と言ったらひがみ丸出しだろうか．
映画｢シェーン｣の内容はここでは譲るとして，外の

景色は 時間くらい走ったのではほとんど変わらない1

ように見えるが，よく観察していると少しずつではあ
るが変化している．平らなテーブル台地メサを遠くに
望んでいたかと思うと，徐々に尖った荒々しい地形の
中を縫うようにバスは昇ったり下ったりを繰り返す．
ただ，ただ緑は全くない赤い砂地の不毛の土地が続い
ていることだけは変わりがない．

キャメロンの橋付近はリトル・コロラドといってグランドキ
ャニオンの景色がこの辺りから始まっている

キャメロンという町を通る．ここを左折し 号を64
行くと有名なグランドキャニオンに通じる．この道は
モニュメントバレー見学の後，夕方通ることになる．
リトル・コロラド川の鉄橋を渡った．この辺りから川
は周囲の台地を削り始め，左手の下流方で大河コロラ
ド川となってグランドキャニオンを形成する．ここが
その始まりの部分になるそうだ．一瞬ではあったが橋
の上からミニ・グランドキャニオンの片鱗が伺えた．
それにしても，道路際には電柱さえ見えなくなってい
るが，時折，馬・牛はまったく見えないのに牧畜の柵
だけがあったり，映画でみる低下層の簡易住宅のよう
な建物だけが見られる．こんな場所で何を生活の糧に
して暮らしているのだろうか．きっと若者は都会に働
く場所を探して出ていくのだろう．そして，夢敗れこ
の地にまた戻ってくる．そんなありきたりなパターン
を想像させるにピッタリの荒涼たる土地だ．
日本のように青い大きな目立った看板型標識はここ

には無い．国道でありながら，しかも有名なモニュメ
ントバレーへ向かう分岐点かと迷ってしまうような交
差点でバスは右折した．｢こんなんじゃ，自分がレン
タカーで来たら曲がっていいのか迷ってしまうなぁ
～｣と思った．見逃してしまう程の小さな標識が，申
し訳なさそうに立っていた． 号に入ったが，本US160
当に国道かと思えるような簡素な道路で，しかも，そ
の方角にある小さな町の名が出ているだけの標識だっ
たから，我々が不安を抱いてしまうのは当然のような
気がした．
平らな原野と思われる台地もかなりアップダウンし

ているようだ．バスの前方を見渡せるこの席からは手
にとるように道路の状況が分かる メサの麓に住民(イ．

，ンディアン)のプレハブのような住宅が散見されるが
その側に粘土で作ったお椀型の住居が未だに残って使
われていると説明を受ける．確かに煙突が土盛りの上
にピョコンと立っていた．熱い砂漠では昔からの土盛
りの住居の方が快適なのだろうと思った．
赤い荒野の中に延びるアスファルト舗装の一本道を

快適に走行していたが，路肩に粗末な手書きの看板が
立っている場所でバスは左折し，未舗装の道を大きく
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左右に車体を揺らしながら入っていった．そこには，
これまた掘っ建て小屋のような風が吹けば飛ばされて
しまうような管理人所があった．バスはそこで停車し
た．パタパタと風に棚引くちぎれかかった旗には，真

Theっ赤な手書きの文字で｢ダイナソートラック(
)｣と横文字で書いてある．そこは何もDinosaur Tracks

無いただの平原だったが，どうもここら辺りの地面に
恐竜の足跡が化石としてして残っているというのだ．
バスを降

りて辺りを
散策してみ
ると，確か
に小さなカ
ラスの足跡
を大きくし
たような痕
跡が残って
いる．ただ，
や映画でTV

巨大な恐竜
の足跡を見
慣れている
せいか余り
感動が無い．
｢ふ～ん｣と
いった半分
消化不良気
味の感動だ．
我々は何故

か人が入り込
めるような，上空から見なければそれが足跡と分から
ない大きな足跡を期待していたのかも知れない．規模
が違う有名なダイナソートラックは他にいくつもあ
る．フラッグスタッフからの日帰りモニュメントバレ
ー観光では，途中，時間がかかるためにここに休憩・
観光スポットを簡易的につくったのだと思った．それ
でも，小型の恐竜がノッシノッシと歩いたのを想像さ
せる足跡があって喜んで記念写真を撮った．
ほんの 分ほどの余興だったが，帰り際，薄汚い15

恰好をした男が一人バスに寄ってきて何か観覧料をね
だっているようだった．何も無い荒野の炎天下，ただ
観光客を待ちわびる現地ナホバの人の大切な現金収入
なのだろうから，それは仕方ないと思った．
ダイナソートラックから ほど行った現地ナホ10km

バ住民の集落，ツバシティ( )のコンビニでトTuba city
イレ＆飲み物補給のためバスは一時ストップする．モ
ニュメントバレーへ向かう観光客の車がたち停まるひ
なびた店で水のペットボトルを 本買った．2

モニュメントバレーへ道

ツバシティの集落を過ぎてからもバスは延々と荒野
の一本道をひた走る．途中，道路際に大きな奇岩が現
れた．何でもエレファント・フイートと呼ばれる有名
な岩らしい．一瞬の通過だったが確かに像の足のよう
だった．名前の付いた奇岩が現れたところから，そろ
そろ目的のモニュメントバレーが近いのかと思いき
や，まだまだここから 近い道のりが続くとは100km
思ってもみなかった．

連続した恐竜の足跡が続く

途中，道路と併走するように左手に鉄道の線路が現
れたが，この先に鉱山があるらしく，その搬送用鉄道
ということだった．道路の上を右手の丘の上に向かっ
て大きなチューブのようにベルトコンベアーが跨って
蛇のように延びている場所を通過した．巨大な駅舎が

ＵＳ160号沿いに鎮座するエレファント・フィート

まるで工場のようだった．
モニュメントバレーへ行くには，この先にあるカイ

Kayenta US163エンタ( )の町から，北隣りのユタ州の
号線に続く道路が唯一のコースとなる．カイエンタの
町を過ぎると北側には荒々しい山並みが連なり，いよ
いよ今までとは違った別の土地に入り込むという実感
が沸きてきた．山並みを越すとすぐにまた地平線まで
真っ直ぐに続く道路が現れたのは同じ景色だったが，
今度は両側に門のように奇岩がそびえ立っていた．こ
れが有名な ふくろう岩(左) と 酋長岩(右) で，モニ" " " "
ュメントバレーの入り口になるという．二つの奇岩は
いやがうえにも気分を盛り上げてくれた．
この門になる岩の下でしばしの休憩時間(記念写真
)となったが，遠くからは何故 ふくろう岩 と呼ばtime " "

れるか意味が分からなかったが，そばで見上げると確
かに岩場にフクロウがちょこんととまっている恰好を
していた． 酋長岩 は言われてみれば何となく酋長っ" "
ぽいか…と言う程度だった．
ここから気ぜわしくなったが，モニュメントバレー

まではまだ 以上ある．北から入るアリゾナ／ユ10km
タ州境へかけては，モニュメントバレーらしい風景？
とは縁遠く，平坦な砂漠にまっすぐな道が地平線の彼
方に向かってひたすら延びているシーンが続く．見ど
ころの の高さにそそり立つ崖はこの道路からは300m
目にすることができない．まだまだ道路が走っている

モニュメントバレーの入り口になるカイエンタの奇岩．左が
｢ふくろう岩｣で右が｢酋長岩｣
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テーブル台地(メサ)の上に位置するビジターセンターから見下ろすモニュメントバレーの絶景(３枚のパノラマ合成)．ビュート
(尖った山状丘)の間をバレードライブの道路がぬうように走っている．右手奥の方に有名なマルボロ・ライトのＣＭを撮ったジ
ョン・フォードポイントがある．

台地の影に，垂直に立ちはだかる岩壁の絶景が隠され
ているのだ． 号からビジターセンターへ向かうUS163
分岐点で右の脇道に少し入った所にバラックのお土産
街が道に沿って並んでいた．この交差点を逆に左へ行
くと 程先にこの辺りでは唯一のグールディング1km
ス・ロッジという宿とレストランがある．
モニュメントバレーは，ナバホ族インディアン居留

地内にすっぽりとおさまる形でユタ州南東端からアリ
ゾナ州にまたがっている．モニュメントバレーの風景
は，これぞまさに西部といった風景．からっぽの砂漠
に囲まれて点在する赤いテーブル岩( ：メサ)や岩mesa
山( ：ビュート)の姿は，これまで数え切れないほbutte
ど写真や映像に撮影され目に触れてきたためか，初め
て訪れる者も以前来たことがあるような気にさせられ
る． で，たばこのマルボロ・ライトの は余りTV CM

TVにも有名だ しかし 本物の自然の色合いは写真や． ，
よりもはるかに鮮やかで見事なことに気付かされる．
モニュメントバレーはいわゆる谷というよりはむし
ろ，かつてはこの地域を覆っていた砂岩の残骸が半分
崩壊したようになって，荒涼した中に数百メートルの
高さで空に向かって岩山がぽつんぽつんと立っている
という感じなのだ．

もうそこがモニュメントバレーなのだが，ビュートの上部が
わずかに見えるだけであの雄大な景色が見えない

ビジターセンターにバスが到着したが，みんな目の
前の景色に気付かずトイレに直行していた．僕は誰よ
りも先にビジターセンターの建物の横を過ぎて展望ス
ペースへ向かった．アリゾナ側の から入ったKayenta
ので 号線の向こうにモニュメントバレーが見US163
える光景は見ることができなかった．そんなことは初
めての地で知らなかったので，どこであの有名な景色
が見られるのだろうと思っていたが，結構いきなりモ

． ，ニュメントバレーが目の前に現れたのだ しばらくは
ただ…ただ…撮影タイム．写真で見たことのある つ3

， ．の岩が並ぶ景色だが めちゃめちゃスケールが大きい
3遠くに霞んだ山々，手前に平原が広がり，どーんと

つのビュートが並んでいる．おまけに つのビュート2
は手の形．しかも，右手と左手．よくもこんなに上手
くできたもんだ．｢あぁ～，これだけでここまで来た
甲斐があったなー｣と感動してしまった．

で，で，出た！モニュメントバレー

高台になるビジターセンターから見下ろす奇岩たち

こんな景色を見ないで，トイレの前で順番待ちで時
間を潰しているのが何ともったいないことか．すぐに
かみさんを呼びに走った．｢早く！早く！ほら，ここ
だ！｣と引っ張ってくると，目の前に突然広がった景
色にかみさんも，仲間たちもただ沈黙してしまった．
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やはり日本には無い景色だ．｢なんか，目の前の岩々
が映画のセットのようで，裏に行ったらベニア板にな
っていて斜めに棒が支えているんじゃないかなぁ？｣
って感じ…だ．自然の雄大さというより，あまりに見
事に形どられて人為的で，景色が作り物のようで信じ
られないというのが率直な感想だ．
モニュメントバレーの絶景は，メサのビジターセン

ターからの眺めで充分なのだが，やっぱり居留地内の
Valleyモニュメントバレーの大半はバレードライブ(

)という全長 の鋪装もないダートから見るDrive 27km
のが一番だろう．バレードライブはビジターセンター
を起点に，写真でお馴染みの高さ ・幅数メート100m
ルの螺旋状岩トーテムポール( )など，The Totem Pole
崖やテーブル状岩が林立している間を走り抜ける．残
念ながら道路状態が非常に悪いため四輪駆動車でしか
入れないが，ナバホ族のガイドが のジープと一4WD
緒にビジターセンターで待機しているので便利に使え
る．料金は約 時間のツアーで ドルだった．余裕2 25
があれば乗馬ツアーもあるということだ．事前にバス
の中でこのバレードライブのオプショナルツアーに全
員が参加申し込みをしていた．いや，この景色を見れ
ば誰だって行ってみたくなる．ここまで来て＄ を25
ケチっては一生後悔することになるだろう．

本当にここに立っているんだ！とちょっと自慢気のポーズ

モニュメントバレーは州境にあり，ネイティブアメ
リカンであるナバホ族の公園である．正式には

といい，メサMonument Valley Navajo Tribal Park
( )やビュート( )と呼ばれる変わった岩がたくmesa butte
さん点在している．バレードライブでは変化に富んだ
地形を目の前に楽しむことができる．センター前には
たくさんのツアーガイドが出店しており，必ずナバホ
青年がガイドする独占した収入源なのだ．車は四駆の
巨大なバンだったが，人数が多いため数台に分乗する
ツアーになった．モニュメントバレーの中は全てオフ
ロードで，道路はとても細かい砂でフカフカな部分も
あり，素人が運転するとスタックしてしまうかも…と
思うところも多い．もちろんそんな所だからこそツア
ーでなかったら入れないのだが，夏場はバレーの中は
混雑し渋滞になることもあるそうだ．前の車が巻き上
げる砂ぼこりで，後の車は大変だそうだ．今はシーズ
ンオフで，こういうメリットもあるんだなぁ～と思っ
た．
高台にあるビジターセンターからバンは一気に駆け

下りて奇岩の間を縫うように走り回る．ツアーが始ま
ってまもなく，著名な岩のふもとのビューポイントで
停まっては時間をとってくれる．わずかな記念写真の

撮影タイムである．エレファント・ビュート， 人の3
CM聖者に見えるスリーシスター，そしてマルボロの

で有名な，馬に乗ったカウボーイが岩場の突端に立っ
ているジョンフォード・ポイント．ここはジョンフォ
ードがしばしばカメラをセットしたポイントで，フォ
ード映画のシーンを思い出させる．ビュートが想像以
上の高さにまたびっくりする．ツアー中は，次々と景
色が大きく変わってゆく．細長い塔のような岩，岩に
空いた大穴，太陽の傾きにより刻々と変わる岩の色，
砂丘，砂紋など飽きることがない．有名だが，ただ渓
谷を見下ろす景色のグランドキャニオンより，自分は
変化に富んでいて面白いと感じた．
ナバホの人々は自分たちのことをディネー( )Dineh

と呼ぶ．アメリカ最大の先住民族で人口約 万人．26
紀元前 年頃からアメリカ南西部に定住し，断崖2000
に粘土で作った家を造り，農耕生活を営んで暮らして
きた．やがて平原に住むようになってからは，ホーガ
ンと呼ばれるお椀型住居を粘土で造るようになった．
ここへ来る途中，国道沿いに何軒か見えたものだ．ア
メリカ先住民というとテントを思い浮かべるかも知れ
ないが，あれは移住生活を中心とした他の部族のもの
なのだ．
アリゾナ州を中心に広がる居留地を彼らはナバホの

国( )と名付けた．日本によくあるポテトNavajo Nation
共和国なんていうジョーク半分の独立国ではない．合
衆国公認の 国 であり，ちゃんとナバホ独自の法律，" "
国旗，国章，学校，大学，警察に準ずる組織もある．
居留地域内では州税の他にナバホ国税 ％がつく．宿8
泊税は何と ％．まさに観光立国である．本部，つ17
まり首都はニューメキシコ州境にあるウインドウ・ロ
ック( )．実は一昔前，居留地では昼間っWindow Rock
から酔っぱらっている若者の姿が目についた．合衆国
政府からの補助金がかえって先住民の生活を低下させ
ている，などとささやかれたものだ．アラスカのイヌ
イットと似たような状況だったのだ．

この谷間に見える景色が窓にはめられたような絶景という

少し前まで居留地に足を踏み入れる観光客はなく，
モニュメントバレーも決してメジャーな観光地では無
かった．ところが今はどうだろう．一年中，バレーは
観光客で大賑わい，道路沿いに屋台がずらりと並び，
大型バスが次々到着する度にバレーツアーのガイドた
ちが呼び込みの腕を競う．国立公園ではないため，ま
るで日本の観光地のような状況になっている．映画，
マスメディア，そしてアウトドアブームの影響もある
のかも知れない．
ともあれナバホの人々は伝統文化や自然景観を広く
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内外にアピールするようになった．だから，我々もこ
うして憧れを抱いてやって来たのかも知れない．ナバ
ホの歴史を紐解いてもにわか知識にしか過ぎないが，
目の前に広がるモニュメントバレーの景色はまさしく
本物だった．
バレーツアーも終盤に近づく頃，ノースウインドと

いうポイントに着いた．岩と岩の間に見える景色が窓
にはめられた絵のようにこれぞ西部！という風光明媚
なポイントだ．机の上に土産物を並べた露天が各ポイ
ントに出ている．ネイティブの人の伝統工芸品がほと
んどだが，種類も金額もまちまちで短時間に選ぶこと
ができず とりあえずパスした 側には親指を立て｢グ， ．
ーッ｣とした時の手に似た奇岩がそそり立っていた．
およそ 時間の短いツアーだったが，満足感でいっ2

ぱいだった．ビジターセンターではネイティブアメリ
カンの文化とナバホの人々について知る展示物が並ん
でいた．そのうえナバホ族の伝統工芸品を見学するこ
とも，その技で作られた馬具やハット，砂絵，ジュエ
リー，タペストリーなどの品物を買うこともできる．
ただし，ナバホ族の人々の所有物に断りなくカメラを
向けるのは避けたい．たいてい，写真を撮らせてもら

｢これなんかがいいかも…｣と牧迫添乗員のアドバイス

う時は少しばかりの心付けを渡すもののようだ．そう
いえば，階段を上がった展望展示室で写真を撮ってい
た中島由美子さんが，賃料をねだられて困っていたよ
うだった．
バスは昼食のため一端引き返すような形でここら辺

Goulding’sりでは唯一のグールディングス・ロッジ(
)へ向かった．グールディングス・ロッジはモニLodge

US163ュメントバレーから少し離れた高台にあって，
号をモニュメントバレーに向かう時右折した交差点を

， ．逆に ほど行った所で ただ一軒のロッジである1km
部屋からモニュメントバレーを遠くに望むことができ
る．ロッジを開いた， さんはこの場所に住んGoulding
でネイティブアメリカンのナバホ( )族の人と昔Navajo
から交易をしていたので既得権として今でも営業が許
されているらしい．｢いいとこに住んでいたなぁ…｣と
いうのが率直な感想．なるほど，岩陰に隠れるように
建っている．もし，制限がなければ，きっと高層ホテ
ルが林立して景観を台無しにしかねなかったろう．そ
の制約がこの自然景観を貴重なものにしたのかも知れ
ない．この宿はシーズン中は大変混雑し，なかなか予
約が取れないようだが，オフシーズンは料金も安く結
構空き部屋があるようなので，もし今度来る機会があ
れば，ぜひここに泊まってみたいと思った．
サラダがおかわり自由のレストランで昼食を摂るこ

とになる．宿の外観は質素なのだが，中はさしずめ札
幌の郊外レストランと大して変わりはなく，食べ物に
も違和感は無かった．

グールディングス・ロッジから望むモニュメント・バレー

谷口 明美コラム

モニュメントバレー
グランドキャニオン

行きはよいよい，帰りはグーグー

月も中旬，日没までそう時間はない．陽はまだ11

マルボロのタバコのコマーシャルがよみがえる
～。モニュメントバレーの景色もまたカメラのフ
レームに収めるのが大変な困りモノの場所でし
た。テレビや映画、写真などで目にしたことがあ
る場所を実際に見て、その景色の中に自分がいる
ということを実感できるのは何ともいえない良い
気分です。ジープツアーでいくつかのビューポイ
ントを回りさらに楽しさが倍増してしまいまし
た。でも一番のポイントはやっぱりビジターセン
ターからの景色でしょう。全体が綺麗に見渡せて
とってもすばらしい場所でしたから。これを背景
にして星の写真が撮れたら良かったのに…と、残
念に思う人はたくさんいたと思います。
｢距離感がまったくつかめない不思議な谷｣。そ

20れがグランドキャニオンの印象です 対岸まで。
数 といわれても、遠すぎてかえって実感がわkm
かないものなのかもしれません。アメリカは距離
や高さの感覚が麻痺してしまいそうなくらい広大
な所だと思いました。モニュメントバレーもグラ
ンドキャニオンもその広さを言葉ではうまく表現
できないところでした。今回はじめて知ったので
すが、グランドキャニオンには雪が降るとのこと
です。雪景色のグランドキャニオンの写真はあま
り見かけませんが、そういえば確かに道路の脇に
雪の塊があったように思います。標高 も2200m
の高いところなら当然のことかもしれません。雪
景色も見てみたかったなぁ～。
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高いが早々モニュメントバレーを後にする．違った場
所からはもっと別の景色が見られるだろう．モニュメ
ントバレーの奇岩はずうっと奥まで連なっている．ま
だ多くの景勝地があるに違いない．ここでもう少し楽
しみたいという欲求はあったのだが，日没のグランド
キャニオンを見るために，どうしても先を急がなけれ
ばならないようだ．添乗員の頭には次の行程しか無い
ようで，決められたスケジュールを確実にこなしてい
こうという焦りがある．こちらとしては，臨機応変に
素晴らしいところで十分時間をとってもらえればそれ
でいいのだが…．客商売である，最初にパンフでうた
った行程は確実に消化しておかないと，後でクレーム
の元になるらしい．色々な人がいる集合体だからツア
ー旅行とは難しいものだ．
朝，フラッグスタッフを出て通過したリトル・コロ

ラド川の鉄橋のあるキャメロンまで同じ道をまた延々
と戻らなければならない．朝早かったのと，暑さと長
距離バスでの移動が重なって，ほとんどの人が眠りの

． ，態勢に入って車内はシーンと静まり返っていた 再び
今日 本目となるビデオ｢駅馬車｣が静かに流れた．お2
尋ね者のジョン・ウエインが訳アリ美女とその他の客
と共に駅馬車に同乗する話しだ．アパッチ？らしきイ
ンディアンの群に追われる駅馬車はまさしくモニュメ
ントバレーのあの つのビュートを背景に走り回って3
いた．現地をいましがた見たばかりである．何気ない
シーンの背景の岩一つとっても，感動がまた違ってく
る．映画も以前見た時とは違った印象になるものだな
ぁ～と画面を見ながらつくづく思った．
ところで，行きの景色と同じ場所を戻るのだから，

車窓の興味は半減しふつうは退屈なものだ．だが，そ
うそう来られる場所でもない．もう二度と来ないかも
知れないと思うと，同じ景色も逆進行で再び目に焼き
付けておくことも悪いことではない．時折，コクッと
しながらもしっかり景色を見ていた．モニュメントバ
レーがまだかまだかと待ちわびて走っていた往路とは
違って，戻る復路は意外に早いものだ．歩くのとは違
って車は楽だからに違いない．次々見覚えのある景色

キャメロンのギフトショップ

が過ぎてゆく．
キャメロン( )の町のギフトショップの駐車Cameron

場にバスが停車した．小便タイムだが，ここの店はナ
バホの民芸品を中心にお土産の数，種類ともにどこの
店より充実していた．店の外観は余り目立たない質素
なつくりなのだが，中に入るとデパート特有というか
あの 階の化粧品売場の臭いが漂う独特の雰囲気にな1
っている．レストランは言うに及ばずソフトクリーム

やソフトドリンクを飲ませるミニ・カウンターもあっ
た．
駐車場には郵便局や博物館もあって賑やかだがシー

ズンがはずれていたせいか人影は少ない．時間があっ
たのでカメラを片手に鉄橋のあるリトル・コロラド川
まで歩いてみた．なるほど確かにグランドキャニオン
の地形が露わになっているようすが始まりかけてい
た．

グランドキャニオン

分ほどの休憩をとって，キャメロンから 号に20 64
入ってグランドキャニオンを目指す．リトル・コロラ
ド川沿いに西進するが，徐々に台地は削られ深い渓谷
が造られていく．ただし，なかなか車窓からその景色
が見えないのだ．というのも平地が深くえぐられてい
るのがグランドキャニオンだから，その景色を見るに
は見下ろす恰好になる場所が必要で，少しでも川から
離れてしまうと渓谷を望むことが難しいのだ．平地ば
かりとはいえ道路は崖から安全な距離だけ離れている
から，よほど崖際まで近づかないと谷底を容易に見下
ろせない状態が続く．時折，丘と丘の間の窪地をバス
が通過する時，深く切れ込んだところから渓谷が見え
る．初めての人は車内に立上がって右窓から覗き込ん
で，その景色に｢うお…！｣と歓声をあげた．
このリトル・コロラド川は途中から北の方から流れ

てくる主流コロラド川と合流し，より見事な渓谷を形
成するようになる．バスはそんな地形の急激な変化に
おかまいなくブッシュの平地をひた走る． メートル2
ほどの低木が生い茂って周囲には何も見えない．どこ
までも一本道というアメリカらしい景色とはうって変
わって，この辺りは森の中を蛇行したアスファルト道
路が延々と走っている．きっと川沿いに造られたコー
スだからだろうとは思ったが，一向にグランドキャニ

． ，オンの雄大な景色を拝むことができないでいた ただ
太陽が西に傾きかけている状況から察して南の方角
に，あのフラッグスタッフで北に仰いだサンフランシ
スコ山群が遠く見えていた．つまり我々はいま山を挟
んで全く逆側を走っていることになるのだ．

日没を迎えて深い谷は徐々に闇へと変わりつつあった

ほどなく人の背丈ほどの樹々に囲まれ，綺麗に整備
された駐車場にバスが入った．各施設の場所を示す看
板やルートの案内が親切だ．そう，ここはアメリカを
代表するナショナル・パークなのだ．さっそく待ちわ
びたようにバスから駆け足で降りる．添乗員の須原・
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グランドキャニオンは日中の時間帯に撮影するのは禁物．真上正面からの光線下では断崖も千尋の谷もフラットな調子になって
しまい，陽光に映える変化に富んだ色の階調もベターとなってしまう．やはり影ができる日の出，日の入りの時間帯が一番だ

牧迫両氏が｢こっちですよぉー｣と歩く方向を指示す
る．ゾロゾロと遊歩道を進むが何とはなしに早足にな
っているみんながいた．
目の前にグランドキャニオンの大渓谷が突如として

現れた．自分は二度目なので状況は分かっていたが，
かみさんや仲間の表情を見ると，｢う…｣と息を呑み込
んで言葉が出ないようだった．
グランドキャニオン( )．目の前に広がGrand Canyon

る岩々は数百万年の昔，まだこの辺りが海だった頃の
海底の堆積物が積もったものだ．のちに，専門的に言
うところの｢構造プレートの大衝突｣によってこの一帯
は隆起し，現在の海抜 メートルのコロラド高原2,750
となった．高原ができた直後から周辺から湧き出る地
下水や雨水がコロラド川となって流れはじめ，次第に
堆積物の地層を侵食していく．時を経て，コロラド川
の侵食は高原を彫り削り，これがグランドキャニオン
と呼ばれるようになったのである．
正式な解説はこうだが，ここは単なる峡谷というよ

りもむしろ，峡谷やその裂け目や岩の塊が何とも不思
議な形に孤立する山，テーブル，尖塔岩と入り交じる
迷宮であるとも言える．色とりどりに重なる沈殿物の
結晶が，時間の経過とともに光線の具合でさまざまな
表情を見せる．大自然の驚異とはまさにこのような景
観を指すのだろう 偉大なるグランドキャニオン ｢こ． ．
とばにゃならんな…まったく｣．その全長はおよそ

．峡谷の幅は場所によって から に320km 16km 24Km
10kmもわたるという．いま目の前に見える対岸まで

もあるというが，そんな気が全然しないのは何故だろ
う．遠すぎて人間の目が立体視できないので，直ぐ目
の前に見える感覚に陥っているせいだろうか．距離に
現実感が無くなっている．谷のいちばん深いところで
はリムと呼ばれる崖の上から谷底を流れるコロラド川
まで，垂直に 以上も切れ込んでいるというか1,600m
ら驚きだ．
グランドキャニオン国立公園はアリゾナ州の北部に

位置して周辺には特に何もない．コロラド川を挟んで
南側をサウスリム( )，北側をノースリムSouth Rim
( )と呼ぶそうだ．我々は南側にいるから向North Rim
こうに見える絶壁はノースリムということになる．我

125km々のいるサウスリムは，フラッグスタッフの北

にあり車で約 時間半．ノースリムとサウスリム，ど1
ちらのビジターセンターもラスベガス( )かLas Vegas
ら直線距離で 真東にあるが，実際には車で250km

近く走らねばたどり着けない．サウスリムとノ400km
ースリムのふたつのビジターセンターの間は直線距離
でたった だが，この渓谷を一気に跨ぐことはで16km
きないので，実際は も迂回し走らねば行き着320km
けないのだ．これは札幌－釧路くらいの距離だ． そ
う聞けばスケールの大きさが何とはなく分かろうとい
うものだ．
キャメロンから東口ゲートを入って最初にむかった

のがデザートビュー( )だ．展望台の建つDeasert View
ウオッチタワーは残念ながら閉鎖中だった．崖際には
落下防止の手すりが設けられているが，ビューポイン
ト以外の場所は柵すらない．夜間歩いては谷底に落ち
る危険がある．この崖際スレスレに腰掛け景色を眺め
楽しむカップルが多いのには驚いた．ちと足の踏み場
を間違えると奈落の底へと落ちかねないことを考える
と恐いではないか 突風が吹いたり 誰かに(相手に？)． ，
肩をチョンと押されればあの世行きだ．ふと周囲を気
にしたりして，自分は大丈夫かと…．誰か俺に恨みで
も持っている奴はいやしないか…．尻の穴がむずがゆ
くなった．
渓谷をバックに

年賀状用に二人で
記念写真を撮って
もらおうと，写真
係りの中島由美子
さんにシャッター
をお願いすると，
彼女は素早く崖際
の階段で構図決め
をしようと思った
らしい．気持ちだ
けが先に行って突
然，石の階段にけ
つまずいてヨロッ
と倒れかかった．
｢あっ！｣．足を踏
み外した彼女は宙

この足が災いの元なのだ！
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に体が浮いて，一気に の崖下へと滑落しかか1,600m
ったのだ．｢おっとっ…と…｣，すかさず数人の手が伸
びてきて彼女の服をつかんだので事なきを得たが危な
いところだった．やはり観光地だ．訪れる人数が人数
なだけにここ 年ほどで何人かが落ちたらしい．今10
では遺体の収容のみで，滑落地点に墓をつくることは
自然保護の観点から禁止されているという話しだっ
た．
中島さんは自宅前の砂利に足をとられて骨折してか

らというもの，医者の注意を無視してアフリカ旅行に
行って完治せず今なお足元がおぼつかない．良く観察
してみると普通人間の足はハの字の逆型で直立してい
るものだが，彼女の足はいつもハの字型になている．
つまりペンギンよろしく，いつも前のめりに倒れやす
い癖のある姿勢なのだ．本人は大丈夫と強がってはい

， ．たが この事件からずっとビッコをひくようになった

公園南口のトゥシヤンに泊まる

日没間際にヤバパイ・ポイントで渓谷を見たが，駐
車場に戻った時には西の空が真っ赤に染まっていた．
高地のせいか空気が澄んでいるせいか，薄暮が暗闇と
の境界あたりで紫色をしているのが素晴らしかった．
久しぶりに見た綺麗な薄明だった．札幌なら秋の空に
一年に一・二度も出ないような色をしていた．同じよ
うな時間帯に観光客が集まるのか，周囲には何台もの
観光バスが停まっていて，どれも日本人ばかりが乗っ
ていた．自分の乗るバスを間違えてステップを上がっ
てくる客もいて，その混雑ぶりが分かろうというもの
だ．シーズンは既に外れているので，みなしし座流星
雨目的なのだろうかと思った．
バスは南口ゲートで停まって，添乗員の牧迫さんが

ゲート受付で地図をもらってきて車内で配ってくれ
た．当然，入園料(一人＄ )を払ってきたのは言う10
までもない．
今夜は このゲートから ほど南のトゥシヤン(T， 2km

usayan)に泊まる． 軒のモーテルとロッジ，ファー8
ストフード店が軒を並べ，アイマックスシアターの裏
手にある｢クオリティ・イン・グランドキャニオン｣が
我々の宿だ．園内で泊まれない客が駆け込む場所と聞
いたが，モーテルとはいえ中は一流ホテルと何ら変わ
らなかった．ここを逃せば，フラッグスタッフかウイ
リアムズまで行かねば宿が無いそうだ．

グランドキャニオン星空観察会

今夜の夕食は付いていないので，一人＄ のビュ25
ッフェで夕食を済ませた．その後，夜の星空観察会の
ために外へ出て，須原・牧迫両添乗員とホテル周囲の
外灯のようすを見に行くことになった．ホテルの建物
を目立たせるための照明を全て消してもらうことにし
て，横に広がる空き地で 時から行うことにする．22
奥の方の別棟の照明はそのままなので完全とまではい
かないが，どちらにしても満月近い月が煌々と照って
いては暗夜は期待できなかった．
時間になると，ほぼ全員が集まったようだ．今回は

観察会の行事が予定として組まれていたので，インス
トラクターの正式な出番となった．最初にキットピー
クやローウエル天文台で自発的解説をしてくれた例の

彼に｢何か解説することはないか？｣と先に釘を刺して
から一通りの解説を始めた．ここでもレーザーポイン
ターが威力を発揮した．
解説は 分も無かったろう．それより しし座流星30 "

雨 の走りが出ていないか気になっていたが，全くそ"
の気配が無い．もう明日に極大を控えているのにどう
いう訳だろうと思ったが，何の心配もしなかった．そ
れより時折上空を通過する夜間飛行のジェット機の飛
行雲が満月に照らされ，程良い長さの彗星のように見
えた． 分おきくらいに通過するので退屈しない．10
次々と彗星のような数 °の尾が頭上に現れては消10
えてゆく．｢こりゃ凄いや！｣．百武彗星の感動をここ
で何度も味わおうとは思わなかった．参加者と百武彗
星の思いで話しで盛り上がり，楽しい一夜を過ごすこ
とができた．
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旅行も５日目中盤を過ぎてお互いだいぶリラックスして会話ができるようになる．朝日を浴びながら自然に集合写真に収まった

⑤１１月１８日(月曜日)

グランドキャニオンで朝日を拝む

モーニングコールはまだ暗い 時半だ． 時 分5 6 10
集合・出発でグランドキャニオンへ朝日を拝みに行く
ミニツアーの時間だ．これまた昨夜の観察会が遅かっ
たのに，誰一人としてパスする者はいなかった．
昨夜，何時に出発するのがいいのか牧迫さんより質

問を受けていたので，薄明は日の出の 時間半前から1
だから， 時間前に着けば徐々に白み始めて朝日に染1
まる景色が堪能できるだろうというアドバイスをし
た．かくしてこの時間に出発することになったのだ．
外はヒンヤリとして想像以上に寒かった．みなコー

トを着て集まったが，北海道からの我々以外は真冬な
みの重装備で着膨れした恰好をしていたのがおかしか
った．

上

太

昇

の太陽のように明るい人生を歩むのだ…と，指をさして決意
も新たにする３人

静けさの中で，ゆっくりとバスが園内を進む．もう
東の空がほんのりと白み始め，明けの明星 金星 が眩" "
しかった．全員，真っ暗な遊歩道を懐中電灯をつけて
マーサーポイントまで歩いた．ちょうど崖に飛び出る
ような場所に位置していて °の視界が開けてい270
る．渓谷は真っ暗で何も見えないが，ここがご来光を
拝むには絶好の場所なのか，ゾクゾクと観光客が集ま
ってお祭りのような騒ぎになった．柵の手すりに米国
人の若いカップルがひとめを気にせず抱き合って，日
の出を待っている姿がシルエットになって｢なんか…

朝日を浴び刻々と険しい地形を露わにするマーサーポイント

タイタニックの一シーンみたいだね…｣と羨ましそう
な声があがっていた．
｢いったいどこに太陽が昇るの？｣という質問も多か

， ，ったが 星座を頼りに黄道が通っている辺りを探れば
渓谷からかなりズレたメサの方向ということが分かっ
た．案の定，やはりその方向が一番明るくなりつつあ
った．まだホンノリと暗いが，闇が赤く染まっていく
光景をこれほどゆっくり時間をかけて見るのも久しぶ
りだ．時間の経過と共に寒さも押し寄せてきて，寒い
～寒い～を連発して足踏みする人が増え始めた．待つ
時間は寒さとあいまって長く感じられる．岩場に集1
まったほとんどが日本人だったが，暇つぶしに他のツ
アー客と話しをすると，ほとんどが しし座流星雨 の" "
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こととは関係ないツアー客ばかりだった．やはり天文
ツアーはマイナーなツアーということを思い知らされ
た．それでも，しし座流星雨のことは有名らしく，そ
れを観るために来た話しをすると，いつ観られるの
か？という質問が多かった．｢ホテルの前で観よう｣と
言っていたが，都会ではほとんど見えないとアドバイ
スしたが，この時田舎でも観られないことになるとは
思いもしなかった．
朝日が昇った．顔に眩しい日が当たって皆な満足そ

うな表情だ．こうやってじっくり朝を迎えるのは初め
ての体験なのじゃないだろうか．拍手が沸き上がった
と思ったら，お客がゾロゾロといなくなっていった．
寒いのがこたえたのかも知れない．渓谷に少しずつ陽
がさして雄大な景色が眼の前に広がりつつあった．せ
っかくなので，このポイントで最初の集合写真を撮影
した．コートやスキーウエア，毛糸の耳あてや帽子に
手袋をはめて頬を赤くして白い息を吐いているのに全
く違和感がない．それほど朝は冷え込んでいたのだ．
バスに戻る時の表情は皆んな晴れやかだった．

ツアー最大の長時間バスツアー

一度ホテルに戻って朝食を摂った．昨夜と同じレス
トランでのアメリカンスタイルのビュッフェだ．各種
パンにジャム，サラダやフルーツ，ハムやベーコン，
肉，スクランブルエッグに目玉焼き，ドリンクにジュ
ース，コーヒーにデザートといっぱい食べる．
一休みして， 時にいよいよメインイベントを迎え9

るべくデスバレーへ向けての長い一日を迎えることに
なる．今日はデスバレーまで の行程をバスで500km
走り抜けるのだ．

号を南に向けてバスは走る． 号のウイリア64 IS40
ムズに出るまでざっと 時間の道のりだ．昨夜の星空2
観察会に今朝の日の出ツアーと行事が目白押しで，さ
すがに疲れはかくせない．車内はシーンと静まりかえ
っていた．真っ平らな台地をひた走る．左右には背の
低い松の森林地帯が，時折，黒こげの部分が覆ってい
る．乾燥しているために山火事が頻発するらしい．し
かし，生命力というものは凄いものだ．その景色の地
平線を二分する青空に，右手から左手に向かって幾筋
もの飛行機雲が見えている．逆光でその光景が撮れな
かったのが惜しかったが，ちょっとビックリしたのは
川の字に 機が平行になっていて，それが 段になっ3 2
ていたことだ．川・川の字に飛行機が 機固まって飛6
んでいる．方角からしてロサンジェルスを朝一斉に飛
び上がって，中部・東部の各都市へ向かっているのだ
ろうが，日本でこんな飛行機雲は見たことがない．さ
すがはアメリカだなぁ～と思った．
森林帯を抜けてアメリカの田舎らしい町に入ったと

ころがウイリアムスで，バスはここから 号のフIS40
リーウエイに乗った．しばらく左右の車窓からまた赤
茶けた山並みが見えたが，道路はどこまでも真っ直ぐ
東に向かって延びていた．途中，セリグマンというイ
ンターでバスは降りた．大した町ではない，ひなびた
寒村という雰囲気の場所だ．フリーウエイに平行する
道を走りながら小さな店の前で停まった．

スリグマンのルート６６

走る車もほとんど無いこの道路沿いの店は，旗や看
板が所せましと飾られた，一見騒然としたおかしな店
だった．外観からしていかがわしい？が，どの部分に

． ，も の数字が入っている 牧迫さんの説明によれば66
こここそがルート の名残りをとどめる町だという66
のだ．
この広大なアメリカ大陸の｢道路｣にはどのようなも

のがあり，どのように人々の生活にかかわり，そして
どんなドラマがあったのだろう．一つ一つの道路に秘
められた歴史をたどれば，それはそのままアメリカの
歴史であり，また庶民の歴史でもあるのだろう．こん
な思いを今に残すのがアメリカ…のオールド｢道路｣，
“ルート ”なのだ．66

何じゃこりゃ…．日本にもあるレトロ雑貨のショップなのだ

今から 年以上も前， 年(昭和 年)年代初35 1960 35
め，アメリカ製のテレビ・ドラマに｢ルート ｣と言66
うのがあって日本でも放映された．日本でテレビとい
うものが正式に放映されたのが 年(昭和 年)1953 28
で，経済白書が｢もはや戦後ではない｣と掲げ，戦後の
荒廃期の脱出宣言をしたのが 年（昭和 年）だ1956 31

1960 10ったから 年代初めはテレビ時代に入ってまだ，
年そこそこ． 年生まれの自分はまさにテレビッ1955
子世代の代表でもあったのだ．

日本の生活水準もまだまだ，また自動車の台数も少
なかった日本にとって，既にモータリゼーション時代
に入りきらびやかな黄金時代を謳歌するアメリカとは
格段の差があった．団塊の世代より上の方たちにとっ
ては懐かしい番組だろう．でも，そのころまだ幼少の
身？だった自分にとっては，もはや忘却のかなた．テ
ーマ・ソングを聞いた記憶があるが，若い二人の主人
公が真っ赤なシボレー・コルベットで走りまわるとい
うお話しもその光景も実際の記憶はトン思い出せな
い．そんな頃の 番組“ルート ”というドラマかTV 66
ら 余年，今縁あってアメリカを旅する身となり，40
改めて“ルート ”の舞台を目にしている．66
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“ルート ”(正式には“ ”)とは，66 US Highway 66
アメリカ中部のシカゴからカリフォルニア西部のロサ
ンゼルス(サンタモニカ海岸)までの約 マイル2,500
(約 )にわたる，インターステート・ハイウエ4,000km
イである事は知っていたが，いざアメリカ合衆国の地
図を開いて該当しそうな道路を探しても見つからな
い．

店の中はシール・ポスターなどなど"６６"のロゴの小物でい
っぱいだ．あれもこれも記念に欲しくなり時間が足りない…

というのも “ルート ”という正式な ハイウエ， 66 US
イは既になく， 年にアメリカの公式地図からは1985
完全に抹消されてしまったのだ “ルート ”のよう． 66
なハイウエイは，現在アメリカに張り巡らされている
一般道路の延長に過ぎない．子供の頃，ハイウエイ・
パトロールというツートンに星形のマークが付いたパ
トカーがおもちゃになっていて有名だったので，僕ら
世代は高速道路をついハイウエイと口走ってしまう
が，高速道路としての役割は州間高速道路(インター
ステイト・フリーウエイ：ＩＳ)が交通の主役になっ

IS-55ている 例えばシカゴ～ロサンゼルス間の交通は．
・ ・ ・ ・ という つの高速道路をIS-44 IS-40 IS-15 IS-10 5
乗り継ぐ事により，より早く，より便利に行き来でき
るようになった．ハイウエイではなくフリーウエイと
呼ぶのが正しいのだ．
かつて 年以上前，幼き頃の自分が目を丸くし憧40

れとときめき見た“ルート ”は，一部道路の跡に66
“ ” ，わずか という標識だけが散在しHistoric Route 66

古き良きアメリカを偲ぶ郷愁だけが取り残された．そ
の名残りがこのスリグマンという訳だ．

有名人の店主と握手を交わしながら記念写真

いい場所でトイレタイムになったと思った．という

より地理的にもラスベガスとグランドキャニオンを結
ぶ路線上にあり，日本人(特にオヤジ連中)が大好きな
何でも の数字ロゴが入った雑貨屋なのである．66
添乗員の須原さんもここは初めてと言い， ビー66

ルを美味しそうに飲んでいた．僕も仲間のお土産にハ
ーレーダッビトソンの置物，ルート のマウスパッ66
ド，マグカップ，シール，マグネット，車のナンバー
プレート，かみさんは黒い熊の 入りぬいぐるみを66
慌ただしく買い込んだ．何せ，トイレタイムの時間内
で拾いものを見つけ，レジで並んで買わなきゃいけな
いのだからじっくり見て選んでいる暇など無い．
ルート 沿いの道にはここ以外にも似たような店66

が何軒か並んでいた
が，｢ここしかお客が
入らないんですヨ…｣
と牧迫さんが言う．
なぜなら，日本人を
連れてくるバスがこ
の店の前にしか停ま
らないからだと教え
てくれた．ちょうど
店主がいた．｢全米ル
ート 協会｣の会長66
デ ル ガ デ ィ ロ
www.route66giftshop.c
)さんだという．アom

メリカでは誰もが知
る有名人だそうで，一
緒に記念写真におさまった．
バスで大挙として押し寄せ，｢ワーッ｣と物を大量に

買って行ってくれるのだから，日本人はいいお客さん
だと思った．旅行社にどのくらいのバックマージンが
あるのかは分からないが(全くの善意か？)，嬉しい時
間だった．

昼食キングマンでの親善

もっとゆっく
り見ていたかっ
た…という不満
を抑えて皆なバ
スに戻った．再
びセリグマンの
ルート から66

号に乗り換IS40
， ．え 東に向かう

小 時間も走っ1
たキングマン
( )といKingman
うところで再び
フリーウエイを
下りる．
ここもアメリ

カの普通の田舎
町だ．本来なら
ば，ここから

号に別れIS40
US93を告げ，

号で真っ直ぐ北

日本からの添乗員須原洋司さん

キングマンの中華屋前の看板下で
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に進路をとってフーバーダムを経由しラスベガスに入
るのだが，昨今のテロを警戒してこのルートが通行禁
止になっているらしい．確かにコロラド川を堰き止め
たダムが爆破でもされたら，アメリカにとって大打撃
になるのはハッキリしている．
キングマンの郊外で，道路沿いの中華レストランに

入り昼食となった．パン類に飽き飽きしてきたところ
だったので，ご飯はありがたいと思った．ここでは札
幌から一人で参加している年輩の奥田澄子さんと同じ
テーブルになった．ご主人が亡くなってから，体の動
くうちにと海外へ行き始めたそうだ．どちらかという
と文化遺産より自然遺産を中心に何度も行っているら
しい．オーロラを 回も観に行ったそうだ．今回は流3
星雨を見たくて参加したと言う．星も観てみたくて，
やさしい星空教室みたいな講座があれば…というの
で，北海道新聞の文化センターに通うのを勧めた．何
のことはない自分が講師をやっているのだ．
話しのついでに，それなら今度はぜひ皆既日食を観

に行かれるといいと誘った．こちらの経験を自慢たっ
ぷりに話してしまったようで，｢むかつくでしょう…｣
と聞くと，上品な声で｢むかつきますぅー｣と，こたえ
られたのには一同爆笑した．面白い人だなぁ～と思っ
た．
中島さんが髪を束ねるのにつけているバンダナの模

様が綺麗だと，外人のおばさん？おばあさんに話しか
けられて困っていた．日米親善の一役をかって出れば

いいのに顔が怒っていて
，どうするのかと思ったが

食事が終わってバスに戻
ろうとすると大きなキャ
ンピングカーにこのおば
あさんがご主人と一緒に
乗っていた．どうやらリ
タイアしてアメリカを回
っているようだ．さっき
までブスッとしていた中
島さんがチャッカリ内部

．で記念写真を撮っている
ツアー客皆んなでそのキ
ャンピングカーを見せて
もらった．直ぐに出発と
ならないで，しばしの腹

．ごなしになって良かった
うちのかみさんがまた

何か面白いものを見つけ喜んでいる．見ると，アメリ
カの国旗をリュックに差して両手にバケツを持ち，黙
々と歩く髭面のバックパッカーがいた．｢すみません
…｣と寄って行って，これまたチャッカリ記念写真に
おさまっている．海外旅行は人を大胆にさせるという
が，もう何でもありか…．しかし，彼の姿を見送って
いると，その少し後から似たようなバックパッカーの
女性が歩いて行った．こりゃぁ～どうも夫婦のようだ
った．

原爆実験に出てくるような大平原

キングマンから 号に入って，その先が通行止US93
めのために真東に向かう 号に入った．これまた砂68
漠のような盆地を一直線に道路が延びている．地図に

ただのおじさんだヨー

よればここはサクラメント・バレーと記されている．
地平線にはまたノコギリのような山並みが霞んで見え
ていたがブラック・マウンティンズと呼ぶらしい．車
のスピードは 以上でているが，周囲に何もなく80km
開けているのでノンビリ走っている錯覚に陥る．のん
びりではあるが少しづつ前進し，徐々に景色は変わっ
ているのだ．ノコギリの山群を越えると，道路は一気
に下り始め目の前に川が見えだした．フーバーダムで
堰き止められたコロラド川の下流だ．
コロラド川を渡る橋のそばに巨大なホテルが集まる

ように建っていた．フラミンゴだのラマダエクスプレ
スだの大きなロゴのネオンが見える．どうもカジノを
備えたリゾートホテル( )のようだが，随分とLaughlin
辺鄙なところにあるものだと不思議な感じがした．ブ
ルヘッド・シティとか言っていた．デイビス・ダムと
いう堰の上に造られた橋から道路は 号に変わって163
再びゴツゴツとした岩が露わになった砂の山あいを昇
り始めた．山と山の間の低くなったところを越えるよ
うにして，またやっと平地にでると右折し，今度は南
北に走る 号を一路北上する．ここまでキングマUS95
ンから直線距離で は走ったろうか．70km

キングマンを出てからサクラメント・バレーを東に進む

この 号がまた凄い道路なのだ．今までと同じUS95
ようにこの辺りも東西の地平線の果てには山並みが青
く霞んで連なって見えるが，道路の周囲は盆地状の大
平原になっていて，あるのは真っ直ぐに北の地平線ま
で延びた道路だけなのだ．左右に広がる平原は真っ平
らで何もなく，ブッシュが生えているだけの，そう…
ちょうど原爆実験をやる時 に映される砂漠のようTV
な風景と例えれば分かってもらいやすいだろうか．走
っても走っても地平線まで真っ直ぐに道路だけが延び
ているばかりなのだ．
時間も走ったから距離で 以上はあったのだ1 80km

ろうか，ほとんどの客が眠っていた．運ちゃんと自分
だけが起きていたようだった．車が往来しているのが
見えたので分かったのだが，正面に左右に走る高速道
路が見えだした．そこにバスはインターから滑り込む
ように入っていった．そうこうしていると徐々に進行
方向の地平線上に街影が見えだした．みるみると大き
な都会が迫ってきた．おー，これこそがあの有名なラ
スベガスの街なのだ．郊外に入って高速が高架になる
とラスベガス市街が一望できる．博打のラスベガスは
今やアミューズメントを中心としたテーマパークとな
っていると聞いていたが予想以上の光景だ．というの
も高層ビルが集まった所が見えるが，黒い三角形のピ

． ．ラミッド型の建物が一番に目に付いた それとタワー
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確か，ものの本によるとあのタワーの最上部の展望台
の上に落下マシーンが付いているはずだ．ここから見
てもそりゃ恐いだろうと思った．自分には縁がないか
らいいが，何も金まで払って乗らにゃぁいかんのかな
ぁ～と，客の心情が理解できなかった．あの辺りがス
トリップ通りというメイン通りがあるところかなと想
像した．
牧迫添乗員が高速のサービスエリアで小用時間をと

ったら，このままラスベガスをかすめて，一路デスバ
レーへ向かいたいと言った．

急遽，ラスベガスに立ち寄る

日が暮れる前にデスバレーに入るには時間的にそう
余裕がないと言うのだ．ここからまだ 以上は250km
ある．｢何でそんなに急ぐの？｣と質問すると，｢今夜
がメインのしし座流星群ですよ｣．牧迫さんは一刻で
も早くメイン会場となるデスバレーへ皆んなを連れて
行きたいようだった．｢今夜は，食べて，渡部潤一さ
んの話しを聞いたら仮眠して，明け方だよ勝負は…｣
と言うと，｢あれっ，そんなんでいいんですか？｣と意
外な表情をした．誰も急いでデスバレーに行きたいな
んて思ってはいないのだ．｢ならば 時間くらいなら2
…，ラスベガスをかじってみます？｣ということで，
急遽予定を変更して市内で時間をとることに決まっ
た．牧迫さんが運ちゃんに指示して，バスはフリーウ
エイ 号から中心部ストリップ通りに入っていっIS15
た．
本当にここがラスベガスなのだ．あのゴッド・ファ

ザーでマイケルがモー・グリーンを怒らせた，あの砂
漠の人工都市ラスベガスなのだ(少々タクが入ってス
ンません)．カジノを認められた唯一の都市として，
一度は行ってみたいと憧れていたこの街に入ることが
できて感無量だった．通りの両側には高層のホテルが
次々建ち並んでいて，それぞれがテーマパークのよう

カジノ入り口．絢爛豪華とはこういう所を言うのだろうか

に色々な趣向を凝らしている．おとぎの国のお城を型
どったホテル，自由の女神よろしくマンハッタンのよ
うなホテル，そして我々は黒いピラミッドと青空にそ
びえるオベリスク，巨大なスフィンクスのあるエジプ
ト風の｢ルクソール｣というホテルに到着した．
総大理石造りの重々しい豪華なホテルは，どこに何

があるのか全く分からなかった．ピラミッドの中だけ

でも広くて迷子になりそうだ．メイン階のカジノは入
り口にエジプトのファラオやライオンなど大きな彫刻
が飾ってあって怪しい雰囲気を盛り上げている．時間
があまりないので，来た記念に写真だけでもとカジノ
そっちのけで，まずスフィンクスとオベリスクのある
正面玄関まで向かおうと中島・谷口の 名で歩き出し4
た．すると東京から参加の木村功さんが，｢迷子にな
るとこまるので一緒に…｣と追いてきた．実は迷子は
言い訳で一人では寂しかったんじゃないか，と思って
人で行動を共にした．白髪も混じった定年したばか5
りだと自己紹介していたが，かわいい…と思った．
広いの広いの…，その上，階が違うと先に行き着け

なかったりするので，本当に迷子半分になっていた．
それに複雑にホテル内は入り組んで迷路のようだ．ホ
テル内は外から隔絶されているから方向も分からなく
なっていた．写真をパチパチ写しながら何とか正面玄
関に出た．しかし， 階と思った場所が 階だったり1 2
して，上がったり下がったりしてやっとスフィンクス
の前に辿り着いた．そばで見上げてみると，何とはな
しにモニュメントバレーの奇岩以上に中が空っぽのは
りぼての感じがした．所詮，ニセモノは偽物，本物に
あらず…，当たり前かと納得した．

ホテル・ルクソールの巨大スフィンクスの前で

スフィンクスの前にはモノレール駅があって，宿泊
者は各ホテルを無料で行き来できるそうだ．それぞれ
のホテルのテーマに沿ったイベントを観て歩くだけで
もかなり日数がかかりそうで，子供がきても十分楽し
めると思った．ギャンブルはともかくラスベガスはす
っかりテーマパークへと変貌を遂げていたのだ．スト
リップ通りに面して巨大なオベリスクが空に向かって
立っている．いずれもカメラの狭い画角に納めるのに
苦労しながらもたくさん記念写真を撮った．
時計を見ると，もうここまで…．引き返さなければ

集合時間に間に合わなくなる．急いで来たコースを逆
に辿った．

いざ，デスバレー

ラスベガスの市内を南に下って， 号に入りバス160
は東に進路をとった．郊外に出ると相も変わらずブッ
シュの砂漠地帯だ．砂漠と書くとどうしてもアフリカ
のサハラ砂漠のような砂の丘がどこまでも続く状況を
想像しがちだが，ここの砂漠というのは荒野と言った
方が適切かも知れない．赤茶けた不毛の台地というこ
とだ．要するに雨が降らないから緑が少ない．日本の
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ように青々とした緑豊かな山並みというのは全く無く
て，みな禿げ山．土色の山並みで今にも岩や砂がゴロ
ゴロと落ちてきそうな，そう月や火星のような世界と
言った方がピンときそうだ．まて，月や火星に行った
ことがあるわけじゃないから，感じということ…．
朝，グランドキャニオンを出てから雲一つ無い快晴

だったが，デスバレーの方向の地平線辺りに雲が出て
きて少し心配になった．まさか曇るなどとは思いもし
ていなかったので気になり始める．バスの進行方向も
対向車も車の数がめっきり減って，バスが単独で走っ
ている状態だ．かなりの田舎道を走っているという感
じになった．日本で言うところの町村道のようで，ど
うも抜け道を走っているらしかった． 号の途中か160
ら道路を外れて， くらい走ったところで南北に40km
走る 号の交差点( )から，その127 Death Balley Junction
ままデスバレーのある北西へ向かう 号に進んだ．190
平原から徐々に両側に山が迫ってきて，その谷間に入
るようにバスが進んで行く．まさにデスバレーに向か
っているという感じがしてきた．陽が大部西に傾きか
けて山並み方向が眩しいが，バスは坂道をどんどん下
り始めた．前方に広い谷が見え隠れしてデスバレーが
近いと感じた．ガイドブックにこう書いてあった．

塩の結晶で白く見える谷が一望できるダンデス・ビュー

｢昔，インディアンに別の名前で呼ばれていた谷が
あった． 年カリフォルニアに向けてのゴールド1849
ラッシュのさなかに，｢金｣を求めてある小探検隊が近
道をしようとしてこの谷で道に迷った．誤報に惑わさ
れながら，もう一つ砂漠と山を越えれば目的地だと谷
に迷い込んだものだった．その後，一ヶ月もそこから
出られずメンバーのうち数人が酷暑と水不足のために
命を落としてしまう．勇気のある 名が脱出ルートを2
見つけ残りを助け出したが，彼らがその谷を見下ろす
峠まできたとき， 人がこうつぶやいたという “さ1 ．
ようなら，死の谷よ… ．それ以後，この谷は“デス”
バレー”と呼ばれるようになった｣．
｢ふ～ん，なるほど…｣．デスバレーはロサンゼルス

から北東約 ，カリフォルニア州でもこの辺りは320km
不毛の山々の合間に，砂漠の谷が広がる地域になって
いる．太平洋からの湿気を含んだ空気も，途中のシエ
ラネバダ山脈によって遮られてここまでは届かず，雨
も山の頂上近くのみ，それもほんの少ししか降ること
はない．この東カリフォルニアからネバダ州に広がる
広大な砂漠地帯は，山と盆地が南北にひだのように交
互に連らなる地形で，有名なロッキー山脈はもっと東
部，内陸方面にあるものだ．乾燥地帯としては苛酷を
きわめ，西部開拓時代に悲惨な舞台になった場所だ．
デスバレーは正確にはシエラネバダ山脈からおよそ
東にあり，その長さは南北約 ，幅は東西80km 160km

から にわたる．年間降雨量は にも及ば8km 24km 5cm
ず，一年中雲ひとつない晴れ渡った青空が広がってい
るのが普通だ．今回，しし座流星雨を前にして雲が出
ているのがちょっと珍しいほどなのだ．乾燥した高い
山に挟まれて周囲から隔絶されていると同時に，風も
尾根に遮られて吹き込まないため太陽に熱せられた谷

55底と岩壁の気温はとてつもなく高くなる．時には
℃になることも珍しくなく，夜でも約 ℃を下回る38
ことはまれだという．
最近でも，車で行くならガソリンは満タンに，飲料

水も大量に持って行くように注意される．尋常でない
暑さで誰もを寄せつけないこの土地は，一方で不思議
に美しいとも言える．デスバレー北端のすこし開けた
ところにある砂丘は典型的な砂丘の風景であり，鉱物
が露出した岩壁や側の峡谷は赤茶けた色や金色など多
様な色合いを呈している．そして南端，海抜マイナス

とアメリカでもっとも低い地点では，冬は周囲の85m
山からの鉱物を含んだ水が浅く大きい湖を形づくり，
夏には水分が蒸発してかすかにきらめく白い塩の結晶
だけが残るのだ．

砂山が夕日を浴びて金色に光るザブリスキーポイント

今は 月も中旬，さすが真夏の暑さは影を潜めて11
いるが，逆に砂漠気候で夜間は想像以上に冷え込むの
で注意しなければならない．

デスバレーでしし座流星雨

デスバレーの底部中心地にポカッと浮島のような緑
豊かな｢ファーニース・クリーク・ランチ｣が今夜のホ
テル．緑豊かと言っても，砂漠の中にここだけ人工的
に造られたものだ．近所にも 件の高級ホテルがあっ2
る．テニス・ゴルフ・レストラン・ショップと客室
室．ここが一番揃っていて，デスバレーといえば224

大体の観光客がここで宿をとるらしい．確かにここま
で来れば，その先はどちらに行っても 以上は100km
まともな街にはたどり着けないことを考えると，僻地
だとはいえ，ここで一泊するのが得策なわけだ．値段
もモーテルゆえ比較的安い(＄ ～ )．90 130
鳥居のような門(写真)をくぐると奥の方に平屋のコ

， ．テージがあり その奥に 階建ての宿泊棟が数棟ある2
全体の雰囲気はゴルフ場，宿の雰囲気はモーテルと思
えば感じがつかめるかもしれない．さっそく部屋に入
りくつろぐと，先に到着し 泊していた コースの1 B
インストラクター渡部潤一さんと顔を合わせた．｢グ
ランドキャニオンからここまで雲一つ無い絶好の流星
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日和だったのに，この谷に入って雲が多くなった｣と
言うと，｢昨日から同じように雲が流れている…｣と，
今夜も天気は完全には晴れないだろうと告げられた．
しし座流星雨を観る場所は，宿泊棟から離れたゴルフ
場横の芝生の空き地が視界が開けていていいので，そ
こにセットしているということで，夜のバーベキュー
の時また詳しく知らせるということだった．

ここの緑は地下水を汲み上げ散布して造ったものだ

宿泊棟の部屋のベランダは外に続いていて， 階の1
客は部屋の前が芝生なので観ようと思えば椅子を出し
て流星が観られるが，隣の棟との間が狭く視界が十分
開けていないのが困った．できれば部屋の前で観られ
れば，眠くなったらすぐベットに入れるので楽かと考
えたが，そう上手くはいきそうになかった．

どんな状態で肉を食べているのか暗くてよく分からない

シャワーを浴びてすっきりしたところで，夕食のバ
ーベキューのため空き地に集まった．何故かパームツ
リーが生い茂る林の中で，長い木板を並べた簡易的な
野外セットで，ほんのりとテーブルの上にキャンドル
が点いていた．この阪急の客はここデスバレーで，流
星を観るためだけにやってきた コースと，我々天B
文台巡りの コースの グループが合流し流星雨をA 2
迎える．この夕食の時に初めて両グループが顔を合わ
せたのだ．だから，どうというわけでもないが全くの
別ツアーという感じで会話を交わすことも無かった．
その他にも近ツーのグループなど総勢 名くらいだ80
ろうか．やはり，流れ星を観に来るなんて物好きは日
本人だけなのだろう．

時よりバーベキューが焼き上がり順番に皿にも20

らって食べた．しかし，骨付き肉がなかなか骨から取
れず皆んな苦労していた．噛んでも硬くて噛み切れな
いのだ．その上暗いので悪戦苦闘，皿の周辺はグチャ
グチャになる始末だ．僕は舐めった程度で降参し，付
け合わせの芋やサラダで済ませた．だいたいアメリカ
のこういう野外バーベキューなどで，肉にうまいもの
に出合ったことがない．味は大ざっぱでお世辞にも美
味しいとは言えず，あくまで雰囲気を味わうためだけ
のものだ．こんな肉を アメリカだ！ と出す感覚が分" "
からない．それに比べ日本の すきやき の美味さを教" "
えてやりたいと思った．
腹を満たすことができぬまま食事も一段落すると，

立派な 講演卓 を前に｢しし座流星雨｣の講演が始まっ" "
た．ただ，話しということなら聞く耳を持ってもらえ
ないから，講演卓を用意するところなどは如何にも妙
案だ．国立天文台の渡部潤一 先生 の講演と言うこと" "

， ． ，もあり 皆な真剣な眼差しである 流星を観るために

ラフな恰好の渡部潤一氏の講演(右下)を聞く

はるばるアメリカまでやっってきているのだから，旅
行費用にその分も含まれているのを承知のようでシー
ンと聴き入っていた．流星がどうして見えるのか，な
ぜ流星雨になるのか，近年の出現理論，今回の予報の
確度などについて分かり易く説明していたが，やはり
話し慣れているせいかそつがない．うまいもんだと思
った．
講演が終わるとパラパラと解散となったが，まだ夜

半過ぎまでには時間があるので，ショップを覗くこと
にした．ペットボトルに夜食も仕入れなければならな
い．夕食が夕食…だったから，きっと腹が空くのは間
違いない筈だ．かみさんはインディアンの小さな土偶
型の鈴 個を買っていた．お土産は唯一それだけだっ2
た．店内は広く色々なものがあったが，何を買っても
無駄遣いのような気がして手が出ない．ツーソンから
随分と珍しい場所を回ってきて，だんだんお金の使い
方がしぶくなってきたようだ．眼が肥えてきたのかも
知れない．それに，よーっく計算してみると意外に高
い．日本で同じ物を買ったと比較すると ＄が 円1 100
くらいが適正な感じを受けた． 円だと食品や生活130
雑貨は日本の方が安いくらいだ．

時を回ったところで，部屋の前のベランダにあ22
る白いプラスチック製の椅子を各人が一つずつ持っ
て，例のゴルフ場の芝生まで歩いた．持った時は軽か
ったが，距離があるので途中からしんどくなって，し
まいには汗が出てきた．それでも芝生での長時間の流
星観望を思えば，椅子があるのは楽だ．面倒臭くなっ
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部屋のベランダに備え付けの椅子を運んで観察に利用した

たが久しぶりに根性！で頑張って持って行った．
サッカーコート 面くらいの広さの芝生のほぼ中央4

に椅子を並べて陣をはった．三脚も並べ，いつでも撮
影できる状態にカメラやフィルムの入ったカメラバッ
グを横に置いた．夜空には満月が煌々と照って周囲の
様子がほんのりと浮かんで見える．東の方角に，仰角
°位でバーベキューをやったパームツリーの林が10

見え，その上にしし座が昇ってこようとしていた．土
星が高いところで明るいが，林の影に木星も上がって
きているようだった．ただ，薄雲がかかって流れてい
るのが分かる．ただ全く星が見えなくなることは無か
った．一部の天体写真ファンはもっと奥の人気の無い
場所を選んで陣取っているようだったが，同じツアー
客はほぼ全員が我々の周囲に集まった．渡部潤一親子
も隣に布陣し， のビデオカメラを据え付けてWATEC
いたが，不慣れな感じがした．ネジの遊びをワッシャ
代わりにダンボールの切れ端を使っては，カメラがグ
ラつくのも無理はない．

時を回ったが，ほとんど流星らしい流星が流れ23
ない．活動の貧弱な年のペルセウス座流星群のような
夜に似て，この程度では退屈…という言葉がピッタリ
する状況が続く．あきらかに昨年のしし座流星群とは
ようすが違った．足の長い，つまり長経路の流星がま
ったく出ないのだ．もうこの時間になれば流星雨の兆
候が無ければ，急に出現数が増えるとはまず考えずら
い．｢こりゃダメだねぇ…｣｢かすったネ…｣と，僕と渡
部潤一氏が諦めにも似た会話を始めると，にわかに絶
望の色が辺りを支配し始めた．周囲からは，｢…｣，
｢…｣，言葉がない．

時半を回るころになると，かみさんが眠気でダ23
ウン．待てども待てども出ない流星と寒さに諦めて部
屋に戻ることになった．｢昨年，十勝で観たから…｣．
｢そうだな…｣と言うしかなかった．｢もし，流星が出
始めたら起こしてやる｣という約束で彼女はリタイア
した．

時くらいになると出ない流星と旅の疲れが重なっ0
て自分も眠たくなった．もう諦めの境地で機材を撤収
し，部屋に戻ることにした．もうインストラクターの
役目も必要ないだろうと思い，中島・谷口さんと一緒
に部屋に戻ったが，二人は西向きの部屋だったので東
向きの自分の部屋の外でもう少し頑張ってみたいとい
うことだった．｢もし，流星が出るようだったら起こ
して｣と無責任にも監視を彼女らに押しつけ，ベッド

に潜り込んでしまった．
ゴンゴン…ゴンゴン…と部屋の窓を叩く音で眼が覚

めた．何事かと思ったが，カーテンの外で流星を観て
いた二人が何か言いたげにいた．ベランダのガラス戸
を開けると流星が出ているというのだ．何でもピーク
予想の 分間で 個を数えたらしい．時計を見ると10 50
時近かった．出ていないならともかく，それらしい3
出現を見せているならこうしてはいられない．インス
トラクターとしてツアー客の相手をしなければ，と飛
び起きてゴルフ場の芝生へ戻ることにした．
部屋のある宿泊棟と観望サイトのゴルフ場の芝生は

， ．結構離れていて 何度も往復するのはかなりしんどい
昨夜からもう 往復はしていた．そこで今までの通常4
のルートを辞めて，全く違う横の柵を越えて林の中を
突っ切るコースを急いだ．地理的に迂回しているだけ
で距離は無いと感じていたからだ．暗闇が少々不気味
で恐いが，時間の無駄を節約したかった．
と突然，｢シャッコイ！｣．何者かに水を浴びせかけ

られた．｢なんじゃ？｣．周囲の暗闇を見渡したが人影
はなくシーンと静まり返っている．そこで良く耳をす
ますと，シャン，シャン…と，何かが回転する音が聞
こえるではないか．それがスプリンクラーというのは
直ぐに分かった．昼の散水では蒸発してしまうので，

． ， ，夜間にやっていたのだ なんだ そういうことか…と
， ．気分を持ち直し林を抜けると そこは例の芝生だった

他の数グループのツアー客？の間を抜けて我がツアー
． ．客のもとに戻れた 今まで随分と遠回りしていたのだ

それこそ くらいの距離だった．もっと早くに気付1/4
いていれば良かった．

時を回って渡部潤一氏の奥さんと子供が，寒い…4
寒い…と引き揚げて，周囲にツアー客が一人もいなく
なっていた．しかし，さすが潤一氏は のカメWATEC
ラを 時半まできっちり回すので頑張る，と言うので5
側でつきあうことにした．二人っきりになった．つの
る話しもあったのでいい機会だった．録画中のカメラ
の液晶モニターに微かに流星が流れるのが写る．月明
かりで肉眼ではとらえきれないような暗い流星が流れ
ているようだった．

西部開拓時代の歴史を伝える朽ちた馬車の車輪の前で

東の空にうっすらと薄明が始まってきた． 時半き5
っかりにビデオを停止し，後片づけが始まった．首か
らぶら下げていたマグライトを点けて潤一氏の収納の
手元を照らしてあげた．このまま彼らはバスに揺られ
ラスベガス( )へ向かい，そのまま乗り継いで日250km
本まで帰るハードな行程だ．何でも，便の接続が悪い
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のでデスバレーでノンビリしていられないということ
だった．｢たいへんだなぁ～｣と言うと，｢いやぁ～，
バスや飛行機の中で寝ますヨ｣と屈託がない．我々は
ノンビリと朝食を摂って夜までにロサンジェルスに戻
れればいいのだ．ただし 以上を走らねばなら450km
ないが．
７時から別棟のレストランで朝食というので，かみ

さんと二人で向かった．まだ誰も来ていない一番のり
だった．腹がへって腹がへってビュッフェスタイルの
朝食を何度もおかわりした．すると谷口・中島両名も
やってきて，話しは明け方の騒動のことが中心になっ
て，出なかった流星雨の残念会となった．食後は 人4
で一緒に早朝の敷地内を散歩がてら部屋まで戻ること
ができた．

谷口 明美コラム

問題の"しし座流星群"

しし座流星雨のピークとなる夜は、前からわか
っていたこととはいえ、周りの人の顔がはっきり
とわかる本当に明るい夜でした(ほぼ満月)。それ
でも去年のような明るい流れ星が流れるのなら問
題なく見られると思い、 ： 頃から観測場所22 00
になっているゴルフ場に椅子を持ち込み夜空を眺
めることにしました。
去年はしし座が地平線に昇り始めるこの時間に

は｢さぁ…これから流れますよ～｣という合図のよ
うに、明るく経路の長い流れ星がいくつも流れて
いたのを思い出し、期待と共に夜空を見上げたの
はいいのですが、今年はどうしたことかまったく
流れてくれません。薄青い夜空を横切るのは、い
くつもの飛行機雲ばかり…(ただ、飛行機雲が月
明かりに照らされ、巨大彗星の尾のような眺めに
は感激したが)。
これってもしかして…まさか…、時間と共にど

んどん不安は募り、ついにワタナベ両氏(渡部潤
一さんは観測前に講演を行ってくれました)の口
から｢こりゃ駄目だなぁ…｣の声が発せられてしま
いました。｢え～っ、せっかく来たのに～なんで
～｣って、思わず心の中で叫んでしまったほどで
す。まったく流れる気配のない夜空を見上げるの
はなんともむなしく、流れないことで寒さが数倍
身にしみて来てしまいました。結局、ゴルフ場で
の観測は諦め、去年はこんなんじゃなかった…と
未練たらたらで部屋に戻って来たのが 時頃だ24
ったと思います。
でも、せっかくだからピーク予想の ： ま02 30

では頑張ろうということで、中島さんと一緒に観
測続行。渡辺さん夫婦の部屋の窓側の芝生からち
ょうど東の空が望めるので、そこに椅子を並べ、
しばらくねばることにしました。ねばること数時
間、すると少しずつですが、流れはじめてきたで
はありませんか。次第に数も増えていき、ピーク
予想を 分ほど過ぎた頃からちょっと流れてる10

、 、 、かな～ という具合になり 一応数を数えてから
寝ている渡辺さんに報告する事にしました。去年

ほどの数ではないけれど流れはじめているので、
起こしてもかまわないだろうと思い、 ： か02 46
ら 分間計測し、東の空で 個弱の流れ星を数10 50

。 、えたことを伝えました それを聞いた渡辺さんは
思い出したように飛び上がり、インストラクター
としてツアーの人たちが観測しているゴルフ場へ
と向かいました。私たちは、そのまましばらく観
測を続けあとで同じツアーの人が 人ほど加わ2
り、結局 時頃まで夜空を眺めていました。05

10アッシャーさんのピーク予想は時間にして
分ほどずれていたようですが、数は別として時間
の予測のすばらしさに今年も驚かされました。た
だ、去年のしし座流星群のすばらしさを経験した
私にとっては、去年のしし座の再現がならず不満
が残るものとなってしまいましたが、逆に去年更
別で最高の条件で見られたことはとても貴重なこ
とだったのだと、改めて思いしらされました。や
っぱり去年思ったとおり、あのときに一生分の流
れ星を見てしまったようです。
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⑥１１月１９日(火曜日)

デスバレーを縦断観光

東から昇った太陽の陽がやっと谷底の辺りまで届く
頃になると，気温も上がって爽やかな空気がデスバレ
ーを覆い始めていた．しかし，想像していたほど流れ
星は出なかった．昨年の大出現を知っているだけに消
化不良のままだ．ただ，何とも言いようのない一夜の
事実を胸にしながらも，皆んなの顔は相応に爽やかな
感じを受けた．キットピークに始まり，セドナ，隕石
孔，ローウエル，モニュメントバレー，グランドキャ
ニオンとインパクトのある場所を巡ってきたせいか，
何故かしし座のことだけが悪い印象として残っていな
いのだ．しし座の事はしし座のこと．それにも増して
今回は雄大なアメリカの自然を思いっきり堪能できた
ではないか．

デスバレー国立公園．ビジターセンターの看板前で記念写真

時．そんな思いを振り切るように，｢まだデスバ9
レー観光が残っているのだ｣と，宿泊棟の前に横付け
されたバスに乗り込んで宿を後にした．まずはホテル
より北隣りのデスバレー・ビジターセンターへ向かっ
た．展示室やギフトショップで時間を潰している間，
牧迫さんがカウンターで入園料を払って，地図や資料
を調達してくれた．展示室にはデスバレーの大きな立

デスバレーの中心部に広がる白い塩湖を目指す

体模型があって，まさに盆地地形のようすが手に取る
ように分かった．観たところを後で復習するためにデ
スバレーの日本語訳の付いた薄い写真集( 頁，＄50
)を買った．9.95

バスは今度は南に進路をとってホテル前を通り，ラ
スベガスからやって来た 号の坂道を登らず，その190
まま谷の 字の分岐点に沿って 号に入った．東Y 178
側のまだ日陰になっている山裾を進むが，行く手に太
陽の光を浴びた広大な砂漠が広がり西側の山並みが遠
く青く霞んでいる光景が続いていた．地平線の砂漠が
白い湖のように見えたが，干上がった塩湖になってい
るという．途中からその塩湖目指してバスが入ってい
くと強い陽射しにいっきに車内が暑くなった．
ゴトゴトと砂地の悪路を埃を舞い上げてゆっくり走

っていると乗用車と一台すれ違った．珍しい…．山の
上からデスバレーの谷を見下ろすと，そこは真っ平ら
な砂漠か白い塩湖におおわれていて，どうみても昔の
幌馬車隊が行く手を阻まれた感じはしないのだが，そ
の場に立ってみてなるほど理由が分かった．凝固した
塩の結晶と泥が混じり合い，大地は大きく盛り上がっ
て激しい凹凸を造り上げている．｢悪魔のゴルフコー
ス｣( )とは絶妙なネーミングだ．平Devil’s Golf Course
らに見えた場所はゴルフどころか歩くことも出来ない
凄い地形だ．谷は南北に長いが東西は ほどしか10km
ない場所もあるが，この地形にグルッと迂回しなけれ
ばならないことを考えれば，世界一の暑さが何倍にも
堪えただろう．

こりゃ確かに幌馬車が通ることはできない…な

誰が捨てたかペットボトルの空き瓶が一つ．｢中島
さん…，それに水を一杯入れてやるから歩いて帰って
来たらどうだ？楽しいゾ｣と言ったら，｢いやぁ～…｣
と膨れていた．
そこから ほどまた南に移動すると，干上がっ5km

た湖の一部が結晶化していない場所に着いた．今度は
水状態だが，鏡のようになってさざ波一つたたない．
景色が綺麗にひっくり返って映っているのは見事だ．
地名はバッド・ウォーター．｢悪い水｣( )とBad Water
いう意味からきているが，舐めると塩っぱいのは当た
り前．生き物すら住むことができないくらい塩分濃度
が高い．ところが，近づいて観察していた頭の薄くな
った 歳位の加藤利通さんが ｢ゲンゴローのような｣50 ，
生き物を発見し喜んでいる．誰かが｢アメリカでもゲ
ンゴローって言うのか？｣と突っ込むと，一悶着あっ
て以後彼は 加藤ゲンゴロー と仲間内で呼ばれるよう" "
になった．加藤さん会社でリフレッシュ休暇をもらっ
て参加したというから，きっと大きな会社だろう．時

GPS々，分に似合わず最新モバイルパソコンや携帯
， ，など 高給摂りを臭わせる所持品を披露していたので

｢リフレッシュ休暇なんて，零細企業にはないワヨ？｣
， ．と いいとこの中堅管理職かなぁ～という噂になった
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加藤さんの職業がどうあれ，旅行中の我々には何の関
係もない．それまでムスッと怪訝そうな振る舞いでツ
アー馴染めていなかった加藤さんも，ゲンゴローと名
前が付いて身近な存在になった．本人は納得していな
かっただろうが…．

塩の結晶になる寸前の塩湖．テカテカの鏡のようだ

このバッド・ウォーターの側の崖の中間辺りに白い
看板が見えた．注意して探さなければ見えないような

， ，小さなものだが ｢エレベーション－ ｣とあるから0m
その線が海水面を示す位置だと理解できた．つまり我

々がいまいる場所が
海面下 のアメリ86m
カで一番低い場所と
いうことになる．
デスバレーは静寂

の世界．人の声も車
の音も全く聞こえな
い谷を太陽がジリジ
リと照りつける，ま
さに｢死の谷｣．冬に
なる今が観光シーズ
ンで，夏は危険を伴
うため団体バスなど
の立ち入りは禁止さ

．れるというから凄い
サハラ砂漠で ℃57.8

が記録されるまでここの ℃が世界最高記録とい56.7
い， 年に ℃(華氏 ℃)以上の日が 日1974 37.8 100 134
連続して記録されたという灼熱地獄の大地なのだ．
そこからバスは ｋｍほど大平原を南下し，南東50

方向の山の低くなった場所を目指して高度を稼ぎだし
た．ついに我々もデスバレーとお別れだ．｢さらば死
の谷よ｣と心で振り返りもせず呟いてみたが，誰もこ
の感傷には気付いてくれなかった．当たり前か…，別
に死の苦しみを味わったわけじゃないから．ならば，
｢さらば，しし座流星雨｣と言い換えよう，出なかった
が…．

本当に｢さらば死の谷よ！｣

デスバレーを抜けるこの山も，本当に月か火星のよ
うな殺伐とした風景だ．電線や脇道，当然人家などは
全く無い．冬のオリンピックのモーグルのデコボコの
ように低い場所を左右にぬって道は続いている．この
辺りの禿げ山のてっぺんに天文台でも造れたら，｢星

あそこが海抜０ｍ地点だ

が本当に綺麗に見えるんだろうな～｣などと，オタク
なことを考えたりしていた． 分， 分，延々とそ10 20
んな山間部を走っていると，暑さと寝不足とが重なっ
てまたシーンと車内は眠りに入っている．景色を眺め
ている者などはほとんどいない．自分も変化の無い景
色にコックリしかけるが，それにしてもバスの運ちゃ
んはツーソンから全てを一人で運転しているのだから
凄いと思った．流石というか，これほど労働条件が厳
しいのはアメリカだからか…と感心した．トイレ休憩
時間に顔を見ると，やっぱり眼が真っ赤になっている
のを見おとさなかった．仕事があるだけまだましなの
か…，そう思った．
高地の山間を下ると，やっと南北に走る 号に突127

き当たった．右折してベーカー( )というフリーBaker
．ウエイの 号の通る街までまた１時間ほど走ったIS15

街が近くになると交通量が増えて，周囲に塩湖のよう
な湖が見られ，ベルトコンベアーで採掘するプラント
などもあった．

ロサンジェルスへ向けフリーウエイ１５号を東に進む

ベーカーでフリーウエイに乗って一路西へ西へと向
かう．やはり州間道路は整備されて走りやすい．道路
はよほどの物がない限り真っ直ぐ一直線に延びてい
る．牧迫さんが右手に西部開拓時代に栄えたゴースト
タウンがあると教えてくれた．

巨大なアウトレットモール

バーストー( )という割と大きな都市を通過Barstow
し，南に道路が方向を変えた郊外の辺りで一端バスは
高速を下りた．遅い昼食のために巨大なアウトレット
・モールで時間をとるというのである．確かに郊外，
インターチャンジ以外に街など無い殺風景なところ
だ．少し走ると大きな敷地を有したショッピングセン
ターのような駐車場にバスはすべりこんだ．さしずめ
日本で言うところの巨大スーパーのような場所で，背
の高い建物は無く何せ横に広いのだ．駐車する場所を
間違えると，目的の店まで歩いて行くのがしんどい．
ハンバーガーショップといえば，マクドナルドやモ

スバーガーが有名だが，今，アメリカではイン・アン
ド・アウト・バーガー( )というのが，美味IN-N-OUT
いというので話題になっているという．そうは言って
も，要するに簡単なもので昼食は済ませようというこ
とらしいが．他にもピザやケンタッキーがあったが，
お客から異論は出なかった．

段重ねのテリヤキ・ハンバーガーにコーラ，ポテ3
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トセットだったが，確かに美味しく食べられた．まっ
たく味が日本人にピッタリで抵抗が無かった． 個で1
お腹いっぱいになるほどビッグだったが，僕と中島さ
んはおかわりも という誘いに 個も食べてしまっOK 2
た．満腹になったところで， 分くらいの自由時間40
になったが，アウトレット・モールの散歩をするしか
選択肢が無いようだ．別にショッピングに興味は無か
ったが仕方ない．

日本では滅多に食べないハンバーガーをパクリ…｢美味い！｣

有名なブランドのほとんどが出店している．ナイキ
・チャンピオンなどのスポーツブランド，ラコステ，
マンシング，マクレガーなどの衣料関係，アウトドア
関係や靴，バッグなど種類も多彩だ．しかし，アウト
レットとはいえ元々が高級ブランド，値がはるものだ
から 割から 割安いとは言え，とても買えるような2 3
値段ではない．半値でも手が出ない．昨今の日本のデ
フレで一番下がったのが衣料品だということを考えれ
， ．ば とてもここで無駄遣いなどできるはずもなかった

自分が買えるのはせいぜい 枚＄ の シャツくら4 10 T
いだろうか．ただ，それではせっかくというので本屋
を探して，アメリカの道路地図( )＄Road Atlas 2002

を＄ で購入した． 型の大きなものでこれは12.95 6 A3
買い得だった．

アウトレット・モールのPOLO(Ralph Lauren)の前で記念撮影

だれも大した買い物はしなかったようだ．集合時間
には全員遅れることもなく揃った．さぁ！ロサンジェ
ルスまで ，もう少しの辛抱だ．100km

グレーター・ロサンジェルス

そういえば，アメリカの現地添乗員牧迫さんがロサ
ンジェルスからやって来たのは，最初ツーソンに出迎
えてくれた時に紹介したはずだ．ここは彼のテリトリ
ーだからマイクを握って話す内容もなめらかだ．治安
が悪くアメリカに住むようになって， 人くらい知10
り合いが銃で撃たれ亡くなっているそうだ．人種の雑
多なアメリカに於いて，所得差が犯罪に直接結びつい
ている内実を具体的な数字を使って説明してくれた．
そんな現実の中でアメリカへ渡ってくる日本人，そし
てその理由や苦労などに話しが及んで，こちらでは余
り個人の渡米理由については言いたがらないらしく，
また聴かないことが暗黙の了解だそうだ．それは，ほ
とんどが胸を張れる理由で来ているとは限らないから

． ． ，だろう 確かにそうかも知れない 代さかのぼれば3
まともな出所ではない北海道人と感じがよく似ている
なぁ～と思った．
牧迫さんは九州男児．子供の頃からアメリカに憧れ

て，何度か密航まで企てて来ようと思ったらしいが，
家出を親には失恋の痛手と勘違いされたようで，彼の
半生は聞いていて退屈しなかった．少々，出来過ぎの
内容ではあったが…．
陽も大部西に傾いて， 号は南西に向かって延IS15

びて，前方に横たわる山影に向かっていた．周囲には
さすが住宅や工場が見えるようになって，ロサンジェ
ルスが近いのを感じた．ロサンジェルスの北に東西に
のびるサン・ガブリエル山脈が徐々に近づいている．
北から入る我々はあの山を越えるとその南側に広がっ
ているロサンジェルスに入ることになる．
ロサンジェルスというのは実は大雑把な言い方であ

る．そういう街は存在しないのだ．しいていえばダウ
ンタウンを指すのだろうが，もっと広範囲な地域，全
体に北海道の道央圏くらいの規模を想像するといいか
も知れない．例えばサンタモニカは小樽，ディズニー
ランドのあるアナハイムは岩見沢，空港は千歳，ユニ
バーサルスタジオは当別，ロングビーチは苫小牧とい
った感じだ．それらが縦横無尽にタダの高速道路で結
ばれている．これら一体をグレーター・ロサンジェル
スと総称しているのだ．その間を移動するだけでも時
間を要してしまうので，市内といっても思った以上に
あちこち見て歩くのはしんどい．現在，ダウンタウン
から も離れた場所を走っているが，ここも既に50km
ロサンジェルスなのだ．
山脈を抜ける頃は眠っていたようだ．眼が覚めたら

バスはもう市内の 号から 号，ジャンクショIS15 IS10
ンを縫って 号， 号にのって，一路ダウンUS57 US60
タウンにあるリトル東京を目指していた．もちろん車
窓から見える景色は周囲に広がる住宅地でびっしりで
ある．バスの前方に夕日にシルエットになる恰好でダ
ウンタウンの高層ビル街が小さく見えていた．牧迫さ

， ．んは 水をえた魚のように元気にマイクを握っていた
｢この辺りに私の住む家があります…｣．

ロス，最後の夜の反省会

時間があれば 人でタクシーに乗って，ハリウッド4
のチャイニーズシアターにでも行ってみたいと考えて
いたが，どうもそんな時間的余裕は無さそうだった．
今夜の夕食もフリーの予定で，オプションのメキシコ
料理｢メキシカン・ディナー・ショー｣の参加希望者が
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名ほどしかいなく，携帯で催行可能か問い合わせて3
いたが中止になってしまった．でも，ホテルがリトル

東京の｢ミヤコ・ホテル｣
ということで安心した．
ダウンタウンのリトル東
京には，日本食専門店や
レストランがたくさんあ
るのを知っていたので，

．それで構わないと思った
，1991年のメキシコ日食で

このロスに来た時，ヤオ
ハンのビルでカツ丼を食
べたのを思い出した．は
なっから高いオプション
のディナーは敬遠して安
くあげる予定だった．し
かし，牧迫さんは商売人
である．ここで夕食の客

を逃しては…と，すぐにリトル東京にある知り合いの
｢日本食レストランで夕食をセットします…｣と言いだ
した．一部の年輩の方々は高級なニューオータニ・ホ
テルで夕食を済ませると言って外れたが，ほぼ，牧迫
さんと共に 週間に渡る旅行の反省会を打ち上げるこ1
とになった．
今夜のミヤコ・ホテルは本当にリトル東京の目印で

ある有名な｢櫓(やぐら)｣から くらいの場所にあ100m
った．ホテルに着いて直ぐに，最後のお土産を買い出
しにでた．親戚や職場に配るお菓子や小物はここで買
っておかないと空港は何でも高い．ミヤコ・ホテルは
番通りに面しており，玄関から東へ１丁行ったとこ1
ろがリトル東京である．途中，お寺があったが，小路
に入ると左右は日本語の看板が並ぶ商店やレストラン
が軒を並べていた．奥まったところにあるお土産屋を
覗くと，結構｢ ｣と称して安売りをやっていたのSALE
で，缶や箱に入った有名なチョコ・クッキーを 箱10
まとめ買いをした．それに汗をかいた時の作業用にい
いと思って 枚＄ の シャツも買い込んだ．メリ4 10 T
ーズのようなアソートチョコも買い込んで，両手にか
かえるようにしてホテルまで戻った．今夜が最後，夜
遅くにはスーツケースにきちんと詰め込んで，残った
ドルは最後の空港で使うことにする．
午後 時ロビーに集合し，牧迫さんが引率する形で7

歩いて 番通りの東端(リトル東京より 丁東側)にあ1 1
るレンガ造りの店に行った．一見，レストランとは言
いながらもフリーでは入りずらそうな高級なたたずま
いだったが，聴くと会員制の店だということだった．
ここでは店も無防備だと襲われかねないので，ドアは
きっちり閉まっていて，インターホンで連絡しないと
入れてもらえない．少し待たされたが，一同ゾロゾロ
と入っていった この日本食レストランは入り口に｢花．
菱｣と書いてあった．こじんまりとして，寿司店っぽ
いカウンターがあって，奥には小上がりが つ つあ2 3
った．奥の小上がりに皆んなで落ち着いた．主人も奥
さんも日本人で，牧迫さんは常連客のようだった．こ
うやって日本人のお客をよく連れてきてくれるのか，
主人の愛想はとても良かった．めんどうのないように
一人＄ の｢おまかせコース｣での注文になった．45
まずは，長いバスの旅で汗もかいた．白いタオルで

顔の汗を拭ってサッパリ．そして，ビールで乾杯！と
なった．ゴクッ，ゴクッと最初の一杯はいっきに飲み

リトル東京の目印｢櫓｣

干した．｢ふっ～｣．
本当にうまいと思っ
た．すると，ビール
はこの店の主人のサ
ービスだということ
で，より一層うまく
感じた．酒の肴から
次々と小鉢に盛った

．料理が運ばれてくる
久しぶりの丁寧な日
本食に，何を食べた
か覚えてはいないが
全部美味かったこと
だけは確かだ．何一
つ残すことなく胃に
収まった．
それより，ツアー客同志がここに来てやっと気がほ

ぐれたのか，旧知の仲のように会話が弾んでいる．も
う，遠慮がなくなって各自が好き勝手なことを言い合

． ．っているのだ 牧迫・須原添乗員もいつになく冗舌だ
週間という旅を終えるにあたって共通の話題ができ1
たからだろうが，短い旅ではあったが思いおこせば色
々な事があって，確かに最後の夜にこんなに会話が楽
しかったツアーは初めてのような気がした．決して特
別何かがあった訳じゃないし，ただの天文オタクのよ
うな変わり者ばかりで個性といえるものじゃないのだ
が，明日帰国すればもう会うこともないだろうという
安心感だろうか．妙に他人の悪口がユーモアたっぷり
で，聴いていても心地良かった．

⑦１１月２０日(水曜日)

ロサンジェルスを後に成田へ

朝のロスのダウンタウンの街の景色を見下ろす

朝は 時に起きていた．窓から朝日を浴びた市庁舎5
が見えた．上部が日本の国会議事堂に似ている 階37
建てのビルだ．前回来た時，市庁舎に通じるオニズカ
通りをショッピングしたものだが，今は危なくて歩け
ないらしい．外からピーポー・ピーポーとサイレンが
けたたましく鳴っている．窓の下を見ると 番通りを1
何台ものパトカーが走り抜けていた．さすがロス，朝
からカーチェイスだ．
昨夜の打ち上げの後，何人かはカラオケに行ったよ

うだ．我々は部屋に戻ってからの記憶が無いから，直

ロスでは高級な割烹・寿司の花菱
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ぐに寝てしまったのだろう． 週間分の疲れを解消す1
るかのようにグッスリ眠れた．朝のシャワーを浴びて
時の開店一番に朝食のレストランに向かった．この7
ミヤコ・ホテルは名前にもあるように日本人が多い．
食事もご飯は言うに及ばず，海苔や納豆まであってま
ったく日本の旅館のようだ．納豆で 杯もおかわりを2
してたらふく食べた．これで何とか日本まで持たせな
くては…ならない．
ホテルのロビーに荷物を持って集合した．お土産売

り場(ショップ)を覗いて，冷蔵庫に張り付ける絵が立
体的になったロサンジェルスのマグネットを見つけて
購入した．我が家の冷蔵庫の扉には，パリ，ケープタ
ウン，シドニーに次いで並ぶことになる．空港までの
バスが回送されてきたが，昨日まで 週間をともにし1
た運ちゃんはバスとともに変わっていた．もうちょっ
とチップでも渡して感謝の気持ちを伝えておくんだっ
たと，今になって忘れていたことを後悔した．牧迫さ
んは空港で待っているということで，須原さんが案内
していた．
どこをどう走ったか皆目見当がつかないが， 分30

ほどでバスは最初に入国したロサンジェルス空港に到
着した．見覚えのある白いアーチの上にレストランが
のった恰好の空港ビルの下を通って，国際線出発ター
ミナルに入ると玄関先で牧迫さんが小走りで駆け寄っ
てきた．直ぐにバスの底からスーツケースを下ろして
いる．彼は，朝早く森ばぁ～の搭乗手続きのため先に
来ていた．エクゼクティブ( クラス)で大阪行きのユC
ナイテッドに乗せたらしい．ユナイテッドのマイレー
ジが貯まって，今回のしし座ツアーでユナイテッドを
利用するツアーが阪急交通社だったので，このツアー
に参加したようだ．そういえば，ツアー料金のうち飛
行機代を 万円しか値引いてくれないと文句を言って5
いたのを思い出した．つまり， 円の参加費用27,7000
の内エコノミーの料金はそんなもんなのか～と思っ
た．そういえば昨夜の別れ際，星の説明のお礼…とい
って，僕に焼酎のおまけに付いているボールペンをく
れた．子供じゃないんだからいらない，とも言えずし
まったが，ただ，お金持ちというのは(関西の…)やっ
ぱり出すものは 円たりとも無駄にしないもんだと，1
つくづく感心した．
大きな声で元気いっぱいの森ばぁ～がいないのも少

， ．々寂しいものだ と思うから慣れというのは恐ろしい
でも，きっとまたどこかの天文ツアーで会いそうだな
ぁ～と思って武者震いがした．

最後のお別れはビシッとスーツで決めた牧迫久則さん

アメリカに着いた時と違って出ていく者には寛容な

お国柄である．チェックはそんなに厳しいものではな
かった．それでも長い列にはなっていたが， 分ほ10
どでゲートを通過することができた．搭乗待合室に上
がるエスカレータの辺りで，ウロチョロしているナイ
チンゲール姿のお婆さんが，残ったドルの小銭の寄付
を要求していた．
延々と出発ゲートまで歩かされる．最初のところの

， ．免税店は小さく 頼まれたタバコは売っていなかった
こりゃ困った…と諦めかけたら，ずっと奥の方に大き
な免税店が現れて安心した．さっそく二人で免税範囲
の カートンを買った．その時，側に来るとき機内で4
一緒の席だった吉野さんが寄ってきて，｢親切に声を
かけてくれて，ありがとうございました｣と丁寧な挨
拶をされた．｢まだ日本まで時間があるよ｣と言うと，
｢このまま流れ解散になってしまうかも知れないので｣
と思ったらしい．性格が出ているなぁ～と思った．い
い娘だとあらためて思った．

国立公園のサンタ・クルーズ島とサンタ・ロカ島(奥)

ロサンジェル空港を西に向かって飛び上がった飛行
機は右に少々傾いて進路を北西にとった．サンタ・バ
ーバラ海岸をかすめるように眼下にはチャンネル島国
立公園( )の島々が見えた．Channel Island National Park
ほどなく太平洋上に出たのか，左の窓からは海しか見
えなくなって，その後は徐々に雲海に覆われた．
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⑧１１月２１日(木曜日)

成田から千歳，そして帰宅

時半にロスを出発して太陽を追うかっこうで太11
平洋を跨いで飛んできた．当然，日付変更線で 日先1
になってしまう．途中，何度か窓の外を見たが，雲海
ばかりで何も見えなかった．地球の自転の方が飛行機
より速いのか，太陽が西に傾きかけていた． 時間10
の飛行は予定通りで日本は夕方で薄暗い．到着 時間1
半前くらいになって日本の陸地が見えるかもと思った
が，海だけだった．到着 分くらい前になって機は30
高度を下げ出したが，着陸 分前になってやっと窓10
から千葉の九十九里の海岸線が見えた． 時 分，16 30
とうとう成田だ．
暗くなった成田に機がゆっくり着陸すると，激しい

逆噴射がかかって体が少し前のめりになった．後はい
つもの通りだ．荷物受け所まで通路を歩いていくのだ
が，終わったなぁ～，やっと帰れるという喜びと，ま
たいつもの生活に戻るんだなぁ～という寂しさが交錯
する．税関の出口では須原さんがツアー客に最後の挨
拶をしていた．僕は｢じゃ～また来週…｣と言って別れ
た．次の週の土曜日に日食ツアーでオーストラリアで
また一緒なのだ．
荷物を取って我々は第 ターミナルから国内線の第1
ターミナルへ移動しなければならない．循環バスが2

来ていたので小走りに急いだため，ほとんどの人と別
れの挨拶もできぬままバスに乗り込んだ．吉野さんが
言っていた流れ解散になってしまった．それでも，同
じ国内線経由の和歌山県の田坂夫妻が一緒に乗ってい
た．奥さんは，｢家に着くのは深夜を過ぎますワ｣と田
舎を嘆いていた．関西空港から電車に乗り継いで紀伊
半島の新宮市までは遠そうだった．

日本食が一番．元気を出して千歳までもうひとふんばりだ

第 到着ロビーの国内線で搭乗手続きを済ませ荷物2
を預け，夕食を食べに国際線出発ロビーの食堂街へ向
かった． 時になっていた．同じ札幌の奥田さんも17
一緒だ 蕎麦が食べたいという僕のたつて希望で ｢う． ，
どん・そばの讃兵衛｣という店に入ってザル蕎麦を食
べた，みんな美味しそうだったが，奥田さんが｢私が
一番年寄りですので…｣と勘定をもってくれた．あり
がとうございます．
国際線から国内線までは結構通路が長く離れている

ため時間を食ってしまったようだ．荷物検査のボディ

チェックはものすごい混みようで，ここを通過したの
が出発時間 分前だった． 時ちょうどの札幌行き10 18
は海外帰りの客でかなり混んでいて満席状態だ．手荷
物のデューティフリーの手提げ袋に韓国，グアム，ハ
ワイ，香港，台湾などの文字が目立つ．とうに出発時
刻になっているのに，中央の 席になった中年女性客4
がスュチュアーデスに何か文句を言っている．どうや
ら，荷物の置き場もないうえに，トイレにたつのも不
便だから｢こんなに混んでいるなら，スーパーシート
に替えてもらえない！｣とリクエストを出していたの
だ．急に言われてもスッチーも直ぐにハイとは言えな
い．｢少々お待ちください｣と，まずは機内の状況を落
ち着かせなくては，出発もできない．その女性客は，
混み合う一般客の有象無象と一緒では気分が悪いとで
も言いたそうだった．席が悪いのは何も我々のせいじ
ゃない．最初からスーパーシートに乗ればいいじゃな
いか．亭主の稼ぎで旅行して，その程度の理由でスー
パーシートへとは何様のつもりだ…と思った．
小 時間の辛抱だった．機はほどなく千歳空港に着1

陸し，預けた荷物を受け取って出口で 人は解散とな5
った．誰もが家路を急いでいた．中島・谷口は高速バ
スで麻布へ行けば，身内の車が迎えに来てくれるとい
うことだ．奥田さんは同じく円山公園行きの高速バス
があって，そこから自宅までタクシーといっていた．
我々夫婦は，空港到着出口で空港パーキングの送迎ワ
ゴン車で一度空港近郊の駐車場へ行き，そこで預けた
車で自宅を目指した．久しぶりに運転する愛車で千歳
インターから札幌南インターまで走り，我が家に荷物
を入れて落ち着いたら 時を回っていた．23
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ツアー客全員の記念写真(日数の多いＡコース) デスバレーのザブリスキーポイントにて(牧迫添乗員：撮影)

グランドキャニオンの圧倒する景観に言葉もない．訪れた者は渓谷をバックに記念写真におさまるが，この雄大な景色は写真で
はどうしても伝わらない．やっぱり自然を体験するには現場を見るのが一番ということか
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