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ベネズエラ共和国
立派なハイウエイ、建ち並ぶ近代的なビル群、地下鉄など整備された都市交通。首都カラカス

の町はコロニアル風の古い建物はあまり目につかず、高層ビルばかりが視界に飛び込んでくる。
その都市化した姿は、どこかアメリカ的な機能優先の町のように見える。石油のもたらした豊か
さが、この国の急速な近代化と都市化を生んだ。ベネズエラは世界でも有数の産油国であり、輸
出総額の７割以上を石油が占めている。近代化とともに人々の暮らしも大きく変わってきた。一

、 、部の大土地所有者が支配するかつての植民地社会構造から 中産階級を生み出す社会へと変化し
教育水準も高まった。また、農村から都市へと人は流れ、農業、牧畜業は衰退(食料の半分以上を
輸入に頼るほど)し、工業、サービス業中心の社会が出き上がった。都市人口の増加に伴い確かに
新たな問題も現れてはいるが、活き活きとしたエネルギーあふれるカラカスの姿は、南米の明日
を感じさせる力に満ちている。カラカスやマラカイボといった大都市を離れると、ベネズエラは
まったく違った姿を見せてくれる、マルガリータ島をはじめ、カリブ海の魅力的な島々、アンデ
ス山脈の山々、オリノコ川が育む豊かな平原、そして未開のギアナ高地。こうした雄大な大自然
が手つかずのまま残されている。臨海地帯の観光開発に続き、内陸地帯にも観光案内や宿を始め
とするサービス態勢がが整い出し、奥地にも入りやすくなった。とはいえ、辺境にはまだ裸族が
暮らす深い森があり、その全貌は旅行者にはまだまだ閉ざされたままである。
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ベネズエラ皆既日食紀行
１９９８年２月２０日から３月５日( 泊 日)13 14

渡 辺 和 郎

１９９８年２月２７日にあったベネズエラ皆既日食の紀行文を、札幌天文倶楽部の会報『デネ
ブ』に数回に分けて連載しました。１９９９年９月１１日(水曜日)のヨーロッパ・ドイツ皆既日
食へむけ，倶楽部参加者の志気を盛り上げたいと思ったからです。また、過去の日食を自分でも
しっかり書き残しておかないと、どんどん忘れてしまいますので、どうでもいい事まで細かく書

筆者いてしまいました。忙しい人も暇な人も無理して読まなくてもいいです。

① ２月２０日(金)
ベネズエラとギアナ高地

今回の日食で、行き先が“ベネズエラ”と初めて聞
いた時、この国のことについては中学生の頃に社会科
で習った｢石油産油国｣｢マラカイボ湖｣くらいしか思い
出せなかった。全くベネズエラという国に関する知識
は無いに等しかった。けれど、大方の人は僕と同じ程
度の認識ではないかと思われる(それは失礼…か)。
この南米の地で皆既日食でも起こらなければ、ベネ

ズエラという国のことなど考えることもなかったはず
だ。今回の皆既帯は、このベネズエラのマラカイボ湖
近くのカリブ海に突出する 斧 の形をした｢パラグアナ" "
半島｣を横切った。ちょうど斧の刃の部分にあたるとこ
ろに位置する寒村｢ロス・タケス｣村が、僕ら旅行グル
ープの観測の場所となった。当然、パラグアナ半島ど
ころかロス・タケスなどきいたこともなく、縮尺の少
しでも大きな地図を捜して、その周辺をじっくりと調
べてみた。｢ベネズエラの首都はカラカス…｣。縮尺か

、ら大体の距離を測って北海道内の距離と照らし合わせ
そこから現地までこれだけ離れているのだから、｢この
旅は結構きついものになるな…｣と、実際の距離感を想

像していた。
ベネズエラはコンロンビア、エクアドル、ガイアナ

などと並んで、南アメリカ大陸(南米)の北の海岸、赤
道付近のカリブ海に面する国である。南米大陸だが、
赤道を挟んでわずかに北半球側になる。当然、この辺
りは貧しく治安が悪いと考えるべきだが、その中にあ
って石油の恩恵から周囲の国々に対しては意外に裕福
という情報だった。大きな本屋さんでベネズエラの旅
行ガイドブックを探したが見あたらない。やっとペル
ーなどの南米の国々と一緒に紹介されているものを見
つけ買い求めた(やはり、｢地球の歩き方｣)。しかし、
使われているページはほんの少し、内容が簡単すぎて
ほとんどイメージをつかむことができない。ページの
扱いからして、まず普通は観光で訪れる国ではないよ
うだ。
ところで、何年か前…。 スペシャル番組で話題NHK

になった｢ギアナ高地｣という秘境もの番組を見たこと
1,000mがあった “江守徹”のナレーションで、標高。

以上のテーブル・マウンテンが、切り立った断崖を露
わにし、うっそうと茂ったジャングルの上にそびえ立
っていた。その映像はまさに圧巻だった。山々の上部
はいつも厚い雲のベールに覆われ、なかなか姿を見せ
ることがなく、落差 のエンジェル・フォールが1,000m
滝壷に落ちる前に霧になって雲散する。それはそれは
強烈な印象として記憶に残っていた。｢失われた世界｣
という映画のロケ地に使われ、その映画は僕も見たこ
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とがあった。｢こんな場所が本当に実在するのか…？｣
と、思ったものだった。そのアマゾン、ジャングルに
そびえるギアナ高地の入り口が、この国ベネズエラか
らだということを、この時初めて知ることになる。
最近の 番組はチベットに代表されるように極地TV

ものが脚光を浴びているが、その走りがこのギアナ高
地からだった。今回の日食ツアーにこの観光が含まれ
ていたことも、日食以上に興味がそそられた。｢こんな
ことでもなければ、ベネズエラくんだりまで足を運ぶ
こともなかろうに…｣。そう考えるのは至極当然のこと
だった。

雪景色の千歳を出発

年 月 日(金) いよいよ出発の日である ｢札1998 2 20 。 。
幌雪祭り｣も終わって、本格的な冬ももう少し我慢とい
う頃だった。佐藤智秀さんに無理をいって荷物ともど
も車で千歳空港まで送ってもらうことができた。この
日は成田前泊で、まだまだ長旅の前の余裕だった。千
歳空港のセンターモールでは、エプソンのカラー・プ
リンターのキャンペーンが行われており、カタログを
もらうふりをしてキャン・ギャル(ギャルってのは死語
か？)のそばに近づき、二人でひととき目の保養をさせ
てもらった。それにしても飯島直子のアップ顔のテス
トプリントを見て、まるで写真のような画質にビック

。 、リした ピン・ドットのプリンター時代に比較して8
その性能が格段に向上したのには驚いた。
チェックインの時間になって、日に一便の成田行き

に搭乗した。佐藤さんに礼を言って待合室に入った。
すぐに搭乗が始まって窓側の座席に腰を下ろした。機
窓から千歳の誘導路やエプロンの横に、まだ雪が残っ
ているのが見えた。 時 分発の ( 便)成田行14 25 JAL 562
きは、途中雲海ばかりでつまらないものだった。それ

。 、でもでスッチーをチラチラ見ては暇をつぶした 昨今
機材も大型になりその人数も多く、機内を見渡せば好
みの一人や二人に出くわすものだ。そうこうしている
うちに到着してしまう。オヤジというのはこの程度の
ものである。

雪のまだ残る千歳空港を成田へ向かって飛び上がる

夕方まだ明るいうち( )成田に到着した。今日は16:00
あと何もすることがなかった。時間があり余っていた
ので、スーツケースを一時預かりにして、第 ターミ2
ナルの 階飲食店街まで足をのばした。緑茶の缶飲料3
と押し寿司セットを買い込んでから(合計 円)、ホ800
テルのシャトルバスで｢成田東急ホテル｣に入った。そ

の頃には、辺りはすっかり暗くなっていた。ホテルの
周囲には全く食事ができるような場所がない。何も無
い農村地帯に無理矢理国際空港を造ったものだから、
ホテルもその周辺に旅行客相手用に造られ、普通の繁
華街などあるはずもない。そこで、気安くホテルのレ
ストランに入ろうものなら、ディナーは最低の和食弁
当でも 千円もとられる。この前( 年 月)のモン5 1997 2
ゴル日食で、同じ前泊で全日空ホテルのレストランに
入って値段の高さに目が飛び出たことを思い出した。

円の夕食などもっての他だ。たまの海外旅行だか5,000
ら贅沢になりがちだが、ここから贅沢しては先が思い
やられる。そこで今回は部屋の を見ながら、持ちTV
込みで一人黙々と夕食をたいらげた。これが一番安く
て簡単な食事だ。とはいえ、こんな状況の一人旅は何
か寂しいものがあるが…。

立派な｢成田東急ホテル｣(1泊朝食付で10,000円)
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② ２月２１日(土)
さぁ…，成田出発

一人でわびしい成田のホテルのひとコマ

翌 月 日(土曜日)。朝 時には目が覚め の2 21 6 TV
のニュースを見ながら、ひと風呂浴びた。一人だNHK

から の音が近くでしているだけで、何となく気がTV
30紛れる。髭を剃ってシャキッとしたところで、７時

分にはレストランへ向かった。宿泊にバイキング式朝
食が付いているので、和食を中心に納豆・玉子・牛乳
などをしっかり食べた。これからしばらくは日本食に
ありつけない。早メシで有名な僕だが、今朝は外の冬
景色を見ながら、ゆっくり食べた。全面ガラス貼りの
ウインドー越しに見る真冬の雑木林は、葉がなく枝だ
けで、どこか北海道の春のような感じさえした。しか
し、雪が全くない分だけ殺風景でもある…。こんなた
わいもないことを考えながら食事をするのも一人のせ
いだと思った。
成田空港、第 ターミナル、団体カウンターの前に1

午前 時に集合なので早めに部屋をあけた。ホテル・10
ロビーに出ると予定より一本前の空港行きのシャトル
・バスに偶然間に合った。おかげで、空港ではかなり
時間に余裕ができてしまった。ノースウエスト航空の
出る第 ターミナルで時間を潰すことになったが、ソ1

、ファーに座って目をつぶったり辺りを見回していると
アルミのカメラケースにこれみよがしに日食ステッカ
ーを何枚も貼った、それと分かる客が徐々に増え始め
た。いかにも｢私は日食経験が豊富です…｣とでも自慢
した気なのか、天文というよりは日食オタクが多いの
だ。しかし、冷静にみれば｢自分も同じように見えるん
だろうな…｣と、苦笑した。
団体カウンターでチェック・インして、いよいよ出

発だ。出国手続きを終えコンコースを動くエスカレー
ターで移動し、出発ゲート前のソファで最終待機。暑
かったので紙コップ式のコーラをカウンターで買い求
め飲む。しかし、飛ぶように売れているためか、ぬる
くて炭酸が抜け気味で不味ものだった。その間に自宅
に電話を入れてみることにした。周囲の雑音に聞き取
れないので、右耳に指を押し当て､｢これから成田を出
る…(云々)｣と話しかけた。きっと、かみさんの電話口
からは、よくテレビのドラマに出てくるシーンのよう
に、空港のアナウンスが流れて成田にいる雰囲気が伝

わっているだろうと思った。このまま行方不明になっ
たら｢ちょっとした推理小説のアリバイみたいだなっ
…｣と、訳の分からないことを想像したりした。
搭乗順はファーストとビジネスが先。エコノミーは

一番最後になる。座席は既に決まっているのでソファ
に座り一番最後に乗ることにした。焦っても時間通り
にしか機は動かない。やっと機内に入ると、芋の子を

。洗うように狭いところにビッシリと客が詰まっていた
薄暗く、こころなしか機内はドンヨリと霞んでいた。
この飛行機は成田発ではなく、どこか東南アジア(台湾
・香港とか)からのトランジット(一時寄港)で、日本で
客を追加してアメリカへ向かう便のようだ。既に満席
状態だ。昨今の航空機は安売りでも何でもしてジャン
ボを満席にして飛ばすことが多い。飛行機の機内ほど
貧富の差が歴然とした処はないが、やはり僕はエコノ
ミーの人種だった。
後で入ったために重い経緯台を梱包した手提げケー

スを入れる場所がなく難儀した。このために客は我先
にと乗り込んでいるのだ…。自分の座席を捜し当て、
腰を下ろすと、いよいよ機内の一員となって長い旅が
始まる。

機上の人になる

昨今は目的地へ直行で、アンカレジに一度下りるこ
ともないから、満タンに燃料を積んだ上に満席の客、
それにあの荷物の数だ。滑走路をエンジン全開に疾走
するジャンボだが、国内線と違ってなかなか飛び上が
らない。｢おいおい、こんなに助走が長くて大丈夫か？
…｣。いつも国内線では滑走しだして直ぐに上昇する。
その感覚があるせいか、滑走路が足りなくなるのでは
ないか…と余計な心配をしてしまった。そんなことは
ない。ほどなく、機体がゆっくりと浮いて上昇を始め
た。これから 時間の機内生活が始まる。12
ノースウエスト航空機は 時に成田を出て日本列島15

(東北)に沿って北上し、北海道、千島、アリューシャ
ン列島づたいにロッキー山脈を越え、ノンストップで
五大湖のデトロイトを目指す。離陸して雲の上に出る

、 。とアッという間に陽は傾き 外はすぐに真暗となった
｢それにしても前泊といい､これからまたわざわざ北海

1道上空まで引き返すのか …｣と考えれば考えるほど
日が無駄な行程だと思った。しかし、この方が運賃が
安いのだから仕方ない…。機内誌や免税カタログなど
に目を通し、気を紛らせながら｢飛び上がってからどの
位経ったかな…｣と腕時計に目をやると、まだ 時間も1
過ぎていなかった。

。 、綺麗なスッチーでも見て時間を潰そうと考えた が
ノースウエスト航空は男性パーサーか、おばさん・お
ばぁちゃんばかりで見るべき若い娘がいない。バスの
ように飛行機が日常になれば、こうなるのだという見
本のような航空会社だ。話しによれば、歳をとっても

。辞めないので老人ばかりになってしまうということだ
しょうがないので目をつぶってウトウトしてみるが、
後方に流れるジェットの轟音は強烈で、とても寝るな
ど無理な話しだ。｢だから…エコノミー席は、機の後方
なのだ｣と実感した。
数時間経ったところで、｢スピード ｣の日本語版の2

映画が始まって、見ていない最新のものだったのでア
ッという間に終わってしまった。続いて 本目と 本2 3
目は字幕と英語で熱中できなかった。映画を 本を見3
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たため数時間が過ぎたが、座席の位置が悪かったせい
で目と首が疲れてショボショボになってしまった。そ
れでも飛び立ってまだ半分も経っていない。これで寝
られればいいのだが、僕は飛行機では寝られない。
窓側の人に少し席を譲ってもらって機外を見ると、

オリオン座が南中しているのが分かった。うさぎ座に
続く下方に目をやると地平線以下なのか何も見えなか
った。北海道で見る星空とそう変わらないと思った。
もっと北を飛んでいると思っていたが、意外に緯度の
低いところを飛んでいるなぁ～と感じた。
徐々に夜が明け、カナダなのか、下界には雪を被っ

た穀倉地帯のような景色が見えるようになった。機上
で見る朝焼けは何回見ても綺麗だ。そうこうしている
内に、また雲に遮られ退屈な時間が過ぎた。機内は出
発時に比べ､きちんと座っていた人も、腰を座席深く落
としたり、斜めになったり、横になったり、足を投げ
出したり、毛布や枕がそこらじゅうに散乱し荒れ放題
になっている。忍耐・忍耐の鍛錬に飛行機は格好の場
所といえる。いつも感心することに若い外人はスウエ
ットやジャージ姿でくつろいでいる人が多いのだが、
ぼくがジャージ姿になるとかみさんに｢頼むからズボン
をはいてくれ、だらしなく見える …｣と小言をいわれ
てしまう。日本人は機内でも背広など着て意外にきち
んとしている。そこが日本人らしいといえばそれまで
だが、本質的に外人は何を着ても格好良さが違うんだ
ろうと思った。
ぼくは時折、席を立って機内の通路を一周したり、

後部便所の横の非常ドアの窓からズーッと下界を眺め
たり、背伸びしたりをしていた。おばぁさんスッチー
が、いかにも嫌そうな形相で席に戻るよういうので、

。 、 、ずっと居座ってやった すると 側で嫌がらせなのか
たばこを吸い出したのには驚いた。これじゃスッチー
じゃない、ただの婆々だ！

成田からデトロイトまでの搭乗券．ノースウエスト航空は北
米線を中心とした米国大手．米兵の輸送で業績をのばしたメ
チャ安の会社で知られ現在経営が危ないとか

② ２月２１日に戻る
米国を通過

到着時刻が迫ってくると機内が何とはなしに慌ただ
しくなる。機体が徐々に降下し始めた。狭いところか
ら抜け出せる解放感からなのか気持ちがワクワクする
のだろう。雲の切れ間から千歳に降りる時の石狩平野
のような、うっすらと雪に覆われた広い畑が見えだし
た。どこまでも平らで山が無く、さすがアメリカだな
ぁ～と感じさせる。何本も平行する滑走路が見えた。
空港の大きさがまるで違う。それを見ながら旋回して
スーッと機体が舞い降りるように着地すると、｢グワー
ン｣とエンジンが逆噴射した。
いよいよ米国到着だ。誘導路を走っているとき窓の

外に目をやると、巨大な空港ビルに同じような垂直尾
翼の赤い機体ばかりが何 も駐機しているのが見え10
。 、 。た まさに ここはノースウエストのハブ空港なのだ

何事もなく米国入関を通過し、ここから国内線の小型
ＭＤ機を乗り継いでマイアミへ向かうことになる。一
気にマイアミに向かえばいいものを、格安ツアーは、
まず中部のメンフィスを経由するコースになった。
デトロイトの国際線から国内線へはバスを使って空

港内を移動する。ところが待てど暮らせど待合にバス
が来ない。｢いつになったら乗れるんだ！｣と立ちっぱ
なしだったので、足が棒になって腹がたった。それも
そのはず 人乗りのミニバンたった 台でピストン輸15 2
送をしていたのだ。
やっと国内線のビルに送られた。しかし、そこに入

ってからもえらく長いコンコースを歩かされた。架台
、の入った手提げアルミケースの取っ手が掌に食い込み

何度も左右に持ち替えた。暖房が必要以上に効いてい
るせいか、額からは汗が流れて参った。広い空港なの
で、やっぱりキャスターを持ってくれば良かったと後
悔した。

メンフイス空港の売店(暗いのでカメラブレしている)

ほどなく乗り替えた 機は、一路米国中部メンフMD
ィスを目指し飛び上がった。機内はジャンボと違って
狭くバスのようだ。それもそのはず米国の国内航空機
はバス並みなのだ。その主流は 人から 人乗り100 150
くらいの小型機。ジャンボ機のような大型機は米国内
ではほとんど見かけない。千歳－羽田のような国内線
をジャンボが飛ぶ日本の方が珍しいのだ。そのおかげ
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で団体の座席がまとめて取れず、余った席をつないで
こんな変則コースになってしまったらしい。
雲海の上に出て窓の外を眺めていると、平行して飛

ぶ機が見えた。遠くに目をやると飛行機雲を引いて飛
んでいる他のものも数機見える。下方には、すれ違っ
ていくのも見えたから、広い米国の空とはいえ、なん
と超過密なことかと思った。 時間 分あまりでメン2 30
フィスへ。外はデトロイトとうって変わり陽差しも強
、 、 。く 雪もなく 何となく南へ飛んで来た実感があった

しかし、空港内はどこも似たり寄ったりだ。ここがメ
ンフィスの空港なのかは、内部からは伺い知れない。

。またも長いコンコースを延々と歩かされて乗り継ぎだ
そこで、中継地の空港とはいえ、せっかくメンフィス
に降り立ったのだから、待合いの時間に空港売店で、
その土地らしいお土産を買っておこうと思った。あち
こち徘徊したが、これまた、どこもみな同じような土
産しか置いていない。要するにマグカップでもお皿で
もキーホルダーでも、地名やロゴ、野球やバスケット
の地元チームの名前が違うだけで、商品は同じ代物ば
かりなのだ。デトロイトでもメンフィスでも売店をし
っかり覗いてみたが、そんな理由で嫌気がさして何も
買わなかった。
再び 時間 分あまりの飛行でフロリダ半島の先に3 30

あるマイアミ空港に着いた。空港ロビーに向かう通路
はさすがに冷房がガンガン効いてたが、湿度が高いの
かジワッと蒸し暑さが伝わってきた。外は真っ暗で、
もう深夜にほどちかい時間だった。閑散としたビル内
をまた徒歩で移動して、今度は米国からの出国。｢アベ
ンサ航空？｣など聞いたこともない(きっとベネズエラ
の航空会社なのだろう)。ベネズエラへ向かう南米行き
の待合い室は、ビルの陰のような場所で空港の喧騒と
はかけ離れシーンと静まり返っていた。目の前に、古
いボーイング－ 機が待ちかまえていた。｢うぇー！727
やっぱり…これに乗るの…。ちゃんと飛ぶのかぁ
～？｣。心配になった。日本では既に退役となった機体
だが、まだまだ現役で飛んでいるのだ。これには少々
不安を覚えた。

マイアミのアベンサ航空のカウンター前に並ぶツアー参加者

深夜というのにずっと起きているので腹が空いた。
しかし、僕は正直言うと機内食にはほとんど手をつけ
ない。というのも、味がちょっと違うと食欲が出ず、
まったく食べる気になれないのだ。特に配膳がはじま
って、レンジで料理を温めたときの臭いが機内に流れ
ると食欲は一気に減退する。機内で疲れが溜まってい
るから食欲もわかないのかもしれない。それでも周り

を見渡せば、必ず一つ残さず綺麗に食べる人がいる。
これには正直感心する。｢やはり、どこでも何でも食べ
られなければ、海外旅行をする資格がない｣と、この時
ばかりは痛切に感じる。いつもスーツケースに｢サトウ
のご飯｣と｢レトルトのカレー｣は欠かしたことがない。
米が無い生活は考えられないのだ。
年前のペルー日食( 年 月)へ行った時のこと4 1994 10

を思い出した。あの時も、やはり乗換えがこのマイア
ミ空港だった。自宅から｢おにぎり｣を持って出て、成
田で飛び上がった時 個食べ、このマイアミで 個目1 2
を食べようと割ったみたら、プーンと臭がして腐って
いたことがあった。機内や乗り換えで 時間経ってい24

、 。ても 目的地まで 日以上経っている感覚がないのだ1
どこへでも数時間で行ける日本国内で、そんなに長い
旅を経験したことがないからだろう。マイアミがいか
に遠いところにあるかを悟る一件だった。
｢そんなことがあったなぁ…｣と思い出していると、

待合い室に国際電話を見つけた。暇にまかせて自宅に
電話してみようと思いたった。｢あれから、何時間経っ

。 、 。ただろうか… 僕は まだ目的地に着いていないのだ
こんなに遠い所まで来たゾ…｣とかみさんに言いたかっ
た。カードを何回も差して数字をプッシュしたが、結
局つながらなかった。専用の国際電話カードでなけれ
ばダメらしかった。

ベネズエラは遠かった

4機内は夜中のせいでシーンと静まりかえっていた。
、時間の飛行でカリブ海を越えて深夜のベネズエラ首都
。カラカスの｢シモン・ボリーバル国際空港｣に降下した

ボリーバルはベネズエラ独立の父と呼ばれる人物。要
するにケネデイ・フォートワース空港と呼ばれるよう
な、著名人の名を付けて呼んでいるわけだ。結構、外
国の国際空港には地名以外に国家を代表するような人
物の名が付いたものが多い。
飛行機の窓から空港のようすを見下ろすと、夜なの

で何も見えない。当たり前か…。ただ一面真っ黒な闇
、 。にクリスマス・ツリーのように 点々と灯りが見えた

上へ上へと延びて、山の形が分かるほど綺麗なものだ
った。大きな街明かりは見えなかったので、この空港
はだいぶ郊外にあるなぁ～と感じた。日本のように光
りに溢れた都会とは全く違っていた。これがベネズエ
ラ最初の印象だった。
冷房の効いた空港を出るとムッとする暑さが襲いか

かってきた。バスは冷房をフル回転させ、揺れると上
部に備えられた機械から、結露した滴がバシャ・バシ
ャッと外窓づたいに流れ落ちるのが見えた。そう型は
古くない真新しいバスだったので安心した。ナトリウ
ム灯でオレンジ色に浮かび上がる空港を出るとすぐに
高速道路に入り、ほどなく喘ぎながらゆっくりと登り
だした。かなりの急勾配なのか、トンネルを幾つもく
ぐり、どんどん標高を上げているのが分かる。それに
しても、こんなに立派な高速道路が整備されていると
は驚きだった。添乗員に言わせると、｢良き時代の石油
のおかげ…｣だそうだ。富は社会資本の整備に使われ、
高速道路が眼に見える遺産の一つとして残っているそ
うだ。
飛行機から見た山伝いの灯が、ここでもびっしりと

頂まで続いて漆黒の山肌にへばり付いて光っている。
裸電球の灯りらしく、｢ランチョ｣と呼ばれる貧民の掘
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っ立小屋のものだという。その詳細は次の日の朝にな
って分かった。裕福な国に近隣から不法入国者が絶え
ない。そういう人たちの住処の灯りだったのだ。

近代的都市 カラカス

海岸沿いのシモン・ボリーバル国際空港からアンデ
ス山脈の 級のアビラ山域へ。異常な数のランチ2,000m

1,000mョが灯もる北斜面を首都目指してバスで一気に
をかけ上がり、トンネルを抜けると道路は片側 車線3
の立体交差となり、目の前に林立する高層ビル群がド
ーンと姿を現した。誰がこんな山の上に、こんな近代
的な都市があると想像したろうか。首都カラカスは石
油で得た富を象徴するかのような立派な近代都市だっ
た。ガイドブックの平面の地図からは全く伺い知れな
いことだった。これは、ちょうど小樽へ行く途中の銭
箱海岸から一気に手稲山に登って、そこに札幌のよう
な大都市が広がっているようなものだ。これにはビッ
クリだ。

３０時間かかってやっとホテルで寝られる．本当に嬉しい

バスは深夜の人気の少ない街を縦横に走る道路をか
け抜けて、ダウン・タウンとでも言うべき高層ビル街
の密集するヒルトン･ホテルに向かった。ひときわ高い
ビルの上に“ＨＩＬＴＯＮ”の電飾が浮かんでいるの
がバスの中からも見えた。凄い立派なホテルだ。しか
し、すぐ側まで来ているのに、何故かバスはその周囲
を 度ほどグルグル回って、なかなか玄関にたどりつ2
かない。後で分かったことだが、複雑な一方通行に運
ちゃんも迷ったということだった。

南十字星がど～んと目の前に

深夜の 時も過ぎて、もうすぐ夜が明ける時間にな3
っていた。札幌にいてはまず泊まることのできない立
派なヒルトンのコンドミニアム型(ソファのある居間と
階段下にベットルームが何部屋かある、マンションの
ような)の部屋に落ちついて、ベランダに出てカラカス
の夜景を眺めたてみた。頂上に赤い点滅塔がいくつか
見えたので、すぐ近くをグルッと高い山が取り囲んで
いるのだろうことが想像できた。｢あそこへ登れば、カ
ラカスの街(盆地)が眼下に一望できそうだな…｣と思っ
た。
南向きだったせいか、隣の 本の高層オフィスビル2

(まだいくつ
かの窓の灯が
ついていて、
事務机やロッ
カーが見え
た)の間を見
て ｢あれ…？、
オオーッ！｣
と感動してし
まった。そう

。 、なのだ 丁度
ドーンと｢南
十字星｣が南
中しているで
はないか。ケ
ンタウルスの
α・β星も並
んで、なんと
も絵になる景
色だった。南
十字座自体は
小さい星座な

、 、のだが 山やビルなどの対比する地上物が側にあると
。太陽や月に限らず星座も大きく感じるものだと思った

、 、カメラを構えたくなったが わずかに雲が流れていて
シャッターチャンスに恵まれなかった。
それより、そうこうしていると睡魔が襲ってきた。

飛行機疲れと睡眠不足である。寝る方を優先した。急
いで風呂に入って汗を流しベットに横たわる。瞼が自
然に下りてきて、眼をつぶった。｢来たな…ベネズエラ
まで…｣。そんな感慨にふけっていると、ふと自宅に電
話してみようと思った。成田の出発ロビーで、｢今から
出る…｣と電話をかけたのが、 日(土曜日)の昼ころ21
だった。今の日本は 日(日曜日)の夕方のはず…。も22
うあれから 時間以上が経った計算になる。30
クレジット・カードをフロントで登録して回線を開

いてもらう手続きをして、初めて電話が使える。ピ・
ポッ・パ…。｢プルルル…プルルル…｣と呼び出し音が
した。カチャッ、｢はい。渡辺です｣と、かみさんが出
。 。 、 。た ｢オレだ！ オレ… 今 やっとカラカスに着いた

疲れた…｣。｢エッ。こんなにかかったの。身体、大丈
夫？｣と、お互いが短い単語を並べるだけで、まともな
会話になっていない。｢これからがたいへんだ…またか
ける｣とか言って、国際電話は高いと思って何をしゃべ
ったか分からないまま切り上げた。

ホテルのベランダから見た南方向(山伝いに
広がるランチョ)
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③ ２月２２日(日)
カラカス市内の散策

眼が覚めると昼に近い時間になっていた。寝た…寝
た…。青い空に筋状の白い雲が流れて清々しい一日目
を迎えていた。今日は全くのフリータイムだ。一緒に
来た コースのツアー客はもう午前の飛行機でギアナA
高地へ向かったはずだ。僕はその間、日食を見る現地
にツアースタッフと先乗りして準備にあたる。ギアナ
高地へは コースに合流して帰りに行くことになってB
いた。
少しカラカスの街を歩いてみようと添乗員から市内

地図のコピーを借りて、何も持たずホテルを出た。ガ
イドブックは持っていたが、分厚いので邪魔になると
思った。ただ、大事なパスポートとカード、コンパク
ト・カメラをウエストポーチに入れておいた。ホテル
の側に地下鉄があったようだが、考えてみれば現地通
貨は１ボリーバルも持っていないことに途中で気づい
た。ドルしかない。そこで、思い切って歩くことにし
。 。た 無理をしないで行ける距離だけにしようと思った

地下鉄の ・ 駅分も歩ければ上出来。そこで戻ってこ2 3
ようと考えていた。
太陽がサンサンと照りつけてはいるが、高地のせい

。 、で意外に涼しく快適だ 片側 車線はあろうかという3
ボリーバル通りを西にテクテク歩きだした。周囲は高
層ビルが立ち並んで整備され、綺麗な場所だった。公
園も多く、ちょうど中島公園の中を歩いているような
感じである。パームツリー並木の要所々に、ベンチが
あるのが助かった。子供たちが三角ベースの野球をや
っていたが、サッカーでないのが意外な感じがした。
だいぶ歩いたところで観覧車のある遊園地と、人や

車で溢れているバスターミナルのような広い場所に着
いた。地方へ行くのか？ひっきりなしに古いバスが砂
埃をあげて出入りしている。ここは高層ビル街と違っ
て闇市や露天がたくさん出て、お祭りのような騒ぎに
なっていた。
地図を見ると、そこからすぐ北西の地下鉄の通りに

博物館や市役所、国会議事堂やカテドラルが集まる場
所が記てあった。もうひとふんばりすることにした。
スペイン統治時代のボリーバルの生家があるというの
で捜した。細い小路の角地に、そこだけコロニアル様
式風(出窓がある)の建物があったので、これだなぁと
思い、記念に何枚かカメラにおさめた。誰もいないひ
っそりとした建物で、カラカスは静かなところだと思
った。そこから少し行くと、今度はたくさんのベネズ
エラ国旗はためく賑やかな場所に出た。｢なに…？ こ
れがそうかなのか…｣。着飾った衛兵が戸の前に数人い
て、そばに行ってよく観察すると“ボリーバルの生家

” 。 、 。＆博物館 と書いてある ｢なーんだ アホみたい…｣
さっきのは、ただの民家だったとここで悟った。｢どう
りで、ひっそりとしていた…｣はずだった。一人でガイ
ドブック片手に歩くと、写真付きの紹介記事でもなけ
れば、こんなものだと苦笑いした。

、すぐ裏手に白亜の市庁舎や議事堂が集まっていたが
せいぜい高さは 階建てくらい。外観はそれらしい重2
厚な感じはするものの、一国を代表するには意外にこ
じんまりとしていた。国会議事堂の正面玄関の門の両

脇に女神像があったので写真に収めた。何故かという
と、どこでも女神像はミロのビーナスのようにグラマ
ーなのだ。どの角度から撮ると女体が立体的に見える
か、あっちへこっちへ移動した。つい、へんな嗜好と
いうかこだわりが出てしまう。

南米独立の父と呼ばれるシモン・ボリーバルの生家・博物館

議事堂の辺りでは、楽器を鳴らすパフォーマンスに
インデイオ系や黒人系の人垣が何個所かできていた。

、覗いてみるとギターや太鼓を中心に民族音楽を奏でて
それに合わせておじさんたちが踊っている。そばで出

意外に小さな建物のベネズエラ国会議事堂

店のバラックの露天前には長蛇の列ができて、アイス
キャンディーをほうばっている人がたくさんいた。カ
テドラルの前のボリーバル広場には、たくさん人が集
っていたが、実はここらへんにいる人は地方から来た
観光客が多いのではないかと思った。ポラロイドを下
げた写真屋さんが数人、馬にまたがったボリーバル像

1 4の前で市民相手に商売をしている 値段を聞くと 枚。
1ドルという。考えてみれば自分の写った記念写真が

枚も無かったので、記念にここで 枚撮ってもらうこ1
とにした。
式典の予定があるのかブラスバンドの集団がいて賑

やかだ。しかし、周囲は見るからに貧しそうなのが分
かる人たちばかりだ。それに比較してスペイン系のほ
りの深い顔だちの人たちは、着るものからして違い、
通りすがりの僕にもその貧富の差がはっきりと見てと
れた。近代的なオフイス街では、ほとんどこういう人
たちが職場を席巻している。
帰りはメイン通りを跨ぐ場所を違えたらしく、道路

を渡れず高架橋を上がったり下がったり。バス乗り場
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の真ん中を横切ったり、露天裏に入り込むなど、近道
を探そうとすればするほどかえって遠回りになった。
どうも袋小路にはまり込んでしまったようだ。余計な
労力を使って汗がジトーッとしたたり落ちた。それで
、 、も ウインドショッピングならぬ露天ショッピングは

質の悪かろう窃盗品のような変な小物がたくさんあっ
て楽しかった。欲しいと思うような物は見つからなか
ったが、僕が子供のころにコカ・コーラのホームサイ
ズ型のキーホルダーが欲しくてたまらなかった。その

カラカス市内の公園の風景．この向こう側にバスターミナル
や屋台村があったが，道路を渡るのに苦労した

コーラ、ペプシ、ファンタ、そしてベネズエラを代表
するポーラー・ビールの高さ くらいのミニチュア5cm
・ボトルを売っていたので、 本を ドルで買ってし4 8
まった(記念に家に飾ろう思ったのだが、帰国後､かみ
さんに｢どうするの？こんなもの…｣と、不思議そうな
顔をされてしまった)。どこでも東洋人が珍しいのか、
ジロジロ見られたが、昼間のせいか身の危険を感じる
ことはなかった。

きれいな地下鉄

｢そろそろ日本食が恋しくありませんか？｣。旅行社
の担当者にそう言われて、夜はカラカス郊外にある日
本食レストランで食べることになった。ヒルトン・ホ
テル本館にも日本食レストランがあるが、不味くてべ
らぼうに高いということだった。タクシーは渋滞する
ので｢行きは地下鉄にしましょう…｣とロサンゼルスの
旅行社サンフラワー社から派遣されてきた牧迫(まきさ
こ)久則さんの案内で、ホテル前のベラス・アルテス駅
に向かった。
駅に入ると立派な券売機が並んでいたが、どれも使

えなかった。窓口で切符を買うことになり、その理由
をきくと、インフレが早すぎて機械の調整がついてい
けないとのことだった。エスカレーターで降りたホー
ムは、金属っぽい未来型のとてもベネズエラにいると

。 、は思えないシャレたものだった 列車はフランス製で
これも石油の遺産なのだろう。プラスチック製の実質
本意の座席は清潔感があった。快適な乗り心地はフラ
ンスの高速列車 のような感じである。アルタミラTGV
という駅まで行って、山側に歩き出した。途中、道路
は小さめの札幌の大通り公園のようになっていて、お
祭り騒ぎで人がごったがえしていた。闇夜にほんのり
と暗めの電球が並び、浮かびあがる女性は皆な綺麗に
見えた。スペイン系女性の豊満な体型は｢情熱的な南米

にいるんだな …｣という気に一層させられる。そうい
えば、ミス・ワールドといえば必ずパナマとかベネズ
エラ出身の女性がなるというのにうなずけるものがあ
った。｢ちょっと眺めていたいな…｣と思ったが､｢渡辺
さん！ 行きますヨ…｣とせかされ、 分ほどで日本食10
レストランに着いた。
地元の人でなければ来ないだろうと思える一見料亭

のような門構えだったが、内装は特に日本を意識して
いるようには見えなかった。やはり高級な店なのか、
冷房がよく効いていた。メニューに“うな重”を見つ
け迷わず注文した。こんな所で日本食にありつけると
はラッキーだ。出てきたうな重の味は何の遜色なく、
おいしく食べることができた。昼間歩いて身体を使っ
たので食欲もあって元気がでた。牧迫さんは｢こんな所
、 、で 日本食が食べられるとは思いませんでしたよ…｣と

サンマの定食(大根おろしの付いたやつ)を注文し骨だ
け残して綺麗にたいらげていた。魚の食べ方で、その
人の性格や親のしつけが分かるというが、それを見て
彼の几帳面さと誠実さがよく出ていると感心した。僕
はどうも魚は汚い食べ方をしてしまうのだ。｢牧さん、

、 、 。魚を綺麗に食べるね…｣と言うと ｢えっ そうですか
いやぁ～、渡辺さんに誉められるなんて光栄だな…｣と
苦笑いしていた。
周囲は裕福そうな白人系の家族連れやカップルが多

かった。流石、日本人のお客は帰るまでずっと我々だ
けだった。レストランのマネージャーに帰りのタクシ
ーを呼んでもらい、ホテルへ帰ることになった。ちな
みに、彼にいくら位かかるか聞いてから(約 円)1,000
迎車の運ちゃんにたずねると、何と倍額をふっかけて
きた。阪急の担当者が高過ぎると文句をいって、中を
とって約 円に値切った。カラカスの夜景を十分1,500
堪能しながら 分以上も走っただろうか。日本じゃ、30
とてもこの料金では済まないなと思い、ちょっぴり値
切ったことを悪いと思った。

100ボリーバル紙幣(ＢＳ)に描かれている南米の独立の父と呼
“ ”． ，ばれる シモン・ボリーバル この時期１ドル＝128.65円で

１ドル＝480ＢＳだから，この100ＢＳ紙幣は26.8円の価値．
インフレ厳しく現在のレートは不明？
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④ ２月２３日(月)
モロコイ自然公園へ

昨夜の｢うな重｣の甲斐もあってぐっすり眠ることが
できた。旅の疲れもとれて、今日はいよいよ日食へ向
けて皆既帯の通る現地へ旅立だ。この先はカラカスと

。 、いう都会を離れて相当不便になると言われた しかし
。どんなところなのかまた違った意味で期待も加わった

まず、友人・知人に、この地へ行ったことがあるとい
う者はいないだろう。居眠りせず、しっかり景色を見
ておきたいと思った。
一緒にやってきたツアーの一行とは一時離れて別行

動になる( コースは、日食前にギアナ高地見学に行っA
た)。事前の観測地の下見を依頼され、ワンボックス・
カーに運転手と現地旅行社の担当、阪急の担当者、サ
ンフラワーの牧迫さんと僕の 人で出発。牧迫さんと5
は、メキシコ皆既日食、ロス沖の金環日食、ペルー皆
既日食と今回で 度目の旅で顔見知の仲だ。ホテルの4
すぐ横のバイパス入り口から高速道にのって、カラカ
スの市内を一路西へ向かうコースをとる。高層ビル街
はどこの国も一緒だが、そこを外れると赤茶けたレン
ガ色の建物やアパートのような集合住宅が延々と続く
景色になった。高速道は高架で幾分高い場所を走って
いるので、周囲の景色がよく分かる。ここは、山に囲
まれた盆地のようなところだったので、車は少し経つ

。 、と郊外で急な坂を登り始めた 車の後方を振り返ると
カラカスの街並みが一望できて感激した。やっぱり大
都会だった。車は坂を登り切ると、そのまま尾根伝い
に造られた高速道路をくねくねと走っていた。両脇は
奈落の底のような断崖である。雪が降ることのない赤

、 。道付近では このようなロケーションでいいんだろう
きっと、標高はゆうに 以上はあるはず。所々に1,000m
ランチョの集落があり、高速道なのに路肩で車を停め
ヒッチハイクしようとする住民がいたのには驚いた。
危ない。

時間も尾根また尾根を走っただろうか、少々下り2
、 。坂を降りると平野のような だだっ広いところに出た

周囲はとうきび畑のような感じでパームツリーが所々

谷底へ降り 分ほど走ると、目の前にパッとカリブの30
青い海が飛び込んできた。山伝いにずっと走って来た
せいか、海の輝きは眩しいものだった。

憧れのカリブ海

プエルト・カベヨという集落は、荒れた砂漠地帯で
の気持ちを癒すオアシス、休憩町のような所である。
道路脇にたくさんのバラック作りの露店が並んで、冷
たい飲み物を売っている。僕らの車も、ここで小便タ
イムをとることになった。ベネズエラ産の地元“ポー
ラ・ビール”を飲むと一気に汗になって吹き出した。
そのせいか思ったほど酔うことはなかった。コーラ感
覚で飲めるのだ。ただ、今までが高地だったせいか、
ここにきてムーッと湿度が高くなりグッと気温が上が
ったように感じた。
町はずれになると、巨大コンビナートの煙突から、

湾岸戦争の時のクウエートのような炎が何本も上がっ
て、いっそう暑く感じられた。豊かな自然の中にそこ
だけが違和感のある存在に思えた。これがまさに石油
産油国という証なのだろう。ここがベネズエラである
ことを思い知らされる景色であった。道路はそのまま
海岸に沿ってどこまでも一直線に延びて、カリブ海か
ら吹き付ける風に何百・何千というパームツリーがそ
よそよと揺れていた。数キロも続く並木に｢ウ～ン、こ
こがカリブか！｣と、唸らせるものがあった。雪景色の
北海道とはまったく対照的な景色で気持ちも変わる。
｢ここで昼食にしましょう。この先食べられるような

所がないので…｣という運ちゃんの案内で、洒落た藁ぶ
き屋根のレスト・ハウスに入った。壁が無く心地好い
風が吹き抜ける。コーヒー豆のコマーシャルにでも出
て来そうな麦藁帽子を被ったカリビアンの店員が、大
きなお盆に海産物を並べた見本を持って注文を取りに
来た。直接、お客に食べたいものを見せて料理する方
式のようだ。色々な魚があったが、南国特有の色鮮や
かなものが多くて弱った。ちょっと気味悪く、結局無
難なところで大海老のバター焼きを注文した。ところ
が、この海老が くらいはあろうかという、日本30cm
でもちょっとお目にかかれない見事なもので、一人前
に 匹も付いて 円くらい。結局 人共それを注3 1,000 4
文することになった。

に伸びている。どんどん走る
間に潅木の荒れ地だけの景色
になったり、メキシコやアリ
ゾナのような乾燥地帯のよう
な場所になった。ただ右手北
の方には、ここからまだ

以上はあるだろう峰々1,000m
が連なって青く霞んで見えて
いた。
また 時間ほど走って、バ2

レンシアという町のジャンク
ションから右(北)へ進路をと
り、車は一気に急な坂道を谷
に向かって下り始めた。平野
のような場所と思っていたの
は、実はまだ高い場所だった
のだ。それがこの坂を降りる
ことで理解できた。みるみる
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パーム・ツリーが揺れて、カリブ海から吹く風は心地良い

料理が出てくる間に席を立って、裏の海岸にカメラ
を持って出てみた。｢トップレスの美女がたくさん泳い
でいるヨ…｣と、運ちゃんが自慢気に言っていたのだ。
そういえば、パームツリーの木陰にたくさんの人が泳
いでいるのを車の中から見かけていた。｢こりゃ楽しみ
…｣と海岸で眼をやると、何と泳いでいるのは子供ばか
りで、トップレスどころか若い女性は影も形もない。
全くの拍子抜けだった。ロケーションとしては十分だ
ったのだが 要するに運ちゃんにからかわれたのだ ｢そ、 。
ういうのは、ホテルのプールに行かなきゃ、ネ！｣と、
大笑いされてしまった。要するに海は波も高く泳ぎづ
らいので、現地の子供か家族連れくらいしかいないそ

。 。うだ 金持ちはホテルのプールで優雅にということだ
｢こいつ～｣と運ちゃんの首をおもいっきり締めてやっ
た。
大海老のバター焼きは結局くどくて食べ切れず残し

てしまった。日本だったらもったいないから貧乏人根
、 、性で全部食べたのだろうが 他の者も残して｢渡辺さん

これ、いりませんか？｣と逆に僕のところに全部集まっ
てくる始末だ。ご飯でもあれば、もう少しいけたかも
知れないが、皮を剥ぐのに手がベトベトになってしま
うほど油っこくては、意外に食べられないものだ。醤
油だけだったら意外にいけたかも知れないと思った。

藁葺きレストランと裏に広がるカリブ海の海岸

皆既帯が通るパラグアナ半島のロス･タケス村までの
キロの道のりは、カラカスから１日で行くには、300

6きついものがある 途中までは高速道路だが 行程の。 、
割が道幅も狭く舗装状態が悪い一般道で、それこそス
ピードが出せないのだ。その上、ツアー本体はバスで
移動するから限界がある。そこで、このモロコイ自然

公園のホテルで、行き帰りに 泊づつとる予定がたて1
られた。というより、この場所にしか宿泊できるよう
な施設が無かったというのが正解なのかも知れない。
ずっと走ってきたようすからも、団体が泊まれるよう
な大型ホテルは途中全く見当たらなかった。 件だけ1
同じモロコイの町の入口で立派な施設を見かけたが、
超高くて格安ツアーでは手が出せなかったそうだ。

モロコイのホテル

カリブ海に面する｢モロコイ、コーラル・リーフ・ホ
テル｣は、大きなプールを中心に取り囲むように 階建2
ての宿泊棟が建つ造りだ(網走監獄のような配置)。そ
れでも楽に 人( 部屋)くらいは泊まれるそう1,000 304
で、食事は大きなレストランでバイキング形式でとる
ようになっている。まず、チェックイン時に宿泊日数

、 、や食事の関係を 手首に色違いのテープ(一度留めたら
ハサミで切るまで取り外せない)を巻いてお客は区分け
される。ホテル関係者や警備員は、このテープを確認
して入出者のチェックをする訳だ。しかし、どう内容
が違うのか、赤・青・緑・黄と色々な種類があって、
色で階級付けされているようで、こういうのは気分が
いいものではない。ハッキリいって、こういうシステ
ムは日本人には馴染まないと思った。

モロコイ・コーラル・リーフ・ホテル玄関

僕らが到着した時は日曜日をはさんでいたせいか、
子供が走り回って歩けば、人の肩がぶつかるような混
雑ぶりだった。｢ワイワイ、キャッ、キャッ｣と喧騒が
青空に響いて、まるで日本の市民プールのようなあり
さまだった。超高級ホテルというわけではないが、そ
れでも途中で昼食をとった海岸とは違って、それなり
に裕福な客が多いと見受けられた。やはり、顔つきが
スペイン系の家族が多い。間違ってもインディオ系の
人たちは見かけなかった。彼らはホテルの清掃やポー
ター、ウエイターなどに限られ、外部の僕らでさえ見

。 、た目に処遇の違いは歴然としていた 教育が無いとか
人種が違うとか、理由は色々あるのだろうが、ちと極
端な感じで嫌だった。南米はまさに大航海時代の植民
地感覚がそのままに現在に引き継がれ、｢歴史が歪めら
れたままだなぁ～｣というのが率直な感想だった。とい
うことは黄色人種の我々も、まさにそのように見られ
ているということなのだろう。
サマーベットが何十も並んで、ビキニ姿の女性が日

光浴をしているのは壮観だった。プール横のカウンタ
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ーではドリンクが飲み放題だったので、コーラをもら
ってパラソルの付いた椅子に座り、のんびりプールを
眺めていた。青い空に白い雲が次々流れ、真上からサ
ンサンと太陽が照りつけている。ただし、風がソヨソ

5ヨと強いので日陰は意外に過ごしやすい。それでも、
分おきくらいに太陽の移動に合わせ、椅子の位置を変

、 。えなければ まともに日光を浴びて日焼けしてしまう
見事なプロポーションの娘がプールでたくさん遊んで
いた。品定めをしてチラチラ見ると、発育がいい割り
に顔が幼いのに気付く。｢ から 歳(学生)くらいが15 18
頂点だな～｣と感心した(決して少女趣味ではないが)。
母親らしき女性もたくさんいたが、僕と同体形の女性

、 、も多くいるが ほとんどが丁度いいくらいの肉付きで
サングラスをかけた有閑マダムみたいで、これもまた
格好がいい。その足元をむさ苦しいＴシャツと短パン
を着て通り過ぎる東洋人の僕は、いかにも日

モロコイのホテル・プール(朝の閑散とした時に撮影)

本人であり、自分自身で相当場違いな存在だというこ
とを知った。ましてや、そこでカメラを出して向ける
勇気などあろうはずもなく、残念ながらそういう事情
で写真はナシである。
ホテルの北の海岸には船つき場があって、沖の小島

へ海水浴客を運ぶモーターボートがある。日数に余裕
があれば、海のもっと綺麗な島へ渡って泳ぐそうだ。
期待したトップレスは、この島へ行かないと拝めない
とのこと。結構｢きちんとしてるな…｣と思った。｢そり
ゃそうか、キリスト教の国だもんな｣。最初から泳ぐつ
もりは無かったので海水パンツも何も持ってこなかっ
た。短パンをはいてホーキンスのスリッパをひっかけ
ていると、強烈な太陽光で数時間で足が赤く腫れあが
って日光湿疹がブワーッと出てきた。一種の火傷状態
だ。こんなのは初めてだった。痛いのと痒いのが混ざ
って参った。すぐにジャージをはいて、それ以降今回
の旅で短パンをはくことはさけた。
部屋に落ち着いて休むことにした。ところが部屋に

戻る途中プールを離れようとすると、そばのパームツ
リーの木陰で、小さい子供がちょっとした隙に小便を

。 。している姿を見かけた トイレはそばに完備している
よく見ると同じような濡れた形跡がいたる所にたくさ
んあった。｢ガキァ… しょうがないなぁ～！｣。プール
で小便は当たり前、うんちが浮いていないのが不思議
なくらいだと思った。阪急の担当にそのことを話すと
｢けっこう、うんち浮いていますヨ…｣と、さらりと言
ってのけた。熱い思いがこの光景で少々そがれてしま
った。
しかし、暑いというのは、それだけで結構体力を消

耗するものだ。部屋の冷房にスイッチを入れて、しば
し夢の世界へ入った。

ヤシが揺れるプールサイド(子供ばかりでガックリした)

夜になってバイキング式のレストランへ行くと、も
。のすごい客の数で席を確保するのも難しい状況だった

食べものの内容は数がある割りには口に合いそうなも
のがなく見かけ倒しだった。無難なところでパスタと
菓子パン、それにジュースを取った。ところが、食べ
てすぐに腹が痛くなり、部屋に戻って便所へ。暑いの
で冷たいものばかり飲み、まともな食事をしてなかっ
たのが悪かった。食事で上からおっつけられたのか(口
に合うのが飲み物くらいしかない…)。何度かの腹痛の
あと、やっとの思いで出すことができた。汚い話しだ
が、何と昼のエビが繊維状になって、ほとんど消化さ
れないまま細切れで出てきたのだった(申し訳ないが汚
い話しは今後もたくさん出てくる)。
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⑤ ２月２４日(火)
世界遺産の町、コロへ

今日は、斧の形をしたパラグアナ半島の取っ手の末
端の位置にあたる｢コロ｣という町へ向かった。日食に
関する情報収集で、この辺りを統轄するファルコン州
観光局に立ち寄るのが目的だ。前日のカラカスからホ
テルまでの山間の行程とは違って、カリブ海を右手に
見ながらの(車中は暑い)ドライブだ。何度か小さな町
の入口付近で軍の検問があったが、首から下げた カID
ード(日食参加の外人旅行者すべてに ドルの税金が10
かけられ、カードを掲示することになっている)で、何
の問題もなく通過できた。どちらかというと逆にカラ
カス方面へ行く車線の方が厳しいようだ。運ちゃんい
わくコロンビアからの不法入国者をチェックしている
そうだ。
ワゴン車はけっして良くない舗装道路をノロノロ走

る古い車やトラックを次々追越し、 キロ近い速度100
で走り抜ける。途中、喉が乾いてポーラ・ビールの看
板のある、道路際の露店で休憩した。くたびれたバラ
ックの店の中の日陰でペプシを一気に飲み干したが、
ポツンと貧しそうな歯の欠けた浅黒いおじさんが、一
人で店の番をしていた。見渡せば周囲は荒れ地で、ま
ともな作物も育たないような場所だ。通過する車が目
当ての商売だろうが｢いったい、日に何台の車が停まっ
て、いくらの収入になるのか…？｣と、いらぬ心配をし
てしまった。店でゆっくりしながら、｢実はこれが普通
のベネズエラなんだ …｣、庶民とはこんなものなんだ
と実感した。おじさんは、やせた顔にギョロッとした
目で珍しい東洋人をジッと見ていた。日本人の所得が
高いというのを改めて感じさせられた場面だった。

ペプシを飲んだポーラ・ビールを売る露店(気温は30°以上に
なっている)

時間ほどのドライブで平地や小高い山裾をいくつ3
か越えて、ワゴン車はコロの町に着いた。町の中に入
るとスペイン統治時代のコロニアル様式(出窓のある)
の建物が随所に見られ、教会や石畳の道路といい、バ
ラックの集合体のような他のベネズエラの街と違って
西洋の異国情緒が漂っている。特に中心部は観光のた
めなのか保存状態がよく、整備されているなぁ…と感
じた。

石畳の残るコロの町並みとサン・フランシスコ教会

サン・フランシスコ教会の前の路上に車を停めて、
樹に覆われた民家の細い小路のようなアラメダ公園通
りを 分ほど歩くと、その一つに観光局のあるオフィ5
スがあった。｢ツーリスト･インフォメーション｣という
小さな表札があるので、それと分かるくらい粗末なも
のだ。入口に日食関連の記事が多数立て看板に貼り付
けてある。やはり、皆既日食は観光の目玉になってい
るようで、海外からの観光客を迎える対応ぶりが伺え
た。薄暗いオフイスに入って、いくつかの観光と日食
パンフ、それに綺麗なファルコン州の地図をもらって
出てきた。このコロの町とギアナ高地の二つが、ベネ
ズエラで唯一ユネスコ世界遺産に指定されているので
ある。

コロのインフォメーション・センター

コロという街はベネズエラの単調な土壁住居の多い
中、独特の都市景観をつくっている。薄い石瓦を敷き
詰めた屋根と 階建てのレンガ造りに、庇(ひさし)を2
もつ長いバルコニーとオランダ領の島々を通して伝わ
った窓をおおう美しい鉄格子の建物。要するに普通の
長屋が続くだけなのだが、どこかヨーロパの格式と雰
囲気が漂っているのだ。
中心街の公園通りの屋根のある休憩所で、絵を書い

ている現地の人がいた。何枚かの絵を壁に並べて飾っ
ている。よく見るとコロの町の特徴的な建築と、薄暗
くなった街にコロナを描いた皆既日食の情景がモチー
フに描かれているではないか。そういう構図の絵が数
枚あった。しかし、見るからに下手くそな絵で｢観光客
目当ての臭い絵だな…｣と、その時は写真だけ撮って何
気なく通り過ぎた。ところが､今にして思えばそう言っ

1ても皆既日食の絵は珍しいし、何たって世界にこれ
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枚しか無いのも事実だから、どうせ安いのだろうから
記念に買っておけば良かったと後悔した。
時間が自由にならない旅行では、これと思った時に

パッと買っておかなければダメなものだ。｢欲しと思っ
ても後の祭…｣、ということがよくある。逆に買い急い
で、あとで同じ物が安く売っているのを見つけ悔しい
思いをすることもしばしばあるが…。近くでリヤカー
に道具一式を積んだ、いかにもベネズエラという顔だ

皆既の情景をモチーフにした絵が売っていた

ちの“かき氷売り”のおじさんが立っていた。喉が渇
いて直ぐにも飛び付きたかったが、水が危ないと言わ
れていたので買わなかった。カメラを向けるとそれに
応えてニッコリ笑ってくれた。これまた東洋人が珍し
いようで、商売そっちのけでずっと我々のことを眺め
ていた。

愛想の良い“かき氷売り”のおじさん(聖サンフランシスコ寺
院の前で)

植民地コロの歴史

ここでユネスコ世界遺産に指定されるコロの街につ
いて少しふれてみる。コロは南米でも独立した歴史を
もっていて、ベネズエラで一番大きな植民都市だった
そうだ。 世紀にドイツ南部のアウクスブルグに本拠16
を置くウエルザー家が経営する商事会社からコロの総
督が派遣され、砂糖貿易が行なわれた。彼らは、この
小さな町をエル・ドラド(黄金郷)を探し求める基地と
してしか利用しなかった。何と言っても目的はやはり
”金－目当て 。”
スペイン国王と債務関係にあったことを利用してベ

ネズエラの開発権を手に入れたが、この地域を発展さ
せようなどは全く考えなかったようだ。このような発

想だから、それまでの先住民インデイオと保たれてい
た良好な関係は終わりを告げ、各地で抵抗運動が始ま
る。そのため、スペイン国王は彼らからコロの開発権
を剥奪せざるを得なくなり、ウエルザー家はスペイン
領南アメリカにおける業務をすべて断念することにな

。 、 、ってしまう その上 海賊の襲撃やハリケーンの来襲
さらに政治的騒乱が拍車をかけ、コロの発展は妨げら
れ総督府はカラカスへ移転しまうことになる。
ようやく 世紀に入って、沖合にあるアルバ島、ボ17

ネール島、クラサオ島といったオランダ領の島々との
密貿易によってコロは繁栄をもち直す。この時期に伝

18わったオランダ、バロック様式の影響を強く受けた
世紀の建築様式が市街のたたづまいとして残った。こ
の頃になってようやく、ひつじの飼育や実入りのよい
コーヒーの栽培によって街は発展し、 年、総督府1812
が再びコロに移される。ところが、 年に始まるシ1821
モン・ボリーバルによる独立戦争の騒乱によって、そ
の繁栄も短期間のうちに終わり、近年における石油ブ
ームでコロの町が再び沸き立つことは無かった。皮肉
なことに、そのことによってコロ旧市街の都市景観は
壊されることなく残ったというのだ。
ガイド・ブックなどを頼りにちょっとかじってみた

が、やはりこういうことは現地に実際に行った者でな
ければ中々頭に入らないものだ。しかし、ちょっとし
た知識があると違った視点で眺めることができ、興味
の度合いも違ってくる。皆既日食のために、ただ通り
過ぎた小さな町だったが印象深いものがあった。

砂漠地帯とアクシデント

小さなコロ空港のゲート前に建つ高級ホテルのレス
トランで昼食を食べて(これも結局、パンとサラダとハ
ムくらいで美味い物がない。冷たい果物で間に合わせ
る) パラグアナ半島へ入った。何回も書いたが、斧の
形をした半島で、コロの町から突き出た格好をしてい
る。コロの町の北側が広大な砂丘になっていて、無理
を言ってそこで停まってもらった。道路際から砂山め
ざして少し登ってみた。風がビュンビュン強く、目に
砂が入るのでそこそこに退散することに。ここは地元

パラグアナ半島

で有名な観光地になっているようで、同じように停ま
る車で道路は渋滞していた。
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沖に向かって、平坦で地平線まで真っすぐに続く道
路が延びていた。斧の取っ手の部分に当たる洲は、沖
の島との間が海流の関係で砂が体積したものと思われ
た。ちょうど沖にある江ノ島が砂洲で本土と地続きに
なった感じだ。強い太陽光線で湾の浅瀬は干上がって
塩田のような乾燥地域になってる “灼熱の大地”とい。
う言葉がピッタリの厳しい場所だ。ただ、ただ、水平
線まで何も無いだだっ広いところである。あるのはサ
ボテンや潅木だけで、アスファルトも照りつける熱射
で柔らかくなっていた。

コロの街からパラグアナ半島にかけてはマラカイボから吹き
つける強風で中洲が砂丘となって広がっている

ワゴン車は片側 車線の直線道路を くらい2 140km/h
。 、の猛スピードでカッ飛ばす 窓を少し開けていたので

ものすごい勢いの風が入り込んだ。髪がグチャグチャ
に乱れるが、暑いのでこの方が気持ち良いくらいだ。
時折、路肩に｢皆既日食がこの先で見られる｣というよ
うな看板が何枚も立っていた。遅い大型トラックを何
台も追い抜き快調に飛ばしていると、その度にセンタ
ーラインに打ったビヨにタイヤが擦れ、ついには｢バラ
バラ…｣と音をたてて前輪がバーストしてちぎれてしま
った。車は砂漠のどまん中で立ち往生、｢エーッ！、
本当かヨ…｣。運ちゃんは、しきりに首を振って｢オー
・マイ・ゴット！ ダメだ…｣というような素振りを見
せている。僕もタイヤのバーストなんて初めての体験
だ。何回も車体を動かしては停めて、タイヤを庇うよ

。 、うにまたゆっくり走り出した どうなるかと思ったが
途中の小さなガソリンスタンドまでやっとの思いで辿
り着いた(とはいっても、砂漠の中の古いくたびれたス
タンドだ)。 運ちゃんは汗抱くになりながら、空き地
で補助の簡易タイヤをはきかえていた。額に大粒の汗
がしたたり、黒いＴシャツが首から腹と背中にかけて
ビッショリと濡れての大奮闘だった。気温は °以上40
はあるだろうか。運ちゃん以外の我々は暑さをこらえ
るため建物の陰で、悪いと思いながら売店で買った冷
たいコーラを飲んで修理を待った。

ポント・フィフォとロス・タケス村

分ほどして、何とかワゴン車は走り出したが、ま30
だゴトゴトいっている。簡易タイヤの空気圧が少なく
て、見た目にも潰れているのが分かるありまさだ。そ
れでも無理矢理 キロくらいで騙し騙しのノロノロ運40
転。半島の斧の刃に当たる部分にある町｢ポント・フィ
オ｣に着く頃には、熱い太陽もだいぶ西に傾いていた。
どうなることやらと、一瞬顔がひきつったが無事着く

ことができた。タイヤ交換で時間を随分ロスしてしま
った。
ポント・フィオは石油精製所のやぐらが何本も立つ

工業都市だった。四日市のコンビナート群を想像すれ
ば分かり易い。まさにその景色が目の前に展開してい
。 、る やぐらの煙突から吹き出す炎が低い雲に照り返し

空がオレンジ色に染まっているのには驚いた。丁度、
湾岸戦争の時の で見たクエートのようだ。｢これじTV
ゃ…公害じゃないか！｣と簡単には言い表せないほど環
境が激変しているのを、まざまざと見せ付けられる思
いだ。まさしくこの町の向こうに広がる海原がマラカ

、 。イボ湖につながり 世界に名だたる油田を築いている
そう思うと、銀色に光るコンビナード群に、その恩恵
を少なからず享受している自分たちも複雑な気分にな
った。｢こりゃ… すごい！ワ …｣。もう、これ以上声
は出なかった。

炎天下，一生懸命にタイヤを交換するドライバー

、タイヤのクラッシュに一時はどうなるかと思ったが
小さな街の中心部のホテルに落ち着いて、やっと安心

2した 食事をとりにレストランに入ると 我々の他に。 、
人の日本人が食事をしていた。青い繋ぎの作業服を着
て、胸を見ると赤いダイヤが つの日本企業の名が入3
っていた。こんなところにも日本人がやって来て働い
ているのだ。プラントの保守とか点検作業だろうか。
きっと、向こうもこんな所で日本の観光客に会うとは
思わなかっただろう。｢もの好きだな…｣、きっと騒が
れている日食見物だろ、と思ったに違いない。プール
では外人客の家族連れがたくさん泳いでいた。食事を
しながら、またしばし目の保養をさせてもらった。さ
すが、ホテルのプールは金持ちの育ちの良い娘さんが
多いせいか退屈しない。部屋に戻って、風呂に入って
今日の汗と砂をおとした。風呂とはいってもただの水

。 、 、が出るシャワーだったが… しかし 暑い国とはいえ
頭から一気に冷たい水をかぶると一瞬ブルッとする。
鳥肌がたって心臓が一瞬止まる思いをするが、じきに
慣れて気持ちが良くなった。
すっかり暗くなった。 時に北へ ほどの観測20 20km

予定地のロス・タケス村へ向かうことになった。下見
である。空が晴れて星が見えているので、学校のグラ
ンドで北極星を利用して南北線を引くことになった。
ツアー客は日食当日の朝に現地に入りする。日中、望
遠鏡のセットをしやすいよう南北の方向を決めておく

。 、のだ 修理の終わったワゴン車で 分ほど北へ走ると20
小さなロス・タケス村に着いた。人口千人くらいの集
落だろうか。村の中心を通り過ぎて丘に登った所に小
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さな学校があり、そのグランドが観測場所に選ばれて
いた。１年前に調査に入って借用をお願いしてあった
そうで、校長が待っていて歓迎してくれた。校舎全体
を借り受け、荷物置き場や便所を利用させてもらう。
グランドはフェンスで囲まれ、西側の外が崖になって
いるため海が遠くに見渡せ、我々のやってきた道路が
見えた。高台ゆえ視界は良好だ。
管理人さんの付き添いでグランドに入り北極星を見

ながら、ビニール紐で ｍの線を 本引いた。砂漠地20 5
帯特有なのか低空の透明度が悪く、地平高度 °くら5
いの北極星が霞んで方向を見極めるのに苦労した。長

1mく張った紐が強風で飛ばないよう、その上に小石を
おきに置いていく。小石を集める作業がたいへんで、
運ちゃんや管理人さんにも手伝ってもらい、 時間ほ1
どで終わらせることができた。
作業が終わってポント・フィオの町へ帰る途中、ロ

ス・タケスの村はお祭りらしく、街角にたくさんの人
が集まっていた。暗闇に屋台が出て裸電球にほんのり
照らし出され、寒村の祭りは賑やかで時間があれば散
歩してみたい雰囲気だった。帰り道、昼間見たポント
・フィオの石油コンビナードの炎が、地平線に見える
町並みをシルエットにし、これまた昼とは違った異様
な光景として目に飛び込んできた。｢どこかで見たよう
な…｣と考えてみると、映画のゴジラに襲われ炎上する
東京の遠望と、うり二つだと思った。この辺りでは当
たり前の景色なのだろうが、これが札幌だったらたい
へんな騒ぎになると思った。

学校の近所の女性たちが興味深そうにやってきた．コーラを
もらって喜んでいたが写真を送って欲しいと頼まれた

マラカイボ湖に沈む夕日

⑥ ２月２５日(水)
皆既日食前日

夜がまだ明けぬ前、ホテルの部屋の窓から外を見る
と金星が明るく輝いていた。星がいくつか見えている
ので空は晴れているようだった。｢よし、よし…｣と胸
をなでおろして再び寝た。 時に起きて朝食でレスト9
ランへ。ところが前日と違いプールには誰一人泳いで
いなかった。これから日食の客が押し寄せるためなの
か、ホテルはガラーンとして一般客がいなくなってい
た。
空は青空が見えるものの雲がどんどん流れていた。

快晴にはほど遠い。どうも、陽が昇ると雲が沸きあが
り、流れながら昼過ぎ頃から徐々に晴れ上がり、夜間
に快晴、夜明けとともにまた雲が沸き上がるという繰
り返しのようだ。日食は 時に始まるので、最悪、部10

。 、分食の始まりは雲にかかる恐れがあると思った ただ
皆既の昼頃には何とか晴れ間が期待できそうだった。
再び、今日もロス・タケスの学校に行って準備作業

を手伝った。トイレ掃除のチェックや校舎の整備・清
掃、放送機器の調達・点検などなど、ツアー客を迎え
るためにしなければならないことが意外に多い。漢字
やカタカナで｢便所 男・女｣などの表示をマジックで紙=
に書いて、要所々に貼らねばならない。ここ現地旅行
社のスタッフは南米らしく約束にはいい加減で、同じ
ようなツアーを何社もかけもちしているため直ぐに居
なくなり、準備が時間通りに運ばなかった。天幕や飲
料機材の調達が随分遅れているようで、阪急の担当者
もキレっぱなしだ。村の先の岬の海岸に 人以上の東50
急観光の客が来るそうで、天幕を全部むこうに持って
いくとか騒いでいる。また、パソコンかコピー器の寄
付を申し出ていたところ、学校は両方寄付してもらえ
ると勘違いしていたらしく、話がてんやわんやになっ
ていた。書類に と書くべきところが になってor and
いたため、至急カラカスからコピー器を取り寄せるハ
メになったらしい。

南北線を張って，天幕や椅子，トイレのチェックを終わって
手伝ってくれたドライバーと記念写真

なるほど校長の愛想がいいのもうなずけた。こうい
う裏の部分は普通のツアー客には知らされないから、
結構旅行業界の陰部を知ることになり興味深かった。
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一度、昼食にホテルへ戻ると、日本人のお歳をめし
た個人グループ(金にいとめをつけない高価な旅行)や
東急観光の団体ツアーがホテルに到着したらしく、ロ
ビーが騒然としていた。それにしても、どうしても異
国で似たような日本人ツアーがはち合わせすると敵意
むき出しというか、よそよそしくなるのだろうか。自
分のところのツアーが一番だと納得したがるのはいい
が、貧乏人根性丸出しが不思議に思えた。

他のツアーが観測地に予定している海岸

彼らは、趣味の傾向が強いグループのようで、到着
早々観測場所の下見に行くということだった。昨日、
丁度そのツアーの観測場所となる海岸を見に行って来
たが、便所もない砂地の海岸で天幕が無くては熱射病
の患者が続出するような場所だった。簡易トイレを設
置するにしても、このツアーは凄いことになりそうだ
と思った。喉が渇いたのでレストランに行くと、素早
いことにプールサイドに日本製の望遠鏡架台が数台据
え付けられているのにはビックリした。光学部分はさ
すがはずされていたが、明日に向け架台だけセットし
たらしく、傍若無人にも｢さわるな！｣と英語で書かれ
ていた。環境の過酷な海岸まで行かず、ホテルで日食
撮影をと決め込んでいる人もいるようだが、我が物顔
の日食観光客がプールサイドに望遠鏡を据えるなどと
いう、他の客を無視した態度はいけないと思った。
このベネズエラでは “サボテンのシルエットを情景、

に皆既のコロナを重ねた写真”を撮りたいと思ってい
た。そこで阪急の担当者に頼んで、夕日の落ちる頃に
車を出してもらった。絵になるようなサボテンの生え
ている場所を探して、パラグアナ半島の西海岸を 時1

。 、 、間ほど走り回ってもらった サボテン パームツリー
海岸の風景など、綺麗なシルエットになるような夕焼
けの撮影をしておいて、あとで中望遠で皆既中のコロ
ナ像を二重露出する方法をとる。しかし、結果、帰国
後現像すると露出がすべてアンダーで、まともな写真

。 、は 枚も無かった 砂塵で水平線辺りの透明度が悪く1
意外に暗かったことが失敗の原因だったようだった。

⑦ ２月２６日(木)
皆既日食当日

いよいよ皆既日食を迎える日になった。まだ夜も明
けぬ 時に眼が覚めて起き出した。このような経験は3
何度もあるが、やはり皆既を迎える朝は独特の雰囲気
が漂っていて緊張するものだ。空は昨日と同じように
晴れて金星が明るく輝いていた ｢よし 晴れてるな！｣。 、
と自分にカツを入れる。ただ天候は、｢同じようなパタ
ーンだな…｣と思った。つまり、これから夜明けと共に
雲が沸いてくると予想されるのだ。
めざまし時計で起きた同室の阪急交通社の担当と、

今日一日の簡単な打ち合わせをした。旅行中の荷物を
全部搬出して、牛乳にパン、食事もそこそこにロス・

。 。タケス村へ向かった 何度も準備に往復した道のりだ
車の中から星が見えるのを確認しながら常に雲のよう
すが気にかかった。学校に到着してみると、既に現地
エイジェントや管理人、学校関係者が集まっていた。
まだ暗いというのに、ただならぬ雰囲気だ。昨日まで
の準備の再確認とそのチェックに走り回る。天幕(放送
機器や連絡本部)を張る位置を決め、椅子を校舎から運
び出して本部と売店作りをした。また、トラックが着
いて続々とビールやコーラ、ジュース類が搬入されて
いる。ところが肝心の氷が未着で、飲み物を冷やすこ
とができない。また、放送機器も携帯用ハンドマイク
で思っていた物とは違い、これでは広いグランドに声
がいき渡らないと思われた。再たび調達を余儀なくさ
れた。
東の空が徐々に明るくなってきた。きっとモロコイ

自然公園のホテルに泊まっているツアー客本体は、バ
ス 台でこちらへ向かって既に走り始めている頃だ。3
昨夜は我々と同じコースでカラカスからモロコイに入
り、プールで泳ぐことなどなく疲れ果ててみな就寝し

3ていたことだろう 本番を迎える今日は ツアー客も。 、
時にモーニング・コールされ、まだ暗い 時にはホテ4
ルを出発というハード・スケジュールの 日となる。1
その上、日食が終了すれば再びそのモロコイまで戻ら

。 、 。ねばならない 誰もが 長い長い…１日となりそうだ
そんなことを考えながら働いていると、太陽が昇っ

6 1て辺りはすっかり明るくなっていた。 時頃になると
小隊 人ほどの軍隊が到着し、学校を取り囲むように15

。 。警備が始まった 全員が軍服に自動小銃を構えている
当たり前といえば当たり前か？…軍隊なのだから。し
かし、彼らは命令とはいえ、暑い中ただ突っ立って警
備しているのだ。こりゃ、たいへんなことだ。いくら
のお金が渡っているのか分からないが、観光ツアーの
ために警備に軍隊が付くのは日本人の感覚からすれば
異様なことだ。ただ、学校がフェンスで囲まれている
ので、村の人が不用意に入ってくることはなかった。
学校の出入りは、門のところで首からぶらさげた カID
ードでチェックするようで、ツアー客はこれを必ず着
けるよう注意があった。

時も近くなると、太陽も高くなり徐々に暑くなっ8
てきた。ところが、昨日までとはうって変わり雲が沸
いてこない。一昨日や昨日のいつものパターンと違っ
て、いい方に向いていた。雲が少し沸いては出ている
が、どんどん消えていくので安心する。この調子なら
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最初から最後まで快晴の下で絶好の日食を迎えられそ
うだった。ただし、風が強いのが気になった。

今回の日食では観光客に一律10ドルの税金がかけられた．そ
の目印となるＩＤカード(左：表，右：裏)これはスタッフ用

心配していた氷がやっと到着し、飲み物は冷たい水
の中に浸けることができた。暑い中では、これが救い
なのだ。あとは、バスが到着するのを待つだけとなっ
た。フェンスの外には村の人たちがだんだん集まりだ
し、グランドを取り囲んでいる。西の崖下、海が見え
る方向に道路が見えるが、バスはこれを通ってやって
くるはずだ。 時半頃になって、白バイ 台に先導さ8 2
れたバスが 台見えた。きっと岬へ向かう東急観光の2
グループだろう。それから少し遅れて、パトカーに前
後を挟まれて走るハイデッカーのバス 台が見えはじ3
めた。そう、ついに我がツアーのバスがやってきたの
だ。ほどなく賑やかな声とともに大きなケースを携え
た人たちが次々グランドへ入ってきた。
ロス・タケスの小中学校グランドは阪急交通社の主

催する皆既日食ツアー客 人でいっぱいになった。100
各自がおもいおもいの場所で、南北線の上に望遠鏡や
カメラを組み上げている。ほとんどが高橋、五藤、ペ
ンタックスといったマニア向けの望遠鏡、高級一眼レ
フにビデオカメラを備えて、ざっと見積もっても一人
万円以上の機材が勢ぞろいしている。上手い具合100

に風を避けて校舎の裏に回る人もいた。太陽だけを望
遠鏡の視野に捕らえて写真を撮る分には、広い場所で
なくとも構わないのだ。中にはどうやって運んできた
のかと思わせるような大型の機材を、一生懸命組み立
てている豪傑もいた。何人かのグループで分担して持
ち込んだのだろうか、余程の情熱がなければできない
ことだ。双眼鏡を首からぶら下げただけのカップルが
シートの上で寝転がっている。新婚旅行なのか…。日
本にいる時に計画していただろうことを、誰もがただ
黙々と実行していた。
日食旅行は、晴れることが全てをいい方向へ導いて

くれる。やはり、晴天が一番なのだ。快晴の下で何の
不安も感じないのはほんとうに幸せな事だ。ツアー客
の一人は、｢いやぁ～モロコイを出てすぐに雨が降りだ
したんですよ…。こことは天気が全然違って、最初不
安でしたけど、この空をみて気が晴れました…｣。満面

。 、笑みを浮かべている そんな顔があちらこちらにあり
こちらも嬉しくなった。思うに、参加者は決して安く
はない旅費を払って、地球の裏側までやって来ている
のだから気合いが違う。お金があり余ってというので

、 、はなく コロナを見たい一心で普段の生活を切り詰め
無理をしてやって来ているのだ。それが参加者の偽ざ

る内情だろう。ぼくもその一人だ。だから、その思い
がひしひしとこちらにも伝わってくる。誰かのスーツ
・ケースに｢日食貧乏｣というステッカーが堂々と貼っ
てあったが、妙にいいえて滑稽だった。それほど、皆

。既日食には人を引き付けてはなさない魅力があるのだ
皆既は｢見た者にしか､分からない…｣というが、その通
りだと思った。

学校のグランドはツアー参加者の望遠鏡が並んだ(向こうが本
部の天幕)

僕はツアー参加の初心者の相談にのるため、自由が
効く本部のある天幕の側の建物の陰に自分の機材を組
み上げた。空は雲一つない快晴となり、日食は絶好の
条件で迎えられそうだ。時折、繰り返して強い風が吹
き抜け、その度に顔をそむけなければならないような
砂ぼこりが舞上がった。鼻や耳、髪や服の中もみなジ
ャリジャリになっているが、それより風はシャッター
ブレの要因になり、今回唯一のマイナス点と思えた。

日食を前にして準備に余念のないツアー参加者

部分日食が始まる 分前に、荷物置き場になってい30
る教室で初心者を対象に｢皆既日食の話し｣をした。ほ
とんどの人は機材の調整で、今更日食の解説など聞き
たい者などいないだろうと思っていたが、放送で案内
すると 人ほどが集まった。まだ皆既を経験したこと15
のない初心者がけっこういたのだ。そこで、皆既日食
ではどんな現象が、どういう順序で見えるかを簡単に
レクチャーした。ほとんどが双眼鏡のみ持参した初心
者とツアー関係の添乗員だったが、真剣に聞いてくれ
て嬉しかった。
いよいよ日食が始まる。前日、ホテルで紙に書いて

おいたカウントダウンのスケジュール・メモをチーフ
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添乗員に渡し、部分日食では 分おきに時刻と欠け具10
合、皆既日食では 秒まえから、｢もうじき第 接食10 2
です…｣。｢あと残り半分です…｣。｢もうじき第 接食3

5です。皆既が終わります…｣という具合に、誤差分を
秒とみなし、｢もうじき｣を頭に付けてアナウンスして
もらう段取りをつけた。

部分日食が始まる

年、ベネズエラ皆既日食は雲一つ無い快晴に恵1997
まれ絶好の観測日和を迎えた。｢ピコーン…ピコーン…
ピコーン…｣。短波ラジオから流れる国際報時のカウン
トが、マイクを通して拡声器からグランドに流れて正
確な時刻を伝えている。この音が、これから、ただな
らぬことが起きるという雰囲気をかもし出していた。
時折、それに合わせるかのように｢部分日食の始まりま
で、あと 分…。あと 分です｣と、促すように添乗20 20
員のアナウンスが一帯に響き渡る｡

機材を前に記念撮影．本部天幕横に陣をはった

日食が始まる前に一通り全体のようすをスナップ写
真に収めて歩いた。機材の前に張りついて誰もの顔が
緊張している。汗抱くになりながらも一生懸命望遠鏡
やカメラを覗いて、太陽像が視野から外れないよう微
調整している真剣な顔がそこかしこにあった。会話も
減って、必要なチェックを小声で交わす他は、思った
より辺りは静まりかえっていた。これから始まる日食
への期待のほどが伺えた。しかし、スナップを撮影し

。ようとカメラを向けると皆んなニッコリ笑ってくれた
平屋のコンクリート造りの校舎の陰では、グランド以
上の数のツアー客が望遠鏡を展開していた。ここが以
外に穴場になっていて、あの強い風がほとんど感じら

れない。風は地面を這うようにして吹いている証拠だ
った。
部分食の始まる時間が迫ってくると、僕もほとんど

自分の機材の側につきっきりになった。自分でもやら
なければならない事をたくさん抱えているのだ。僕は
口径 、焦点距離 の鏡筒にキヤノン ボ5cm 700mm -EOS
デーを取り付け、 フィルムに食の進行状況をそ35mm
のままスチール撮影する(太陽がほぼ７ミリの大きさに
写る)オーソドックスな撮影を計画していた。ただし､
帰ってから数コマのコロナ画像を合成して、内部から
外部にかけての流線構造を 枚の写真に表現したり、1
部分食の始まりからダイヤモンドリング、コロナ、再
びダイヤモンドリング、復元する部分食の終わりまで
の全経過を 枚に並べた合成写真を作ろうと計画して1
いた。

校舎の陰で望遠鏡を展開する参加者(かなりの数が風を避け
た)

時 分。｢部分食が始まりました…｣とアナウン12 37
スが流れると一斉に撮影が始まった。眼視や双眼鏡で
見るだけの人は、フィルターや真っ黒いフィルムで太
陽を減光して眺めている。僕はまず、筒先に被せてあ
る安全用の遮光紙を外す。これは減光用のゼラチンフ
ィルターが太陽の強烈な熱でベコ・ベコにならないよ
うにするためと、撮影時以外は熱でレンズが割れない
よう保護するためのものだ。マジックテープで簡単に
着脱できるよう工作してある。それから、望遠鏡に取
り付けたカメラのファインダーを覗いて、円いピント
マットに合わせるよう太陽像を上下 つの微動ハンド2
ルを回転させ、同心円になるよう正確に導入する。こ
れで画面のど真ん中に太陽が入っている事になる。ピ
ントは部分食の始まる前に黒点で念入りに合わせてお
いた。撮影時刻になると息を止め、適正とアンダー・
オーバーの両側で カットをシャッター・ダイアルを3
回転させながら数秒で一気に撮る。また、直ぐに筒先
に安全のため遮光紙を被せて、一行程の終了となる。
その繰り返しを 分ごとに、事前に作ったタイムテー10
ブルに沿って皆既直前の 分前まで続けていくのだ。5
｢部分食が始まりました…｣のアナウンスが過ぎて数

分経つと、望遠鏡を覗いてる客から｢欠けてる！ 欠け
てる！ 欠けてるヨ…｣の第一声が辺りに響き渡った。
それに少し遅れて肉眼で見ている集団からも一斉に同
じように｢欠けてる！ 右下の方が…｣と声が発せられ
た。ほぼ、時刻通りに太陽が欠け始めたようだ。いつ
も思うことだが、誰が計算するのか予報の正確さには
感服する。どうして、こんな遠く離れたベネズエラの
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地で、太陽と月が寸分の狂いも無く重なることを予言
(計算)できるのだろうか？ 改めて科学の力とは凄いこ
とだなぁと感心する。
僕は一人での参加なので、持ってくる機材も限られ

る。かさばる赤道儀を用意せずに、経緯台としたのだ
が、これが撮影を始める前から間違った判断だったと
気づかされた。やはり皆既日食という限られた時間内
で他の撮影も含め色々なことを消化するには、できる
だけ余計な作業は自動化すべきで、特に太陽像を撮影
の度に視野の中心に合わせをするというのは、今回ほ

どしんどいと感じたことは無かった。というのも、日
食は頭の真上(天頂付近)で起きるため、鏡筒が垂直に
立った格好になってファインダーを覗くには、コンク
リートの地面に寝転がる姿勢をとらないとならない。
その上カメラのファインダー位置が センチ位の高さ70
にあるため、常時上半身を浮かせて腹筋のような状態

、 。で覗かねばならず 苦しい姿勢を余儀なくされていた
撮影中は夢中なので気にならないが、わずか数分足ら
ずとはいえ、撮影回数が重なってくると徐々に応えて
きた。赤道儀による自動追尾と、アングル・ファイン
ダー(光路を直角に曲げる)の必要性をこの時ほど感じ
たことはなかった。
時折、相変わらず強い風が吹き抜け、砂ぼこりが舞

いあがる。ファインダーを覗いていると太陽像が風で
ユラユラと動くのが分かるのには参った。かなり頑丈
な経緯台を用意してきたつもりだが、風の方が勝って
いた。シャッターを切るタイミングを吹く風の周期に
合わさなければならなかった。ただし、部分食のうち
は早いシャッターが切れるのでいいが、露出が数秒に
及ぶ皆既中に強風が吹けば失敗だと思った。
刻々と太陽が欠けていくのに合わせて、撮影を 分10

ごとに消化してゆく。欠ける前の普通のまるい太陽像

を 時 分に１カット目として撮影した。あと 分12 30 10
ごとに カット( コマ)の撮影をする。太陽像が大11 33
きく欠ける頃になると、ファインダーの中での中心合
わせに時間がかかるようになってきた。露出倍数１万
倍( )という濃いフイルターのかかったファインダーD4
の中は、三日月のように細くなった太陽の円弧形の像
しか見えないので、どこが画面の中心なのか見当が付
けずらくなるのだ。
ファインダーから目を離して辺りを見渡せば、周囲

の景色全体がクリアーになったというか、薄いサング
ラスをかけたようにほんのり暗くなったのが分かる。
眩しい陽射しが和らいで、透明感が増しコントラスト
がハッキリした感じだ。あれほどジリジリと照りつけ
ていた太陽も、手のひらをかざしても熱さを感じなく
なっていた。空は飛行機で高度 万メートル上空の窓1
から見たような深い濃紺色で暗い感じになってきた。
この時は実に綺麗だ…と思った。誰もが地上に異変が

3起きていることを感じることができるはずだ。皆既
分前の 時 分の部分食を撮りを終えたところで、14 05
素早くカメラボディーを交換した。使い果たした感度
のフイルムから へのボディの切り替えだ。｢カ100 400

チャッ｣とバヨネット式で回転させ、電磁レリーズを付
け替えるだけの簡単な作業(この電磁レリーズの接続不
良が後で、大変なことになるのだった)。
いよいよ、皆既に向け全てスタンバイ 。｢ピコーOK

ン…ピコーン…(報時)｣。時間だけが確実に経過し、欠
け始めてからほぼ 時間 分をかけ、太陽が完全に欠1 30
ける寸前までやってきた。いよいよ、全てが欠けてし
まう皆既日食を迎える…。

魔の皆既日食 直前！

皆既 分前。ファインダーの中を右目で凝視しなが3
ら、左目では太陽周辺の景色や辺りの様子を伺った。
すでに太陽の周囲に木星と水星がハッキリと確認でき
る。誰かが｢金星が見える！ 水星に木星も… ｣と叫ん
でいるのが聞こえた。しかし、右目で覗くファインダ
ーの中の太陽像は、かなり細くはなってはいるが、ま

。 。だまだ眩しい フィルターを外すのはまだ早いようだ
｢よーし、よーし、その調子…｣と、何か獲物を狙うハ
ンターのように、ダイヤモンドリングになる瞬間を待
つ。右手はハンドルをこまめに回して太陽を追尾し、
左手にはレリーズを握り締めていた。
｢もうじき、皆既日食が始まります…｣と遠い感じで

アナウンスが聞こた。｢よし！ このくらいでいいだろ
う…｣と即決して、筒先のフィルターをパッと取り去っ
た。ファインダーの中には爪の跡ような形の太陽が激
しい光を放っていたが、望遠鏡やカメラが焼き付いて
しまほど強烈なものではなくなっていた。｢よーし、そ
ーら…来い。そーら…来い！｣と、体をもち上げた状態
で息を潜めその瞬間を待った。
左目では空全体がスーッと暗くなっていく光景が分

かった。それに遅れるように右目のファインダーの中
は、スローモーションのように太陽の光が失われてい
くのが見える。｢あ…消える…｣。この瞬間がダイヤモ
ンドリングだ。眩しさに隠れていた黒い月が太陽を覆
い、吹き出すコロナと深紅のプロミネンスが数カ所に
見え始めた。
「ここだ！｣とばかりシャッターを押した。｢……？｣

その時だった。とんでもないことが起こった。まった
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くシャッターが作動しない。ダイヤモンドリングはし
ぼむようにスーッと消えていき、その瞬間を逃してし
まった。｢ウワー…！｣。頭の中はパニックだ！。｢なん
で？ なんでだ…？ 何で､シャッターが切れないんだ！
…｣。｢失敗だ！｣。
そんな思いをよそに太陽の周囲に画面から溢れんば

かりのコロナが拡がっていた。
原因がレリーズとは気付かなかった。無意識で咄嗟

にカメラ・ボディーを外して、部分食で使った別のカ
メラ・ボディーを付け替える行動に走っていた。しか
し、レリーズをはずしているので当然シャッターは切
れない。｢あっ、そうか…｣。ダイヤモンドリングどこ
ろか、｢これじゃ、コロナの写真も撮れない…｣と半泣
き状態に陥いった。次々｢成果が無いでは格好がつかな
。 。 。い どうしよう…｣ そんなことばかりが頭をよぎった

｢冷静に…冷静に…｣と、コロナから眼をはずし、地面
を見ながら冷静に考えてみた。｢どうする…？ どうす
ればいい…んだ？｣。
｢よし。いいや… 写真は諦め、眼でしっかり脳裏に

焼き付けてやろう…｣と開き直った。｢自分の金で来て
。 。るんだ…誰のためでも無い｣ そう自分に言い聞かせた

、 。そう考えると 肩から重しがとれたように楽になった
機材を放り出し周囲に目を向けてみた。皆既中の白色
のコロナ流線が濃紺の空の流れて、吸い込まれるよう
に透明な景色が何と言葉で表現したらいいのか、青色
のゼリーの中に我が身がそのまま閉じ込められたよう
な感覚だ。綺麗だ…。｢皆既になると、動物たちが騒ぎ
出す｣と言われるが、周囲にいる動物といえば人間ばか
りだ。確かに｢ウワー！…ウオー…｣と歓声ともつかな
い感嘆の声を発し、怒号が渦巻いている。サッカーな
どで大逆転になった時に、自然に沸き上がる歓声に似
てる…、そう思った。人間って面白い、素晴らしい光

。景に喚いたり口笛を吹いたりして感情をあらわにする
僕は何度か皆既の経験があるが、今回の皆既は随分

と明るいと感じた。思ったより周囲が暗くなっていな
い。現象自体が高い位置で起きたことに関係している
のだろうか。時計の文字盤は読めたが、カメラの液晶
パネルは目を凝らしても読み取れなかった。水星と木
星が、太陽をはさんで正反対の位置で太陽に寄り添う
ように明るく輝いて印象的だ。肉眼ではその付近まで
コロナが長々と棚引いているように見えた。また、皆
既中は地平線の辺りが綺麗な夕焼け色に染まるものだ
が、今回は砂塵のせいかどんよりと濁っていた。地平
線近くの低い位置に金星が燦然と輝いていた。やっぱ
り、この光景はこの世のものとは思えない景色だ。素
晴らしい…。凄い！ これが、真っ昼間に突如として起
こるのだから、これを天変地異といわずして何をそう
言うのだろう？ こんな景色を知らない…見たことが
ないということは、何ともったいないことだろうと思
った…。
そんな感慨に浸っていると、｢皆既、あと残り半分で

す…｣というアナウンスが聞こえて来た。ハッと我に返
6った 気持ちに余裕ができたのか 三脚部に同架した。 、

× の ミリ望遠で情景用の重ね撮り用にコロナを7 300
､ 枚切る余裕がでてきた。また、その時｢そうか、4 5
シャッター・ボタンを指で押せばいいんだ ！｣と気付
いた。もう一度ボデーを取り替えてみようと思った。
コロナの流線の延びている方向にカメラの対角線を合
わせるよう回わし、 ／ 秒から決められたシャッ1 250
ター・スピードで順繰り最大 秒まで、ひたすら１コ4

。マづつ段階的にシャッターを切る早業をやってのけた
このあたりは、何をどうやったのか無我夢中で覚えて
はいない。ただ、望遠鏡で拡大された画面には、真っ
赤なプロミネンスが数カ所立ち上がり、コロナが｢シュ
ー…シュー…｣と、まるで音をたてて吹き出しているか
のような錯覚に陥った。特に極方向の流線がオバケの
Ｑ太郎の毛のように数本にクッキリと別れている。明
るい…、ファインダーのフレームの長四角が分かるほ
どで、コロナに合わせ余裕を持たせた画角だったはず
が、東西方向のコロナはさらにそれをはみ出すほど遠
くまで延びていた。
｢もうじき、皆既日食が終わります！｣とアナウンス

が聞こえた。と同時に、パーッと月の陰から太陽光線
が溢れて、再びダイヤモンドリング状態になった。皆
既が終わった。それはあっという間のことで、終わり
を迎える心の余裕はなかった。眩しい光が、コロナや
プロミネンスをまたたく間に掻き消してゆく。思わず
シャッターボタンを指で何度も押して続けていた。終
わりのダイヤモンドリングを何とか数コマ連写するこ
とができたが、タイミングは僅かに遅かったようだ。
フイルターを再び付けた。 時 分…。周囲から14 11

自然に拍手が沸き起こって、ベネズエラの空に繰り広
、 。げられた皆既日食は あっという間に終わりを告げた

わずか、 分半の出来事だった。神経が高ぶっていた3
ため分からなかったが、気がついたら全身が汗でびっ
しょりになっていた。

皆既日食を終えて

皆既日食終了を契機に｢ガクッ｣と、一瞬に気が抜け
て疲れが吹きだした。撮影のアクシデントが加わった
から尚更だ。これが虚脱状態・放心状態というのだろ
うか？。 時 分から再び後半の部分日食を前と同14 15
じように 分のインターバルで義務的に撮影を始め10
た。
周囲では誰とはなく感動を分かち合っていた。顔見

知りの参加者や添乗員らが次々やってきて握手を交わ
す。｢シャドー・バンドがハッキリ見えました…｣と添
乗員の一人。校舎の白い壁にメラメラと濃淡の影が走
ったのを見たそうだ。｢話しを聞いていなかったら､多
分わからなかったと思います。渡辺さんのレクチャー
のおかげです！｣と感謝された。僕にはそんな余裕はな
かった。意外に素人の方が言われたことに忠実で､しか
も順序立てて観察していたようだ。｢ピンク色のプロミ
ネンスが、それはそれは綺麗でした… ｣と女性添乗員
の感想。皆んな、どう日食の素晴らしさを言葉で表現
したらいいのか分からず、口々に｢凄い！…凄いですよ
ね！｣｢やっぱ…、確かに病み付きになりますネ… こり
ゃ…｣と感激をブチまけていた。
ともあれ、素晴らしい日食を見られたというのが一

番だ。ツアーとして晴れなければ、旅行全て悪しとい
う評価が下ってしまう。添乗員はその重責を果たした
安堵の表情でいっぱいのようだった。

時 分、皆既日食の感動も冷めやらぬまま、部15 40
分食も終了し太陽はいつもの円い形に戻った。

モロコイへ向け帰路

何とも、せわしなく過ぎ去った下準備からの短くも
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日食ダイジェスト(上写真)とテーブルマウンテンの上に輝くコロナ(下写真)：共に多重露出
撮影データは４３頁
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長いロス・タケス村の 日間だった。 時にはツアー3 16
参加者全ての機材が撤収され、潮がひくように人がグ
ランドからいなくなった。バス 台はロス・タケスの3
学校を後に、モロコイのホテルへ向う。余りゆっくり
していると帰りも 時間以上はかかる道のりだから、4
夕食が 時以降に遅れてしまう計算になる。僕も、ど20
う機材を分解し整理したのか思い出せないまま、ツア
ー参加者の一人になって帰途のバスに揺られていた。

３号車のバス・ヘッドに付けられたツアー名

日食が終了した時点から阪急交通社の手伝いインス
トラクターは済んで 号車のバスに加わった。バスの3

メキシコ日食で知り合ったロス在住の山本さん．再会できた
喜びと皆既を見られた喜びで満面の笑みだ．言われた通りキ
ヤノンの双眼鏡を買ってきた．望遠鏡の前で記念撮影．

。皆さんは途中からの参加だったが明るく迎えてくれた
隣の席には、ロサンゼルスから参加の山本哲彦さんが
いた。７年( )前のメキシコ日食のバハ・カリフォ1991
ルニアからロスまでの帰りの飛行機で隣の席だった人
だ。メキシコから帰国後、記念に自分の撮影した日食
の写真を送ってあげた。えらく気に入ったようで日食
の写真を送ってあげた。えらく気に入ったようで感謝
された。ベネズエラに来る前に国際電話がかかって来
て、今回の日食にマイアミから合流して参加すると聞
いていた。僕は彼に双眼鏡を持って来ることを勧めて

ていた。すると大枚をはたいたのか、キヤノンの防振
双眼鏡を購入してきた。｢あなたが、高いものを買えっ
ていうから…｣。まったくの初心者なのに、僕でも手が
出ない高級品を買ってきたのにビックリした。｢あなた
に送ってもらった写真、今でも大事に飾ってあるのヨ
…。もう一度見たいと思ってたけれど、こうしてまた

、見られて幸せだワ …(美川憲一風のしゃべりで…)｣と
皆既を二度続けて見られたことに感動していた。会話
はメキシコの思い出から今回まで尽きることがなかっ
た。来年も、ヨーロッパからトルコであることを知っ
ていて、参加を考えていると言っていた。
バスはコロに向かう砂丘状の洲の直線道路近くにな

ってから大渋滞に巻き込まれた。日食を終えて島の各
所から一斉に車が集中したのが原因のようだ。停まっ
たまま全く進まなくなった。干潟に太陽がだいぶ傾い
て、サボテンが黒いシルエットになっている。バスの
中からベネズエラ湾に沈んで行く皆既を終えたばかり
の太陽をズーッと眺めていた。
コロの町をやっと抜けた所で、再び車が動かなくな

った。今度はどうも事故があったようだ。電柱の側で
ひっくり返っている乗用車があった。野次馬が集まっ
ているのを横目に何とか渋滞を抜け出した頃、辺りは
すっかり暗くなってバスの中はシーンと静まり返って
いた。朝も明けぬうちから動いていたせいか、皆さん
安堵も重なって寝込んでいるようだった。
途中、小便タイムで沿道の小さな闇市のような場所

に寄った。暗くなっていたから、どの辺りかは定かで
はないが、道沿いに露店が何十件も連なっていた。ト
タン造りに裸電球がぶら下がって、ところ所で薪が焚

、 。かれ 人で人でごった返してお祭りのような賑わいだ
ミネラル・ウオーターを買おうと思ったが、バス 台3
が着いて一斉に客が並んだため長蛇の列になって諦め
た。しかし、スリや窃盗がそこかしこに居そうな雰囲
気の露天は、初めてベネズエラの普通の場所にいる感
じがして良かった。

コロへ向かう砂漠の一本道路で大渋滞に巻き込まれる

モロコイ自然公園のホテルに再び

夜 時を過ぎて、やっとバスはモロコイ自然公園内8
の｢コーラル・リーフ・ホテル｣に戻った。ツアー参加
者にとっては朝 時起きからの長い一日だった筈だ。4
直ぐにレストランでバイキング式の食事が始まる。食
事後は寝るのも祝杯をあげるのも自由となった。ただ
夜 時半からメイン・ロビーの屋上で｢星空観望会｣の9
予定があったので、その手伝いがてら参加した。夜も
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遅く疲れているので参加者はいないだろうと思ってい

モロコイ自然公園内のコーラル・リーフ・ホテルのロビー

たが、ゾロゾロと 人程が集まった。皆んな首から双30
眼鏡をぶら下げて本格的な格好だ。 台のバスにそれ3
ぞれインストラクターが同乗していたが、ぼくが代表
して解説することになった。オリオン座が南中してほ
ぼ頭上に見えていた。北極星が低く、ずいぶん南に居
るんだなと思った。時折、星の名前を勘違いして言っ
たり、｢えーと…｣と詰まったふりをすると、辺りから
自然に答えが聞かれるほど、みな良く知っていた。日
食オタクは、やはり星オタクでもあったようだ。参加
者一人一人は地元に帰れば、それなりの天文マニアな
んだろうと思った。ただし、頼まれてもいないのに解
説を始める者がいて、解説者が誰で参加者が誰なのか
区別がつかなくなり閉口した。結構、観望会が始まる
と立場をかえりみず、勝手に解説をかって出る者が出
て、こういう時マニアとは困った存在だと思った。

露出がアンダーでサボテンのシルエットと地平線がうまく決
まらなかった皆既情景写真の失敗作

⑧ ２月２７日(金)
カラカスへ戻る日の朝

その夜は、失敗を考える暇や余韻を楽しむことなど
無しにグッスり眠った。目が醒めると朝 時になって8

13 30いた。午前中はプールのテラスでゆっくりし、 時
にカラカスへ向けバスが出発の予定だ。ホテルは日食
に行く前に寄った時と違って、日食ツアーの客しかい
ないようだった。
同じバスの新婚さん カップルがプールを占拠して2

楽しんでいた(その新婦 人が遠目にスタイル抜群で、2
悪いが目の保養になった)。それに、まとわり着くよう
に独身の子が数名とりまいていた。 人で楽しめばい4
いのに、何故独身男性がそれに数名まとわりついてい
るのか不思議だった。放っておきゃいいのに…。こう
いう天文オタクが集まる環境で、プールでキャッキャ
できる人種は、オタク集団とは違って一般人に多い。
彼らに｢天文が趣味なのか｣と聞いてみると、やはり違
った。たまたま面白そうなツアーだったので参加した
ということだった。納得。

松本直弥(中央)さんがビデオ画像を再生して見せてくれる．
本人，うまく撮影できたのか得意満面だ．

天文オタクの多く(自分も含め)はプールに漬かるこ
ともなく、タダの冷たいソフト・ドリンクでプールサ
イドのパラソルの日陰で日食を肴に雑談している。顔
に覚えのある参加者どうしがダラーとしている。昨日
撮影したばかりの日食のようすをビデオカメラの画像
を再生して周囲の人に見せている人がいた。九州の松
本直弥さんだ。思わず覗き込んだ。 枚の写真と違っ1
て徐々に太陽が欠けダイヤモンドリングがスーッと消
えまばゆいばかりのコロナが輝く。動画は臨場感があ
っていい。
ツアーのコース違い(成田から一緒だった)の人たち

は、日食の前にギアナ高地へ行っているので、これか
ら行くコースの人たちはそこがどんなようすかを聞い
ていた。ツアーを離脱し、ロス・タケスで準備してい
た僕は、そんな彼らと一緒にカラカスに戻ってから帰
りの行程でギアナ高地へ観光に向かう。
部屋では日食で使い終わった機材をもう一度しっか

り整理・梱包した。佐藤智秀さんに作ってもらった木
製三脚は、荷物になるので捨てる予定だったが、貧乏
性なのか捨て切れず持って帰ることにした。午後から
首都カラカスへ戻る最後のバスの旅が始まる。
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一路カラカスへ

今回の阪急交通社の主催するツアーは、日食前にギ
アナ高地を巡る コース( 日発)と、日食後にギアA 2/21
ナ高地を巡る コース( 日発)の つになっていB 2/24 2
た。 コースの方の参加者が多いため、バスが 台にA 2
別れ、日食では計 台のバスが現地に集結した。ぼく3
はベネズエラへは コースで入って、ツアー客がギアA
ナ高地へ向かう途中から離れて、ロス・タケス村で準

B備作業を手伝っていたのだ。そこで、日食終了後は
コースに移って、ギアナ高地観光をして帰ることにな
っていた。必然、所用日数も成田の前泊を入れて 日15
間と長く、皆既日食を過ぎる行程半ば頃から徐々に体
力が落ちていくのが自分でも分かった。
日食前までは｢何としても晴れて、素晴らしいコロナ

を観たい…｣と神経が集中していたが、後半のギアナ高
地観光に向かう頃になると、まともに食事もとってい
ない有様で、体調不良も響いて疲労も頂点に達してい
た。
午後 時にモロコイ自然公園のコーラル・リーフの2

ホテルを後にしたバス 台は、順調に来た道を引き返3
した。車中は昨夜と同じように居眠りする客が多く、
シーンと静まりかえっている。時折、冷房が効き過ぎ
て寒くて寝られないという苦情があったが、このバス
は局部的に調整が出来ないということで、すったもん
だした以外は特に変わったことはなかった。僕はもう
二度と見れないと思って、車窓から退屈することなく
外の景色を眺めていた。
再びカラカスのヒルトン・ホテルに到着する頃には

暗くなって、またランチョの灯りが山々に点って綺麗
だった。夕食はホテル・レストランだったが、 コーA
スは“陽気なカリブの音楽ディナーショー”のオプシ
ョナル･ツアーへ出かけて行った。彼らはその後、次の
日の朝早くマイアミ経由で帰途につく。

コースのインストラクター石塚さん(カメラマン：A
名前は聞き漏らした)は、オプショナルの音楽ディナー
ショーに不参加だったので、 コースのインストラクB
ターの安藤宏(カメラマン)さんと朝 時の出発まで一5
緒に暇潰しに付き合うことになった。彼は僕と同室だ
ったので、石塚さんをむかえ 人で明け方まで雑談し3
た。

カラカス，ヒルトン・ホテルからの夜景(北側を望む)

カメラを大事に一台、一台、ブロワーで掃除しなが
ら｢砂埃でジャリジャリ…。カメラは全てオーバーホー

ールに出さなくちゃ…｣と嘆く安藤さん。先の神戸大震
災で家が倒壊、カメラ一式をダメにし復興融資でキヤ
ノンの から に全とっ換えしたと言っていた。F-1 EOS

。一人で持って来たとは思えないようなたくさんの荷物
35mm 5 6整理しながらも ( 台はあった)は言うに及ばず

× ( 台はあった)や交換レンズ群、大型特殊カメラま7 3
で溢れんばかりのフィルムや機材を、プロはどこにど
う収納するのか興味津々で眺めていた。そこで感じた
のは、フィルムの本数がプロはアマチュアと比較する
と圧倒的に多いということだ。 本単位でバシャバシ10
ャ撮りまくり、バック一つが全部撮影済みフィルムで
いっぱいになっているのには驚いた。現像代も帰って
から数十万円になるといっていた。
皆既日食を肴にたわいもない話をしたが、安藤・石

塚両名共に天文雑誌スカイ・ウオッチャーのカメラマ
ンが職業で、仕事の他、｢カメラマンなんて、食べてい
くのが大変だ…｣とか、安藤さんの神戸の家があの大地
震で崩壊し、命からがら生還した話しなど、カメラマ
ンは大体冗舌な人種が多いようで聞いていて退屈しな
かった。特に生き死にを面白可笑しく話すのは落語家
はだしで、愉快な話術にあっという間に時間が過ぎて
しまった。
そんな荷物の中に、今回のベネズエラ日食用のステ

ッカーが何枚かあった。聞けば 枚を業者に頼んで自50
主制作し、 枚 ドルで売ろうと持ってきたらしい。1 3
しかし 全く売れず持て余しているという そこで ｢こ、 。 、
のまま、ただ持って帰ってもしょうがないだろう｣と、
僕が桜になって完買するのを手伝うことにした。その
見返りに 枚ほどタダで貰うことになった。3

ベネズエラ日食，安藤さん自主制作のステッカー

ステッカー 枚はしっかり自分のスーツケースやバ2
ックに貼ったが、空港で預け入れて荷物として出てき
た時には剥がれていて(剥がされた？)、結局、ノート
に挟んでおいた 枚しか残らなかった。1
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⑨ ２月２８日(土)
ギアナ高地の入り口 カナイマ

、一睡もしないまま 時出で帰国の石塚さんを見送り5
10 8我々は朝 時のカナイマ行きの飛行機に乗るため、

時起きという厳しいスケジュールになった。カナイマ
はギアナ高地観光の拠点になる集落で、帰りに再びこ
のホテルへ戻ることから、必要最低限の荷物だけ持っ
て出るよう言われた。洗面道具にカメラ、三脚(安藤さ
んの小型のジッツオーを借りた)だけを持った。カナイ
マはジャングルの中の陸の孤島のような場所で、光害
が無く星がものすごく綺麗に見えると聞いていたので
固定撮影で南十字星の写真を撮りたいと思っていた。
夜が明けてそう経っていないせいか、ひんやりと高

原の爽やかさが残るカラカスの街中をバスは空港目指
して下山した。山には貧民小屋がどこまでも連なって
いる。トンネルをくぐると、来る時は深夜で詳しい所
まで分からなかったが、深い渓谷を跨ぐ巨大な橋が何
本も架かっていて、急斜面にへばり付くように道路が
出来ていたのには驚いた。こんな場所に強引に道路を
作ってしまう神経は日本では考えられないことだ。
シモン・ボリーバル空港の待合い室からは、滑走路

DC 9とその向こうに海が見渡せた。海はカリブ海。 －
などの小型が駐機していたが閑散としている。待合い
室に入るまで、テロの警戒なのか麻薬の検査なのか、
執拗なボデイ・チェックと手荷物検査を数回も受け何
度も紐をほどいたり、ウエストポーチを腰から外した
りで面倒だった。待合時間にツアー客にこれ見よがし
に荷物に貼ったオリジナル・ステッカーを見せ付け、
｢記念にいいよ…｣と勧めて、約束のステッカーを完買
した。逆に｢私も…私も…｣と記念に欲しがる人が続出
して、足りなくなる始末だった。これも日食が無事見
られたからに違いない。
飛行機では窓側の席を確保したいため、列に早めに

並んだ。その甲斐あって丁度良い席に座れた。機は一
、 、 、度 カラカスより進路を海岸伝いに東進し 左手に海

右手にアンデスの山並みを見ながらカリブ海に面した
リゾート、マルガリータ島に降りた。有視界飛行なの
か、古いボーイング 機は翼を軽く揺らしながら滑727
走路に滑り込んだ。潅木がわずかにあるだけで緑が少
ない島で、赤茶けた起伏の無い砂漠のような平らなと
ころだった。駐機場に着いた機窓からは、小さな四角
い空港ビルが見えた。簡素な空港で、外は相当暑いよ

、 。うで ここから乗るの乗客は日傘をさして並んでいた
しかし、流石に海の色は見事だった。マリンブルーと
は良く言ったもので、サンゴ蕉のある浅瀬は“あさぎ
色”で、透き通るような海を見ているだけで南の国だ
なぁ～と感じた。

分ばかりしたのち、機は再び飛び立ち進路を南に30
とって進んだ。窓から差し込む日の加減で何となく方

。 、角が分かる 眼下には緑濃いジャングル地帯が広がり
行けども行けども、うっそうと茂った絨毯のようなジ
ャングルの連続で、町や道路が全く見えない。今、向
かっている｢ギアナ高地｣観光の拠点、カナイマのキャ
ンプは近年の秘境ブーム、特にエンジェル・フォール
観光のため航空会社が開発した場所で、地上からは道
路が完備していないため飛行機でしか行くことができ

ない場所
というこ

。とだった
しばらく
するとジ
ャングル
の景色は
雲に遮ら
れ、しば
らく雲海
だけで何
も見えな

。くなった
カナイ

マのキャ
ンプ近く
になると
機は徐々
に高度を
下げ、大
きく旋回
を始める
と遠くに
テーブル

・マウンテンが見え隠れしていた。｢あれがギアナ高地
か？｣と窓に顔を押しつけ食い入るように見入った。ま
だ大部奥の方にあるようだが、切り立った断崖がジャ
ングルから飛び出し、色は緑々しているが南極の氷山
のように山々がそびえ立って、まさしくその入口にや
って来たという実感が沸いた。そんな、ジャングルの
中に緑をすっぽり切り取ったような白い滑走路が１本
見えだした。周囲に幾つかの集落(ホテル？)と何本も
入り組んだ川も見えたが、｢ヒューン、ヒューン｣と減
速しながら、ジェット機は機体を大きく揺らしながら
滑走路に荒っぽく着陸した。こりゃ、航空保安施設な
んていうものは何も無い、ただの有視界飛行なんだろ
うな～と思った。
滑走路の行き止まりが駐機場だ。行き止まりでグル

リと回転すると機体は完全に停止した。誘導路なんぞ
というシャレタものは皆無だ。機体後方のタラップか
ら降りアスファルトの上を歩くと、陽射しが強く暑苦
しくてさすが赤道直下と思った。熱帯雨林のジャング
ルで服の上からも刺すやぶ蚊が多いと聞かされていた
ので、暑いのを我慢してなるべく肌を出さないよう、
千歳から着て来た冬用ジャンパーを着た。時代がかっ
たプロペラ機が余ったスペースに何台か並んでとまっ
ているのを見て、｢こりゃ、インディジョーンズの世界
か？｣と思った。ジェット機しか見たことない僕にはプ
ロペラ機は不思議な光景だった。周囲はジャングルに
囲まれ、北海道生まれとしては、どうも植物園の温室
の中にいるという感じが頭から離れない。まさしくジ
ャングルは や映画の中だけの世界なのだ。草ぶきTV
屋根の空港ビル？に、感激というよりは｢うえー！ つ
いに来てしまった…｣というのが偽わざる心境だった。
ジェット機のエンジン音が止まると、ゴーッと滝の音
が辺りに響いていた。流石、土人の太鼓の音は聞こえ
なかったが…。
いちよう空港を囲んでいるフェンスを出ると、ジー

プが牽引する長椅子の座席がついた台車(バス？)が待
機していた。それに揺られてホテルへ向かう。この乗

マルガリータ島に一度降り再び上がる
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地の方へ連れて行かれた。時速 くらいで20km
赤い土埃を舞い上げ、うっそうと茂ったジャングルの
中の道を進んだ 時折 ｢ウギャー｣｢クイッ キュイッ｣。 、 、

、 。と鳥か動物の鳴き声がこだまして 気分が盛り上がる
また、道が凹凸して車体が大きく揺れると、女性たち

、 。が｢キャッ キャッ｣と歓声を上がて大喜こびしている
都会生活に慣れきっているせいか、｢何だか、ディズニ
ーランドのジャングル・クルーズみたい！｣と、周囲が
張りぼてで出来た自然と錯覚してしまう感じだった。

ホテル？は堀立て小屋

カナイマ・キャンプの門をくぐってホテルへ

ジャングルを抜けて森が開けた場所に出ると、トタ
ン屋根の宿舎(ホテル？)に到着した。丁度、高校の体
育会系クラブの部室のような長屋の簡素な建物だ。一
つの部屋は、 畳位の広さにシャワーが付いたトイレ6
と簡易ベットがポツンと つ、それに旋風機のみ。ホ2
テルというより堀立て小屋の一室と表現した方がピッ
タリするような場所だった。呼び名はいちようホテル
だが、環境は最悪、これを掘っ建て小屋と言わずして
何というか。もっとひらたく言えば、公園に無許可で

。造るホームレスの住処と例えれば分かり易いだろうか
ここに 泊もするのだ。ドアは荷造り梱包の木枠のよ2
うで、バタンと閉めてもそこかしこに隙間があって蚊

カナイマ空港に着いたところ

が入り放題。窓が一つあって虫除け網が貼ってあるが
穴があいて用をなしていなかった。部屋に入るなり、
壁や天井、窓に蚊がブンブンと固まっていて、一気に
めまいがしてきた。｢こりゃ…、まともに寝られやしな
いな…｣。でもここしか泊まる所が無いのだから仕方な
い。それにしても殿様商売、これで 泊 ドルもとる1 20
というのだから暴利だ。

牽引する台車に揺られてカナイマ・キャンプの宿泊棟へ

洗面道具と着替え(下着)を部屋に置いて、貴重品(現
金・パスポート)とカメラを首からぶら下げて さて｢ユ、
リ滝観光｣への出発だ。このような所だから泥棒に入ら
れてもしょうがないと思った。大事な物は置いておか
なければいいのだ。それより暑くて我慢できない。蚊
に神経ばかり注いでいてもしょうがないと諦めて、Ｔ
シャツ姿で出かけることにした。皆さん虫除けスプレ
ーを体にかけていたので、僕も借りようとしたが、誰
も自分のことで精一杯で貸してくれなかった。それで
何もつけないでの出発となった。
再び台車に揺られて 分くらいジャングルを走る20

と、オリノコ川の支流に出た。そこからボート(ボート
といっても、要するに中島公園にあるようなボートの
丈の長いやつ)で 分ほど川を下る。全員、誰が着た30
か分からない汚い救命胴衣を付けさせられ、 列に並2
ぶような格好で 隻のボートに別れて乗船した。船外2
機の音がけたたましく鳴って、結構なスピードで川面
を走る。ボート後方に座っている人たちは、船先が掻

。き分けた水しぶきを浴びて前も見られないありさまだ
シャワーを浴びたようでビショビショに濡れると騒い
でいるが、結構それではしゃいでいた。川は 、 メ2 30
ートルくらいの幅で、俗にいう自然のエキスがしみ出
しコーラのような真っ黒な色をしている。手を浸ける
とぬるくて気持ち良かったが、｢ピラニアに指を食われ

、 。ちゃったりして…｣などと つまらないことを想像した
両岸が深いジャングルで、後方にテーブル・マウンテ
ンがそびえ立っている景色は とは違って臨場感たTV
っぷり、まさに圧巻だった。
上流から下ってユリ滝の手前の川岸に着いて、今度

はジャングルの中を徒歩で向かう。一人が歩ける獣道
のような細い小道を一列になってアップダウンしなが
ら滝つぼ目指す。森が深く陽射しを遮り、幾分涼しい
感じがした。ツアー参加者の中には ウン歳という高80
齢者がいて少々心配されたが、休み休み何とか他のお
客について来れたようだ “ゴーゴー”と岩場に流れ落。
ちるユリ滝だが、幅があるものの落差は余りなくそう
大した滝だとは思えなかった。オプショナル・ツアー
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でわざわざやって来たわりには、キャンプのあるアチ
ャ滝の方がスケール大きく流量もあって、何でわざわ
ざこのみすぼらしいユリ滝を見に来たのか理解に苦し
んだ。かえって、ボートでの川下りとジャングルでの
散歩の方がずっと面白いと思った。結局、そうで

長いボートは強力な船外機で川面を突っ走ります

ユリ滝の上流でボートを降りて，いざジャングルの中へ

もしないと楽しみというか時間の潰し方がないのだろ
うと思った。
滝つぼ辺りの水辺で小 時間休憩があり、僕らをは1

じめ年長組みは暑くて何もする事が無いので、ほとん
ど木陰で休んでいた。ここに、これといった施設は何
もない。若い人たちは水着を服の下に着てきており、
さっそく泳いでた。目の保養をするには木陰からは遠
くて見えないのが残念だった。他のツアーも同じよう
なスケジュールでやって来ていたので、 人位はいた50
だろうか？ その中に、大石英夫(小惑星界の重鎮：奥
さんは数年前に亡くなった)さんを見つけ、そばに近づ
いて声をかけたらビックリされた。最初、視線を
合わせないように無視されたのでどうしたのかな？ と
思っていたが、｢サングラスをかけた、人相の悪いのが
近づいてきたので、いちゃもんを付けられる…｣と思っ

。 、て知らん顔していたそうだ 大石さんはさすがに重役
交通公社の 万円もする(我がツアーの倍です)高額ツ70
アーでここに来たそうで、｢こんな所(ベネズエラ)で、
北海道の渡辺君に会えるとは思わなかった…｣と喜んで
くれた。
再び川を戻ってボートで帰る途中、川の真っただ中

で船外機が故障して動かなくなった。すでに暗くなっ
てきていたので不安だった。先に行ったボートが心配

して引き返して来て、船頭が船外機のカバーをはずし
て何とか修理し、無事動き出した。ボートから降り、

ジャングルの中をユリ滝の滝つぼ目指して歩きます

再びキャンプ目指して牽引される台車に揺られた。帰
路、辺りは暗くなって何も見えず、暮れ行く夕焼け空
しか見えなかったが、朱色から暗い紺色になる境の黄
色から紫色に変化する透き通った夕焼け空が見事で感
動した。日食を終えたばかりの月齢 の細い月が地球2

日本にいてもなかなか会えないのに、こんな場所で会うとは
何と奇遇なことか(左：大石英夫さん)

カナイマでの日帰りツアー，ユリ滝観光

照でクッキリ円く見えていたのも印象的だった。綺麗
な夕焼けにロマンチックな雰囲気に浸ってツアーの皆
さんも一様に感動していたようだ。

蚊との戦い、カナイマの夜
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ところどころにある道ばたのお土産ショップ．ネックレスな
どその土地の素材を活かしたものは定番だ．

夕食は、空港に到着した時に聞こえた滝を見渡せる
レストランで取った。大河オリノコ川の支流になるカ
ラオ川のアチャ滝は、滝つぼの辺りが大きな湖のよう
になっていて、カナイマ・キャンプ(現時点ではリゾー
トと呼ぶほど整備されていない)の中心地になってい
る。アチャ滝は落差がユリ滝の倍ほどあって、水量が
多いためこの辺りでは壮大で最も美しい滝の一つと言
われている。
レストランはこの滝やテーブル・マウンテンが遠く

に見渡せ、ギアナ高地の雰囲気が漂う意外と立派な施
設だ。夕食は予め配られた食券を係りに渡して、トレ
ーに主だった食材を次々受け取る方式。肉や炒め物な
どもあったが、もう飲み物と果物くらいしか体が受け
付けないようになっていた。スイカやマンゴウだけは
何とか食べられたが、他は全く喉を通らなかった。そ
んな時、側に大石さんを見つけ席を一緒させていただ

3いた 大石さんは 元東京天文台の田鍋(教授)夫妻と。 、
人で、日食の後に交通公社の本体ツアーから離れて、
オプションでギアナ高地観光に来ていた。このレスト
ランの下のバンガロー・タイプの部屋に宿泊している
とのことだったが、覗かせてもらうと狭く冷房も無く
貧相で、さほどわれわれの掘っ建て小屋と大差ないと
思った。高い割りには個室バンガローと長屋、立地場
所の違いだけで、大した変わりはなかった。
食事が済んで部屋に戻ると、いよいよ恐怖の 泊目1

となった。そういえば、モロコイに行く前に食べたエ
ビが未消化のまま繊維状で出てから、まともな大が一
度も出ていなかった。何日分(とはいっても大して食べ
てない… )もお腹の中に溜っている。そこで、少しト
イレで踏ん張ってみた。しかし、硬いのがつっぺして
いるようで全く出ない。サバイバル・ゲーム感覚とで
も言ったらいいのか、全ては日本のようないつも通り
にはいかない。裸電球の下で物理的にも精神的にも、
これから暗い…暗い…一夜をおくらなければならない
のだ。
寝る前に部屋の中を少しでも快適に…と、添乗員の

部屋を回って蚊取り線香を調達し、部屋の 個所でた2
いた。しかし、ここの蚊に効くかは定かでない。無い
よりはマシという状態だ。汗でベトベトだったので簡
易シャワーを浴びてみた。外に櫓が組んでありタンク
があった。そこにポンプで川の水をあげ、ただそれを
配水しているだけだろう。しかし、一瞬ヒヤッとした
が、これが思ったり快適でスッキリした。

荷物の整理をして、Ｔシャツにジャージを着たまま
寝ようとしたが、部屋の中は蒸し風呂状態で暑いの何
のってたまらない。扇風機の風だけが唯一の頼りで、
首振りで風が回ってくる時だけが生きた心地がした。
それでも疲れていたのか何時間か寝込んで、夜半に

かけた目覚ましで起きた。同室の安藤さんと外へ出て
みた。外灯も無く真っ暗で、噂どおりに綺麗な星空が
広がっていた。確かに地平線をグルッと見回しても光
害は皆無。そんな中、声だけがあちこちから聞こえて
来る。周囲に他にも起きている人が何人もいて、南天
の写真を撮っているようだ。ところが、その中の一人
が小さな穴に足をとられ、何かに刺さって足から血を
出して薬がないかと困っていた。柵を抜いた跡の穴で
もあったようだ。懐中電灯で足下を照らして歩かない
と何があるか分からないくらい暗かった。添乗員の部
屋番号を教えてあげた。
真南に南十字星が南中し、さそり座あたりから濃く

なった天の川が雲のようで見事だった。大マゼンラン
星雲の辺りに、まだヘール・ボップ彗星が見えるはず
なので探してみた。双眼鏡で星雲の北東にボンヤリと
確認することができた。しかし、素人の参加者には、
それがどういう風に見えるのか感覚が分からないよう
で説明に困った。しかし、それより疲れが頂点に達し
ていたことと、今一つ空の抜けが悪いと感じたので、
今夜はこのまま寝て、明日の夜に本格的な撮影をしよ
うということで安藤さんと合意し、再び寝ることにし
た。

６×７でケンタウルスα・βと南十字付近を撮るも流れ雲で
固定撮影では恒星像が途切れて台無し…撮影は諦めた
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⑩ ３月 １日(日)
カナイマ２日目

疲れていたので余計な事を考える暇もなくグッスリ
と眠ってしまった。カナイマ・キャンプでの裸電球一
つの最初の夜が過ぎ、板の隙間から陽が差し込んで、
朝が来たのを告げていた。机の上に置いた腕時計に目
をやると、まだ 時頃。そんなにたくさんの時間寝て6
いた訳でもないのに、熟睡したせいか十分寝た感じが
した。時計の横には、燃え尽きた香取り線香の灰が綺
麗に螺旋状に落ちていた。そこでハッと思いたった。
あの蚊の大群のことを忘れていたのだ。直ぐに体にチ
ェックを入れると、それが不思議なことに刺された痕
が一ヶ所も無いことに気付いた。｢エッ？ 何で…どう
して… ？｣。部屋の中には、あんなに蚊がウジョウジ
ョいたのにだ。その理由をじっくりと考えてみると、
一晩中“強”で回し続けた首振り扇風機の風で、蚊が
近づいても飛ばされてしまったのではないか？ と考え
られた。それでなくとも僕の血は美味しくて、蚊には
格好の標的なはずだ。まさか、体内を流れる渡辺菌に

。恐れをなして…なんてことはありえないことだった…
それが嬉しくて、カナイマの掘っ建て小屋生活もそれ
なりに楽しいもんだと思えてきたから、人間というの
は(僕だけか？)勝手なものだ。

部屋の中はクーラーもなにもない．ただ暑い！ 壁にエンジ
ジェル・フォールの写真が１枚飾ってあるだけ

すっかり太陽が高くまで昇って辺りが明るくなって
いた。明け方まで星が見えていたから、快晴のまま朝

。 。 、をむかえたのだろう 青空がすごく綺麗だった まだ
早朝だったが部屋の中ではする事もないので、宿の辺
りを散歩することにした。熱帯地帯とはいっても朝は
空気がヒンヤリとして清々しい。それでも、北海道の
ヒンヤリとは意味が違って、気温は 度以上はあるだ25
ろう。何となく子供の頃の夏休みのラジオ体操に出か
ける自分を思い出した。そんな雰囲気があった。カメ
ラ片手に安藤さんを誘ったら一緒に行くと言う。彼も
写真撮影のためのロケーションを確認しておきたい…
ということだった。プロ・カメラマンとはいえども、
ベネズエラまで来る仕事はそうそうないだろうから、
彼だっていい景色があったら撮っておきたいと思うの
は当然である。
我々の宿の周囲は広い草原のようになっていて、キ

リンやライオンがいないだけでアフリカのサバンナよ
うな場所である。ところどころにパームツリーやこん
盛りとしたジャングルが連なっている。その遥か向こ
うにギアナ高地のテーブル・マウンティンの上部(メイ
ンはもっと奥の方にある)が飛び出すように見えてい
た。 くらい歩いた小高い丘にヘリが 機停まって500m 1
いた。きっと遊覧飛行用のヘリポートになっているの
だろう。そばまで歩くと、キャンプとアチャ滝が良く

カナイマ・キャンプから離れた場所にある我々の宿泊棟

見える場所に出た。北東から東南方向にいくつものテ
ーブル・マウンティンが、遠くまで続いているのが一
望できる。ロケハンといっても他に目だったものは何
もなかった。途中、どこまでも行こうとする安藤さん
と別れて、僕は帰ることにした。あまり奥に行っても
暑くて戻るのが大変と思ったからだ。

時になって例の牽引車が宿から出てレストランま8
で食事に向かった。ちょうど大石英夫さんが田辺夫妻
とまた食事をしていて、席を一緒させていただいた。
この食事のあと日本へ帰るということだった。大石さ
んの口利きで、田辺先生の名を小惑星へ命名する段取
りをしながら、老人たちはパクパクと食が進んでいる
ようだった。しかし、僕はここ数日果物と飲物以外は
全く喉が通らなく、胃が小さくなったのか食欲もなか
った。ただ、レストランの席に座って、地響きをあげ
て伝わってくるアチャ滝や遠くに霞むテーブルマウン
テンを眺めて、他の者とたわいもない話しをするだけ
だった。

エンジェル・フォール

朝食を終えると、今日はギアナ高地の名物、エンジ
。ェル・フォールを見に行くフライトの日になっていた

ギアナ高地の最奥部にあり、落差 は世界で最大979m
落差の滝だ。わずか飛行機で 分のオプショナル・ツ60
アーで、一人 円もとられるフライトだ。レスト15,000
ランで念のため に入り、大を出しておこうと頑張WC
ったが、やはり硬い便でツッペされた状態になってい
て幾ら奮張っても出なかった。｢出発ですヨ…｣と、便
所の扉まで安藤さんが知らせに来てくれたので、用を
足せないまま空港に向かった。

。ギアナ高地を見るため世界中から観光客が来ている
今日もカラカスから観光客を満載した 機が到着B-727
していた。自分たちの時と同じように次々と降りてく
る。日食のついでに立ち寄るというのではなく、ここ
はそういう観光客で恒常的に混雑しているようだ。そ
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れだけ世界遺産としてのギアナ高地は知名度が高いの
だろう。

、遊覧飛行の方は午前の早いうちにフライトしないと
この時季のテーブル・マウンテンは雲に覆われること
が多いということだった。轟音とともに次々プロペラ
機が発進しては再び戻ってくると、そんな話しが伝わ
ってきた。やはり、標高 以上の山々だ。天気も2,000m
変わり易いのだろう。目的のエンジェル・フォールが
雲の中とあって、天候の回復を待って出発が少し見合
わせられ遅れている。狭い空港待合所はいつしか客で
一杯になっていた。

１９名のツアー客を乗せ，いざエンジェル・フォール遊覧へ
(滑走路横のＤＣ－３同型機)

待ち合いの座席にはザッと並べただけの状態で､首輪
やネックレス、木工細工がおみやげとして展示してあ
ったが、どれもこれもちゃちなもので買う気にはなれ
なかった。ただ、 のカラー刷り｢カナイマ 自然写$4.5
真集｣の小冊誌が飛ぶように売れていた。それを買って
時間を潰していたが、冷えたペプシを 缶も飲み干し2
てしまった。普通ならこんなに飲めないのだが、なん
せ黙っていても暑い。そりゃ、水分の取り過ぎ…と思

、 。うであろうが 厳寒の北海道からの参加者は僕だけだ
その気温差は °以上にもなろう。周囲の人にその辛40
さは分かってもらえないだろうと思った。

幻のＤＣ－３

滑走路は数人乗りのセスナ機から 人乗り位の20
、 。DC-3 10まで プロペラばかり 機以上が待機していた

プロペラ機はちょうど第 次世界大戦で使われたよう2
な古めかしい機体ばかりで、日本では既にお役御免の

のジェット機が頼もしく見えた。ただ、 のB-727 DC-3
ような小回りの利く古い機の方が、狭い空港や渓谷の
遊覧、それに維持費や運行費用が安くて都合がいいの
だろうと思った。しかし、｢こんなんで…よく、落ちな
いなぁ～｣という思いが一瞬頭をかすめた。
やっと、我々のツアーの乗る番が回ってきた。待つ

こと 時間以上。もう昼近い時間になっていた。 人1 19
。 、乗り 機だ 窓側の席が当然いいと聞いていたがDC-3

結局座席数が少なく通路側にしか座れなかった。バリ
バリと耳をつんざくエンジン音をたててプロペラが回
転すると、機体がキシキシ鳴るのが怖い感じがした。
ゴロゴロと砂利道を走るように滑走すると、直ぐに飛
び上がった。キャンプをかすめるように上昇し、アチ
ャ滝とカナイマ湖が眼下に見えた。カメラを用意して
何枚か窓側の席に座っている人越し(僕の隣は中村さん

という)に写真を撮った。サファリ・ルックに身を包ん
、 、だ美人が スチュワーデス替わりに案内してくれるが

グオーンというエンジン音がうるさく声が聴きとれな
かった。しかし、どうせ分からない英語だったので自
然に耳から遠のいていたが…。

地獄のフライト

カナイマ・キャンプを飛び上がるとアチャ滝とカナイマ湖が
眼下に見えた ウカイマ(合わさる)・ゴロドリーナ(鳥の名前)．
・ワダイマ(神の水)の３つの滝を合わせ，ゴンドリーナの滝
と呼ぶこともあるそうだ．

ギアナ高地の絶壁が窓越しに見えるようになると、
急に機体が激しく上下するようになった。山の壁伝い
に上昇気流が渦巻いているのか、気流の状態が悪いの
だろう。最初は座席の肘掛けにしがみついていたが、
それが度重なると急に具合が悪くなってきた。ちょう
どジェットコースターで連続して落下する時のように
胃の中身が押し上げられるような感じだ。機体がフワ
ッ、フワッと落ちる度に、冷や汗が出て景色どころで
はなくなってきた。すると、ほぼ同時くらいに下腹部

が差し込んで痛くてたま
らなくなってきた。どう
したことか最悪の下痢の
ようだ。痛みの間隔がす
ぐに狭くなって、便が肛
門のところまで下りてき
ているのが分かった。肛
門筋で何とか出ないよう

。抑えている状態になった

サファリ・ルックのスチュワ
ーデス(カメラブレして少々
ボケ気味)

｢何でここでこうなるの…、あれほどトイレで頑張った
のに…｣と思ったが、気を緩めたら数日分の大がいっき
に溢れ出てきそうな状況になった。しかし、まだ飛び
上がって 分も経っていない。これからの 時間もの10 1

。 、遊覧飛行に耐えられそうもない 我慢しようとしたが
既に限界で冷や汗で体中がビッショリ濡れてきた。こ
んな小さい飛行機じゃトイレがあろうはずもない。限
界だ…、仕方ないので恥も外聞もかなぐり捨てて添乗
員に声をかけた。｢下痢が出そう…で、我慢できない…
｣。乗客には臭いけど前を向いててもらってさせても
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らおう。せっぱ詰まっていた。そう考えて後部座席で
見えないようビニールか何かに、便をさせてもらおう
と決心した。いい大人だ。顔が真っ赤になるくらい恥
ずかしい決断だった。添乗員がサファリ・ルックの女
性とヒソヒソ会話して戻ると、｢渡辺さん…。トイレが
後部にあるそうです！｣と言った。｢えッ…、ト、ト、
トイレがある？｣。なんと嬉しいお言葉か。こんな小さ
い飛行機にトイレがある。
［お…、お…、神様、仏様｣。 年生きてきて、こ43

んなに嬉しいことはなかった。荷物室だと思っていた
後部ドアをすぐに開けた。どうだろう、ちゃんと便座
があるではないか！ ｢やった！｣。飛び込むようにしゃ
がみ込んだ。肛門まで迫っていたので、部屋の照明ス
イッチを捜す余裕もなく、すき間から漏れる薄明かり
を頼りに座って、一気にジョーと音をたてて水状の下
痢が噴出した。数日分が溜っていたのが絞られるよう
に出たきたのだ。この一瞬は、機体が左右上下に揺れ
る中だったが夢心地のようだった。皆さん、このよう
な状況に覚えがありませんか。バスの中とか身動きが
取れない場所で…下痢。僕には小型飛行機の中での最
悪の出来事だったのです。しかし、話しはこれで済ま
なかった。

、やっと楽になってトイレを出て座席に戻ったのだが
すかさず今度は手が座席裏の網ポケットに入っている
ゴミ袋(ゲロ用袋)に延びていた。｢ウエー…、ウエー
…｣、今度は上から胃の中にあった物を戻してしまった
のだ。朝から食べた果物、パン、コーラが口から吹き
出てきた。必死にゲロ袋を口に当てがったが、急だっ
たため汚物が鼻からも溢れ出て襟元や膝の上にこぼれ
落ちてしまった。何たることだろう。下痢と飛行機酔
いという最悪の事態が重なってしまった。またしても
恥ずかしいのと情けない気持ちでいっぱいになった。

、 。その後はもう書かなくても 想像におまかせしよう…

ギアナ高地の絶壁が見え出す頃になると体調は絶不調へと(機
内から撮った最後のカット)急変した

高価なＯＰ・ツアーは何も見なかった

ギアナ高地の入口あたりのテーブルマウンテンの絶
壁の写真を最後に、僕のカメラの写真はコマが止まっ
ていた。隣に座っていた中村真佐樹(つくば市の科学技
術庁無機材質研究所：勤務)さんには、ゲロが飛び散っ
たようで本当に迷惑をかけてしまった。こんな時、側
にかみさんがいれば…と、弱気になってしまった。そ
んな僕の最悪の体調を気にもせず、飛行機は何も無か
ったように順調に飛んで、サファリ・ルックの美女が
何か一生懸命、｢エンジェル・フォール！、エンジェル

・フォール！…｣と叫んでいるのが聞こえた。こちらは
具合が悪くて景色どころでは無かったのだが、この苦
しい思いは全てこのエンジェル・フォールを見るため
だったのだ。顔をしかめながらも横目で窓の外を覗い
てみた。
言われてみれば確かに霧のような滝が、岩肌にそっ

て落ちているのが見えた。乾季で水量が少なく、滝は
途中で雲のように散って消えていた。飛行機は大きな
渓谷に入ってきたばかりなのか、滝はまだ随分と遠く
に見えたが、ただ、その絶壁の滝の辺りにまとわり付
くように何機ものセスナや小型機が旋回しているのが
見えた。米粒みたいに何匹もの蚊がプーンとスローモ
ーションのように飛んでいる感じだ。その対比が渓谷
の深さや大きさ、滝の高さを物語っていた。
ほどなく、ほとんどの記憶が残らないまま、地獄の

フライトを終えて飛行機は空港まで戻ってきた。機を
降りると｢渡辺さん…、顔が真っ青ですよ…｣と、安藤
さんに声をかけられ、この顛末を話すと、｢誰か後ろで
ゲー、ゲーやってると思ってたけど、渡辺さんだった
んですか…｣と笑われた。その時、本人は生き死をさ迷
う状態だったのだ。｢高いオプション料を払って、何故
こんな辛い思いをしなきゃいけないのか？ …｣と悔し
く思った。そういえば、以前にもペルーのナスカ地上
絵見物のセスナでの飛行機酔い。ロサンジェルス沖の
カタリーナ島までの高速艇の船酔い。海外日食では何
度か同じような辛いめに会っている。それなのに｢懲り
ないなー…｣と自分で思った。しかし、｢今度こそは、
もう二度と飛行機と船はよそう…｣と心に誓った。
ところが、この悪夢は場所を変えてまだ続くとは、

この時点では思ってもみなかった。

カナイマの楽しみ

出るものが、上からも下からも全部出てスッキリし
た。宿までの帰りは、途中で牽引車を降りて何人かで
歩くことになった。土産物売りの店があったので寄っ
てみたいと思っていたのだ。カナイマ・キャンプへ来
て、まだ何一つお土産らしき物は買っていなかった。
暑いのでゆっくり歩いたが、意外に木陰は涼しい。ゲ
ロをこぼした服やジャージは自然に乾いていた。一緒
に歩いている人たちは、樹にトカゲのような物がいる
と騒いでいる。保護色になっているのか僕には分から
なかった。時折、｢キー…、クエー…｣と、きっかいな
鳴き声をあげて、赤や黄色、紫など原色豊かなハデハ
デ色のオウムのような大きな鳥が飛んでいくのを見か
けた。やっぱり｢ここは熱帯、本物のジャングル…だ｣
と思った。街の植物園とは迫力が違う。
赤土を踏みしめ 分も歩くと、入口に観光ポスター10

や絵はがきのカレンダー商品がぶら下がって、いかに
も土産店と分かるところに着いた。下痢と飛行機酔い
の二重苦で写真撮影どころではなかったから、記念に
エンジェル・フォールの綺麗な写真を数種類買い込ん
だ。ところがこれ幸い、印刷では無い写真の生プリン
トが売っていた。｢よし、これをスキャナーで取り込め
ばいいや…｣と、都合のいい物を手に入れたと思った。
六つ切りの大きさで ドルだったが、その他に、ギア3
ナ高地、カナイマ・キャンプ、南米美人の水着姿の絵
ハガキなども買い込んだ。土瓶類、お面、吹き矢など
もたくさんあったが、帰ってから｢こんな物、いったい
どうするの…？｣と言われそうだったので買わなかっ



- 33 -

深いジャングルの中にそびえる高さ1,000m以上のテーブル・マウンテンは雲に霞んで不思議な世界を演出する
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落差1,000mのエンジェル・フォールは世界でもっとも訪れてみたい場所に選ばれている
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た。本人が現地で調達するものは、本人にしか分から
ない想い出があって、それなりに価値があるものなの
だが、やはり月日の流れとともに邪魔物になって捨て
てしまうことが多い。確か 年にインドで買った“1980
ヘビの木のおもちゃ”や 年のペルーの“土偶”な1994
どは、嵩張るがゆえ知らないうちに消えていた。

ジャングル
の木陰を抜け
ると、太陽を
まともに浴び
て暑くてたま
らなかった。
ヒビ割れた土
壁の民家や茅
葺き屋根の住
民の建物を見

物しながら部屋に戻った。やはり、ここで生活してい
る人(キャンプでの下働き)は、貧しそうだなというの
が実感だった。

カナイマ・キャンプ唯一のお土産の売店(何せ暑いのです)

南米特有の民芸品でいっぱいの店内

、部屋に戻って下着からＴシャツまで全部取り替えて
再びシャワーを浴びた。これで何とか悪夢から立ち直
れそうだった。今夜は昨夜やり残した南天の星野写真
を撮ることに集中しようと思った。夕食を例のレスト
ランでとって早めに就寝することにした。今は北半休
は冬。夏の星座や南十字星が見えるのは夜半以降にな
る。安藤さんと撮影機材やフイルムの準備を整え目覚

、 。 、まし時計をセット 直ぐに寝込んでしまった やはり
今日一日の出来事は精神的にこたえ、かなり体力を消

耗させたようだった。

天体写真、撮影の鉄則

目覚ましの音で気が着くと部屋は真っ暗だった。虫
の音が聞こえる以外はシーンとして何も聞こえない。
裸電球を点灯し、安藤さんがすかさず外へようすを見
に行った ｢晴れては…いますが… 雲もありますネ…｣。 。
と、浮かない顔で部屋に戻ってきた。それじゃ｢自分の
眼で確認しなくちゃ…｣と、やぶ蚊対策でガッチリ着込

レストランで大石英夫さんと

んでから外に出てみた。なるほど、プラネタリウムの
電球切れのように、夜空の一部分がポッカリ黒く抜け
て星が何カ所か見えない箇所が分かった。地上からの
灯かりの照り返しが無いので、雲のある場所が真っ黒
に抜けて見えるのだ。どんどんその部分が移動しなが
ら多くなり、星が見えない状態になってきた。これで
は写真は撮れない。やはり、｢昨夜、無理してでも撮っ
ておけば良かった… ｣と悔やまれた。
天体写真の鉄則 “明日も晴れるとは限らない… 。。 ”

晴れている時に無理をしてでも撮っておかなければ、
チャンスはそうそう無いということをこの地であらた
めて思い知らされた。

朝を迎えたカナイマ・キャンプ宿泊棟前にて．カメラ一式を
リュックに入れて散歩に出るところ
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コーラ色をしたカナイマ湖に立つ３本のヤシの木，雨季には
この辺りは水浸しになる

カラオ川のアチャ滝から注ぐカナイマ湖は浅瀬の砂地になっ
ていて泳ぐことができる．コーラ色をした湖だ．

レストランから見るアチャ滝とカナイマ湖，ギアナ高地の遠
望．左がクルンテブイ，右がクサリテブイ．

⑪ ３月 ２日(月)
カナイマ３日目

結局、まともな天体
写真を 枚も撮ること1
ができずに 夜目を過2
ごしてしまった。さそ
り座から南十字星の辺
りにかけての濃い天の
川やコール・サックな
どの暗黒星雲を今回も
逃してしまった。
翌朝は、夜の天気そ

のまままに雲があちこ
ちに浮いている状態だ
ったが、太陽が高くな
るに従い青空がまた広
がってきた。午後の帰
る便まで時間があった
ので、朝食の後(とは言
ってもジュースとパン

位で、まだほとんど食べられない状態)、カメラを持っ
てレストランからそのままアチャ滝とカナイマ湖のそ
ばへ散歩に出かけた。それまでに何度もレストランか
ら素晴らしい景色を眺めていたが、一度もゆっくりそ
ばまで見に行くチャンスがなかった。直射日光が強裂
なのでベネズエラ国旗を型どった安い帽子を買って、

、 、 。サングラスをかけたが ｢あちぃーの あちぃー…の｣
湖岸の浜の上は特に照り返しもあって砂漠の上を歩い
ているような感じだった。すぐに鼻のてっぺんが焼け
て赤くなっていくのが分かった。湖のほとりには 本3
のパームツリーが立っていた。ちょうど写真集にも大
きく載っている絵になる場所だ。この辺りから周囲を
見渡すと、緑濃い森林とコーラ色の川と湖、そして轟
音を響かせる滝、それこそ豊かな自然がそこかしこに
溢れていて、カナイマにギアナ高地観光の拠点が造ら
れたことに頷ずけるものがあった。

36そんな景色を何気なく撮っていたつもりだったが、
枚撮りフイルム 本がすぐに無くなってしまった。同1
室の安藤さんは三脚を立てながら、ブローニー判の大
型パノラマ・カメラでじっくり撮影している。被写体
にはこと欠かないほんとうに綺麗なところだ。｢青い珊
瑚礁｣という映画があったが、ここに若い男女ならば、
何も考えないで楽しく過ごせるなと思った。乾季のせ
いで湖や川の水量も少なく、白く細かい砂の浅瀬は泳
ぐのに都合がいいようだった。安藤さんは流石プロの
写真家だ。ツアーの女のコに水着でカメラに収まるお
願いをして、滝や湖と一緒に撮らせてもらっている。
大自然のスケールは人間が入ることで比較しやすくな
る。｢一緒に泳ぎましょうヨ…｣と僕も誘われたが、海
水パンツは無いし、第一自分はこの景色に似合わない
と思った。どうもこの体形で水につかると風呂に入っ
ているように見える。まぁ、そう思ってしまうところ
が若くないということなのだろう…。若いというのは
いいことだとしみじみ思った。日食を観るために一緒
になったツアーの皆さんだったが、旅が終わればそれ
っきり会うこともない。泳ぎはしゃぐ若い娘の姿を見

朝のレストラン，果物しか喉
を通らない(手にはマンゴウ)
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ていると、恥ずかしがるというでも無く、｢屈託が無い
な～｣と感心してしまった。(後日、お礼に写真を送付
するとたいへん喜ばれた)。
こちらは炎天下、暑くて死にそうだったので、急ご

しらえの撮影会を早々切り上げレストランに戻った。
屋根が日陰をつくり、壁がないので風が通って、景色
を眺めながら冷たいポーラ・ビールを飲むのは最高だ
った。しかし、やはり日本人なのだろう、何もするこ
とが無いのも意外に退屈なものだ。ポケーッとしてい
るにも限度がある。特に知り合いがいない一人ぽっち
だから、こういうのは意外に 泊もあればいいのかも2
知れないと思った。
昼過ぎには再び首都カラカスへ戻る。あっという間

の短かったカナイマ・キャンプだったが、死ぬほどの
苦しみと恥ずかしさを味わったのも、過ぎ去ってしま
えば全て良き想い出となるものだ。帰りの に向B-727
かうエプロンでは、二度と来ることのないだろう景色
を何度も振り返って見納めた。

さようならカナイマ空港

幻のカリビアン・ダンス

地元のポーラビールを所望のＢコース・インストラクター安
藤宏(左)さんとロスから参加の山本哲彦(中央)さんとツアー
参加の女性(新婚カップルの片割れ：名前分からず)

飛行機はギアナ高地の拠点カナイマ・キャンプから
来たコースを逆に辿り首都カラカスへと戻った。再び
ヒルトン・ホテルに戻った時は、すっかり暗くなって
いた。各自部屋に入って預けていた荷物を受け取り、
夕食時間までに帰国にむけて整理整頓となる。僕はカ
ナイマの 日間の汗を久しぶりに暖かいシャワーで洗3

い流した。
ベネズエラ・カラカス最後の夜は 万円のオプショ1

ンで｢魅惑のカリビアン・ショー｣というディナーが組
まれていた。バスで 分も市内を走って、高級住宅街30
の一角のメキシコ風っぽい建物と門構えのあるレスト
ランに入った。ツアー客全員が申し込んでいたようで
総勢 名だった。ところが、カリビアン・ショーとは25
名ばかりで、男性 名ほどの生バンドがギターやマラ5
カスで軽い音楽を奏でるだけの、期待していたものと
は大きくかけ離れたショーだった。我々はリオのカー
ニバルのような小麦色の肌を惜しげもなく露出した女
性が、豪快に踊りを見せるカリビアン・ダンスショー

熱いカリビアンダンスショーとは関係ないただの演奏バンド

風を想像していたのだ。きっとツアーの皆さんもそう
だったと思う。誰が、堅くて不味い肉だけのディナー
に 万円も払いますか…。生バンドには悪いが、テー1
プでも流してくれていた方がまだましだと思った。何

、も見るものが無いのにはさすがお客さんもブーブーで
｢金返せ！｣と揃って口々に怒っている。きっと帰国後
に旅行社にクレームがたくさん届いた筈だ。正直、こ
れは僕も阿漕(あこぎ)だと思った。後で責任者に聞く
と、彼らも最初は我々と同じような民族ダンスを企画
していたそうだ。しかし、蓋を開けるとこのあり様で
ベネズエラにはもともとその手の踊りは無く、ちゃん
と内容を確認しておなかったのが大失敗だったという
ことだった。

お色気をふりまく，ベネズエラの美人学生｢パメラ｣

レストランでは日食観測に成功し、無事ギアナ高地
観光も終わり、最後の“うちあげ”の夜にしては、ま
ったく盛り上がらなかった。シラーと白けた沈黙が続
いたのには参った。ただ、現地添乗員の手伝いのパメ
ラという女の娘(日本語の勉強をしている大学生)が、
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黒いぴちぴちのミニ・スカートのドレスを着て唯一色
気をふりまいていた。バスでは最前列で僕の隣に並ん
で座っていた。長い足と大きな胸は、流石スペイン系
ベネズエラ美人である。レストランの壁際に立って、
現地添乗員の男性とただ愛そう良くしていただけだっ
たので、頭にきたついでに、｢お前が、パメラとくっつ
いてばかりいてどうするんだ…｣と男性に話し、ツアー
客の間に入るよう言った。それをきっかけに、堰を切
ったようにツアーの男性客が入れ替わり立ち替わりパ
メラと会話したり、カメラにツーショットで収まり、
沈んでいた雰囲気がやっと和んだ。

パメラのキッスに喜ぶ安藤宏さん

⑫ ３月 ３日(火)
米国フロリダ，マイアミへ

る左手の山頂から下りてきた海岸沿いにカラカスの空港があ

翌日は 時と早く起こされ、 時には空港で出国手6 8
続きをし南アメリカ大陸から北アメリカ大陸へと向か
う。
空港を飛び上がると、機はすぐに北西のカリブ海へ

進路をとり、僕は窓から小さくなっていくアンデス山
脈のアビラ山系の 級の山々が青く霞んで見えな2,000m
くなるまでジーッと眺めていた。眼下には次々に近く
の島が見えていた。カリブ海の上を一気にまたぐよう
に機は飛んでいたが、途中、窓から見えるどの島も赤
茶けた台地で緑がほとんど無いことに気付いた。暑す
ぎて樹が育たないのだろうと思った。
そうこうしていると雲に景色が遮られたので、隣の

人たちとたわいもない話をして過ごした。もう随分と
一緒の旅をしているから、顔も名前も分かって仲間意
識が芽生えている。よく見ると機内食の食器やタダの
ワインのミニボトルを手もつけずにバックにしまって
いる人がいた。聞けば、｢帰ってからの記念にする…｣
という。そういえば、何でも珍しく持ち帰った自分の
初の海外旅行の時を想いだした。そこで、僕は機内食
はほとんど手をつけないので、ビニールに入ったまま
の食器セットや、酒は飲まないのにワインを何本もも
らって、彼が集めるのに協力してあげた。
再び海が見え出す頃には機はマイアミに着く少し手

前だった。ちょうど、バハマ諸島のアンドロス島の上
をかすめるように飛んでいたようだ。｢グレートバハマ
推｣と呼ばれるこの辺りは、サンゴの岩礁の島々で、波
も穏やかで、海は“マリンブルー”から見事な“あさ
ぎ”色に変わっていた。刻々と変わる白い浅瀬の形状
や海の色彩がそれはそれは見事で、窓越しに何カット
もカメラのシャッターを押した。しかし、出来上がっ
た写真は、肉眼で見た色とは似ても似つかぬものだっ
た。
沖縄の珊瑚礁が世界で最も美しいと聞き、そう信じ

てそれまで疑わなかったが、これをじかに見て考えが
変わった。｢沖縄の比じゃないネ… この色と美しさは
…｣。そういえば、函館の夜景が世界一と聞かされてい
たのが、香港の夜景を見てからそれが地元びいきのウ
ソだと分ったのに似てると思った。サンゴの海洋棚に
埋め尽くされ、視界に入る海全体が文章では言い表せ
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ないような景色で、自分の目でみなければ他人の言う
ことは本当にあてにならないということを、この時ば
かりは再確認した。それにしても、｢これが、バハマか
…。これじゃ、金持ちが集まるわけだ…｣と、すっかり
納得してしまった。

アンドロス
島の景色

そのま
ま機は高
度を下げ
て着陸態
勢に入る
と、フロ
リダのな
だらかな
海岸線が
視界に入

。って来た
ビスケー
ン湾を挟
んで海岸
に沿って
延びる洲
には高層
マンショ

ンが建ち並び、白い砂浜がどこまでも続くビーチが現
れた。上から見ると、高級邸宅が碁盤の目のように整
然と配置され、高層ビルの集まる辺りがダウンタウン
だろう。流石、アメリカの裕福な景色だなぁ～と思っ
た。ここが百年前には蚊が群飛ぶ一面の湿地帯だった
とは誰が想像できよう。

フロリダ，
マイアミの
海岸

マイア
ミは一年
を通して
温暖で、
ハワイと
並んでア
メリカ国
民が一度
は訪れて
みたい土
地だそう
だ。とく
に米国五
大湖周辺
や北部、
カナダ方
面の寒冷

地方に住む者には憧れの地だそうだ。近年はオーラン
ドに代表される大テーマ・パークが人気で、世界中か
らも観光客がやってくる。そのフロリダにあってマイ
アミは、キーウエストやカリブ海の国々への入り口と
して重要な位置にある。ペルー日食でも寄って南米線
に乗り換えたので 度目だったが、大体、夜に乗り継2

ぐため市内に入るのは初めてだった。ただし、ここも
ご多分に漏れず治安が悪いそうだ。キューバ革命で逃
れた難民が大挙溢れ、貧困の中での仕事の奪い合いか
ら、黒人との間でイザコザが絶えないとのことだ。
空港から貸し切りバスでまず向かったところが、サ

ンサンと照る太陽の下、若者たちが集まるマイアミ・
ビーチ。縦横に延びるフリーウエイを快走し、両脇に
はたくさんのパームツリー並木が続き、立派なマンシ
ョン群を横目にしながら、海には白いヨットがところ
狭しと係留され、遠くには巨大な船体を見せる豪華客
船が何隻も停泊していて、どこまでも青い青い空に気
分はなぜかトロピカルという感じだ。バスはビスケー
ン湾を跨ぐマッカーサー・コーズウエイ(橋)をひた走
り、サウス・ビーチへと入った。ここは、白、コーラ
ルピンク、ペパーミントグリーン、イエローなどの“
パステル・カラー”と“ネオン看板”に彩られたホテ
ルやレストランが建ち並ぶ若者たちの街で、地元っ子
や観光客が入り混ざってお祭りのような騒ぎになって
いた。

マイアミの有名な“オーシャン・ドライブ”

。特にこの通りをオーシャン・ドライブと呼ぶそうだ
名前からしていいじゃない…。日本とは道路の呼び方
一つにしても響きが違う。有名ブテイックやカフェ、
レストランが集まって、アール・デコ調の単純な直線
模様を活かした建物が 年代の良きアメリカに迷い込60
んだようで、全てが光っていた。

マイアミ・ビーチでの悪夢

さっそくビーチへ繰り出し水着美女たちを拝もうと
思った。冷房の効いているバスからカメラ片手に降り
る僕ら日本人だが、ズボンや服を着ていること自体に
違和感がある。太陽が眩しくムッとする気温の中で、
短パンにせいぜいＴシャツくらいが似合いの場所だ。
それでも、｢記念にお写真を 枚…｣と思い、マイアミ1
・ビーチをバックに 枚撮らせてもらった。1
そして、いざ海岸へ美女を拝見…と、砂地を歩きだ

したところで、突如おナラがしたくなった。ここで汚
い話しで恐縮だが、｢誰にも聞こえはしないだろう…｣
と、小さく放屁したつもりがギクッとした。｢ウワ～！
何だ…、今の屁は感触が少し違うゾ…｣。それもそのは
ず、プッとしたつもりがブチューと水状の下痢が一緒
に出てしまったのではないか？ ベネズエラからほとん
ど水物しか口にしていなかったので、もうほとんど消
化ができない体になっていた。空気だけの放屁のつも
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りが、中身も流れ出たきたようだ。つまり、何といい
歳してマイアミでクソをチビッてしまったのだ。股の
辺りがペチョペチョ状になって、歩くのがやっと。幸
い、ズボンまで染み出てないようなので助かった。
もう海岸の美女どころではない。誰にも悟られない

よう、ぎこちないヨチヨチ歩きで一人…便所を捜すこ
とになった。行き交う人でごった返すオーシャン・ド
ライブ沿いにレストランやショップに を求めて歩WC
く。だが、お客になって中に入らないとその場所は分
かりようもない。誰が風采の上がらない日本人が、お
漏らしをして歩いていると思いましょうか…。レスト
ランやショップのお客さんの目線が全て僕の股間に注
がれているようで、ショーウインドウに映る自分の姿

300mが哀れに映った ｢参ったな～ こりゃ 参った…｣。 。 、 。
くらい歩いたところで、海岸側に公衆便所らしきもの
を見つけた。｢あった！…。あったぞ…｣。グルッと建
物を回って入口側に行くと、ちゃんと男女のマークが
付いているではないか。すぐさま駆け込み後始末…。
幸いにも臭いがほとんど無かったのが助かった。その
あと詳しくはまた想像にお任せ…とする。
マイアミ・ビーチでは水着ギャルの鑑賞どころか汚

物との戦いで偉いことになった。ウキウキしていた気
分が突然暗くなってしまったが、大事にならずに済ん
だのが何よりだった。マリオット・ホテルの 階ショ1
ッピング街の中華料理店で昼食となったが、ギアナ高
地での悪夢がよぎって料理が喉を通らない。食べると
また腹痛がおきそうだった。

マイアミ・ビーチでの記念写真．この直ぐ後で放屁するとた
いへんな状況に陥ってしまった

次に訪れたのが、ダウンタウンのベイサイド・マー
ケットプレイス。ちょうどサンフランシスコのフィッ
シャーマンズ・ワーフのように、クルーズ船が発着す
る桟橋を中心に、ハードロック・カフェやワーナー・
ブラザーズ・ショップなど、 階建てのアーケード通2
りに 以上の物販店が建ち並ぶ巨大モール(スーパー80
・マーケットのデカイ奴)になっている。レストラン、
ファースト・フードをはじめ、民芸品、小物屋、キャ
ラクターグッズ、プロスポーツ・チーム・グッズ店な
ど、観光客がお土産を捜すのに都合良くできている場
所だ。要するに小樽運河や函館金森倉庫に代表される
観光港湾なのだ。わずかに与えられたフリータイムで
各ショップを急いで覗いてみるが、それなりに手がの
びた品物もあったが、円換算すると｢こりゃ、高けぇな
ぁ～｣と何一つ買えなかった。特に目新しい物もなく、
日本でもこういう場所は観光価格で高いものだ。余り

に綺麗な店構えと整然と配置された、俗に言うシャレ
た店が多すぎて、それら経費が商品の価格に上乗せさ
れていると思うと尚更買う気になれなかった。ただ、

綺麗に整備された観光港湾施設のベイ・サイド

ディスプレーが面白く、すれ違うツアー仲間に頼んで
はそれらと記念にシャッターを押してもらった。レト
ロなコカ・コーラの看板やマリリン・モンローの看板
の前でにやけていた。
やはり、買い物は庶民の集まる雑踏の隅の露店のよ

うな、タダみたいな値段で何が売っているのか分から
ないようなところが一番面白い。僕らのような貧乏人
が、例えばロスの高級店街の“ロデオ・ドライブ”な
んかに行ったら、萎縮して店のドアすらくぐれたもの
ではない。

マーケット・プレイスにはこんな雑貨屋もあって楽しい

そうこうしていると、ここでイタリアン・ジェラー
ドの店が空いていたので、つい一つ買って食べてしま
った。下痢してみっともない目にあっているのに懲り
ない というより 何度もくどいがここはマイアミ ｢暑。 、 、
っつぃ～…｣のだ。ただし、アメリカン・サイズだ。あ
まりの量に喉が潤ったら、あとは残してしまった。
次はダウンタウンから南へ移動し、マイアミでも最

も古い町並みとして知られるココナッツ・グローブへ
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向かった。自然の美しさからお金持ちたちが好んで住
み着いた地区として有名らしく、ここも広い敷地に豪
邸や大きなマンションがたくさん建っていた。バスに
同乗しているガイドが右や左を指しては、ここは何と
か言う有名人やスターが住んでいると名前を次々出す
が、｢自分には関係の無い世界だ｣と、はなから聞いて
いなかった。

マーケット・プレイスのワーナーブラザーズの店

メイフェアー地区のこれも巨大モールを中心にブテ
イック、レストラン、映画館、キャラクター・ショッ
プが集まるシャレた場所があったが、モールはどこも
一緒でもう飽き飽きだった。ウインドーショッピング
もそこそこに、集合時間まで広場のベンチに座っての
んびりしていた。

アーケードになっている商店街は観光客で大にぎわいだ

下痢に正露丸は凄い

今夜の宿は、ココナッツ・グローブから少し北のマ
イアミ国際空港へ向かうレジューン・ロード沿いにあ
る、｢ベスト・ウエスタン・マイアミ・エアーポート・
イン｣という 流どこホテルだ。このホテルはアメリカ2
国内や海外で手広くモーテルを経営しているので有名
だ。今まではヒルトンなど結構立派なホテル(ギアナ高
地、カナイマでの掘立て小屋は別)だったので、正直い
ってちょっとガッカリした。しかし、人間というのは
贅沢なもので、札幌のビジネス・ホテルよりはよっぽ
どマシなのだ。久しぶりに部屋で日本食のレトルトを
食べようと思った。せっかく日本からたくさん持って
きていたが、電気の使えないベネズエラ・カナイマで
湯沸かし器が全く使えなかった。さっそくホテル売店

で リットルのミネラル・ウオーター 本を、いの一2 2
番に買い込んだ。
空港のそばだったせいで、窓からはパームツリー越

しにひっきりなしに降りてくる飛行機が見えた。お風
呂に入ってから、下痢どめに正露丸を飲んでみた。同
室の安藤さんが、 のマイアミ・ヒートのチケットNBA
が送り迎え付きで ドルで手に入るということで見300
に行くと言っていた。たかが、バスケットに 万 千3 5
円とは思ったが、本人曰く｢一度は本場の試合を見てお
きたかったので、高いがいい記念になる…｣といって喜
んでいた。夕食の時間は、ホテル横の別棟のレストラ
ン(ビックリ・ドンキーのような感じ)でステーキ・セ
ットが用意されていたが、体が肉を受付る状態ではな
かったので、内線電話で添乗員に断って一人部屋で寝
ていた。テレビで のニュースを見ながらベットでCNN
横になっていると知らないうちに寝込んでしまった。
起きたら、すっかり暗くなっていた。

ＭＢＡのバスケットを見て深夜帰ってきた同室の安藤さん

日本から持ってきた電気湯沸かし器が自由に使える
というので、先進国へ来たという実感があった。久し
ぶりにお湯を煮立ててから、｢カップ(生ゆで真空パッ
ク)そば｣を作って食べた。｢そば｣には、すきやき用の
薄切り餅を 枚くらい入れて、ちょうど“力餅風そば10
”にした。カップ麺でも高級な生麺だ。｢こりゃ、うめ
ぇ～｣。やっと、ここにきて胃にまともなものが入った
感じがした。明日の日本への長旅びを控えて、少しで
も体力をつけておかなければと思った。おナラがまた
出そうになったので、今度は便所に入ってからゆっく
り注意して出した。幸いにも下痢はピタッと止まって
空気以外は何も出なかった。良かった。正露丸の効き
目は凄いと感心した。

時を回ると安藤さんが帰ってきた。席は最前列で23
はなくコートから 列目くらいだったそうだ。｢やっぱ5
り とは違って迫力がある…｣と感動していた。夕食TV
を食べずに行ったので、途中お腹が空いてしょうがな
かったとこぼしていた。僕の食べ残しの器具を見て、
何だろう？ という顔をしたので “さとうのご飯”に、
“ ” 。レトルト・カレー を暖っためて食べさせてあげた
偉い喜びようだったが、用意された器具類を見て｢不思
議な人やな～…｣とキョトンとした顔をしていた。食べ
させてもらって、それ以上はつっ込めなかったのだろ
うが、そんな重い思いをしてまで何を海外旅行で食べ
るの…？というありありの表情で、僕としても言葉は
なかった。
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⑬ ３月 ４日(水)
マイアミ空港から帰国へ

ホテルを朝早く出てマイアミ空港に向かい、日本へ
帰るため国内線でひとまず北部のミネアポリスへ飛ぶ
ことになる。ロサンゼルスから参加した山本哲彦さん
とはここでお別れとなった。彼はフロリダから合流の
日食ツアー参加者だったから、ここからは個人手配の

5格安のキップで帰ることになる その都合で我々より。
時間も遅いフライトで、しかも途中ダラスで乗り換え
るとのこと。朝早くガラーンとした空港内で一人待っ
ているのが寂しそうだったので、ツアーの皆さんは搭
乗ギリギリまで待合いでつきあっていた。
考えてみればフロリダのお土産は何一つ買っていな

かったので、開いていた売店でフロリダらしいものを
捜してみた。グレープ・フルーツのジャム、普通のチ
ョコレート、サンキストのフルーツ・ゼリーなど、缶
入りを中心に ドルくらい使うと、レジで山本さんが20
突然、｢渡辺さん！ これを買うのネ。お世話になりっ
放しで何もお礼ができないから、せめて払わせて…(美
川憲一風のしゃべりで)｣と、その代金を肩代わりして
くれた。とっさのことで恐縮してしまったが、アメリ
カ暮らしが長いのに、かえって日本人らしい律儀な人
だなぁ…と思った。
この次のヨーロッパ・トルコ日食でも会えるといい

なぁ～と思った。そこで、安い米国発の日食ツアーに
参加したらどうかと尋ねると、｢やっぱり、ワタシは日
本人よ…。いつも外人とじゃ気が休まらないワ…｣。日
本語で会話ができることが本当に楽だということだっ
た。少し前に、ロスのガソリンスタンドでピストルを
突きつけられ、お金を放り出したことがあると言って
いた。安全ということが、どれほど大事なことか僕ら
日本にいる者はピンとこないが、なぜか身につまされ
るものがあった。我々を見送ってくれる山本さんに何
度も手を振って、僕らはゲートに入った。

ミネアポリス空港の乗り継ぎコンコース

帰りはミネアポリスへ向け、アメリカ合衆国の南東
部から中央北部へ一気に縦断することになる。空から
見ていると、途中大河ミシシッピ川が延々と見えた。
乾燥地帯ではスプリンクラーの届く範囲に円い緑の畑
がいくつも見え、広いなぁ～と思った。
ミネアポリスは、来る時のデトロイトと見間違うほ

どそっくりな所だった。つまり、千歳の石狩原野の景
色にも似ているということだ。

ここは千歳？と見間違うような雪を被ったミネアポリスの穀
倉地帯．フロリダとはうって変わり寒々しい…景色だ

昼過ぎに雪景色の空港に着くと、国内線から国際線
乗り換えのため、またまた長いコンコースを歩かされ
た。待合いの時間、往復でデトロイト、メンフイス、
マイアミ、このミネアポリスと一気に 都市の空港売4
店を見ることができたが、最初に言った通りアメリカ
は、野球、バスケットの名前と地元チームの都市名が
違うだけで、 シャツやトレーナーなどお土産は全くT
同じようなものばかりで買う気になれなかった。
待ち時間にお腹がグーグー鳴って、食べる元気が出

てきた。マクドナルドのハンバーガーショップで黒人
の少年風店員にセット品を頼むと嫌そうな顔をして何
もしてくれない。上のメニュー看板をよく見ると午前
限定の商品のようで、知らなかったとはいえ済まない
注文をしたと思った。｢東洋人が決まりを無視した注文
を言っている…｣くらいに思ったのだろう。慣れぬ英語
でしゃべるより番号がいいと思い、改めて｢照り焼き・
ハンバーガー(米国内で照り焼きはおかしいか？)セッ
トの番号を頼むと直ぐに出してくれた。慣れぬ事に労

、 。力と気を遣ったせいか ペロッとたいらげてしまった
セットになっていた紙コップがラージ・サイズで、自
分で自由に機械からつげるタイプだったので、氷を少
な目にコーラを蓋のところまでビッシリ入れて飲み、
山盛りのポテト・フライと一緒に残り分をツアーの皆
さんに回してあげた。空気が乾燥して喉が乾いていた
せいか、アッという間に無くなった。
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⑭ ３月 ５日(木)
帰国の途

どこまでも白一色の雪に覆われたロッキー山脈を越える

日間と長かった日食旅行も終わりに近づいた。ミ14
ネアポリスでジャンボ機に乗り換え、さぁ、日本へ向
けてのフライトだ。太陽を追うように飛行しロッキー
山脈を越える頃、機窓から氷河に埋もれた寒々しい景
色が見えた。｢こんな所で落ちたら、誰も助けに来ては
くれないだろうなぁ…｣と、少し感傷的になっていた。
アンカレッジ上空では、遠くに何本もの氷河を抱くマ
ッキンリー山がよく見えた。植村直己さんが消息を絶
った山らしく堂々としていて、一部が雲の上にそびえ
ていた。
アリューシャン列島伝いにコースを南東にとる頃に

は雲に覆われ下界のようすは伺い知れなくなった。成
田到着１時間くらい前になって、ようやく機内がざわ
めきだした。何か見えるかな？ と窓から下を見ると雲
間に陸地が見えた。てっきり海か…、と思い込んでい
たので意外な感じがしたが、いったいどこだろうか？
千島列島の一部にしてはずいぶんと広いなぁ～と思っ
た。すると瓢箪型の湖が見えた 「えっ？どこかで見た。

、 、 。ような…｣と考えたら ｢こりゃ 支笏湖じゃないか…｣
何のことはない北海道の上空を飛んでいたのだ。千歳
から飛び上がったばかりの時はまだ高度がそうないか
ら、支笏湖は平べったく見えるが、既に高度 万 を1 m
飛行していると、湖は瓢箪の形にクッキリ見える。こ
のままここで降ろしてもらえればどんなに楽かなぁ～

3 2 5と思った 往復で 時間 乗り換えや待合いで 時間。 、 、
時間はロスだ。
機はそのまま千歳から羽田へ向かう国内線とほぼ同

じようなコースで南下し、千葉県沖で旋回しだした。
陽の傾く夕方は北米線が固まって到着する時刻で、千
葉県の九十九里海岸辺りで着陸許可を待っている。窓
から 機同じように数珠つなぎになって旋回する機影3
が見えた。
ほどなく 時過ぎに成田へ降りた。国内線への乗り16

継ぎに余り時間がないため、ツアーの人たちと別れの
1挨拶をかわす暇もなく、シャトルバスに乗り込み第

ターミナルから第 ターミナルへ急いだ。2
時 分発の千歳行 ( 便)に乗り継ぐ。これ17 55 JAL 565

が最後のフライトとなる。 時間 分は国際線から比1 15

べれば短い。それにしても、さっき支笏湖の上空を通
ってきたばかりなのに、ほんとう…無駄な道のりだと
あらためて思った。
今回の成田から札幌の便はガラガラだった。機内は

空席だらけだが、ほとんどは海外からの乗り継ぎ客と
見られ、真っ黒に日焼けした若いカップルや免税店(デ
ューティフリー)の袋をかかえた中年グループが多かっ
た。まさか、ベネズエラから帰ってきたやつはいない
だろうな…と思った。喉が乾いていたのでスープをも
らった。この味がなつかしい。機内が空いていたので
“おかわりはどうですか”と言われて 杯目ももらっ2
た。
ほどなく千歳空港に着き、 個もの預け入れ荷物を4

ターンテーブルから取りだし、国際空港での移動よろ
しくカートに載せて出口までいくと、荷物の荷札のチ
ェックの場所でカートはここまでだと断られた。ほん
の も歩いていない。｢えッ、たったここまで…。10m
じゃ、何でカートがあるの？｣と唖然とした。見せかけ
にカートを置いているだけなのか？ ｢おいおい…ちょ
っと待て。ふざけるのもいい加減にしろ…｣。どこの空
港だって、自分の荷物をカートで駐車場まで運ぶこと
ができるようになっているもんだ。｢ここは空港じゃな
いのか？カートは何のために置いているんだ｣と、意見
してやった。すると、｢この階だけで勘弁してください
…｣と言われた。仕方ないな…と、ふてぜりふを吐いて
カートのまま到着ロビーに出た。
迎えに出たかみさん曰く、会うなり｢まぁ～、ゲッソ

リしちゃって…｣。早く “下痢・嘔吐”とたいへんだ、
った旅の顛末を話してやりたかった。荷物を押しなが
ら 空港駅の改札にたどりついた。帰ってきた安堵のJR
気持ちがいっぱいで、カートの怒りは忘れてしまって
いた。時差ボケと体力の回復にその後、半月を要した
のだった。 おわり

ベネズエラ日食の全て
を納めたＣＤを作成。
そのラベルが左

表紙写真説明
年 月 日 時 分ころ1998 2 27 14 08

皆既：1/250から8秒までの6コマを画像処理で合成コンポジッ
ト Ｄ ｆ (高橋製作所) カートン経緯台 キヤ50mm 700mm

EOS630 650 provia400ノン ， 直焦点撮影 フジ
日食写真：
部分：1/1000から250秒 コダックラッテンＤ４フィルターＤ

ｆ (高橋製作所) カートン経緯台 キヤノン50mm 700mm

EOS630 650 provia100， 直焦点撮影 フジ
情景写真：

55mm F3.5 300mm F4ペンタックス ６×７ 情景 皆既
provia400二重露出 フジ

撮影地：
ベネズエラ・ファルコン州パラグアナ半島ロス・タケス村
撮影者：渡辺和郎
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