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ドナウ下り（ I ) 

一一一 ドイツの部・源泉から独興国境パッサウまで一一

津 田正夫

1. ドナウの源泉

品、間スイスに駐在 してし、たので，その間折りに触れてラインの源流一一

ヒンターライン （HintereRhein）とフォルダーライン（VorderRhein）の

源流をみたし，同じスイスから流れ出るインJI¥(Inn）やロ ーヌJll(Rhone) 

の源も採ってみた。しかしヨーロ ッパの名川，長さこそボルガに劣るが， 20

余の民族をもっ8ヵ国を貫流し幾多の廃史的挿話をもっドナウ（Oonau,

Danube）だけは幾度かみたものの，ついぞその源流を確める機会に恵まれな

かった。それは， 今となっては昔の健脚はないので，山また山を登ったり下

ったりして水源を求めることも出来ないこともあって，すっかり諦めていた

からである。

ところがある日，故斎藤茂吉さんの随筆集の中に「ドナウ源流行」という

のをみつけ，読んでみると，私がみたいと思っていたドナウ の源流は奥山を

踏み入る必要のないと ころ。 南 ドイツのシュワルツワル ト （Schwarzwald)

の山髭の ドナウエシンゲン（Oonaueschingen）にあると知って， 先年バーデ

ン・パーデン（BadenBaden）に行ったとき，そこからシ ュワルツワルト を

縦断するスカイラインを走って山麓のドナウエシンゲンに行き， ドナウの源

泉をみた。そこで泊ったホテルは，運転手が案内 して くれたものだが，それ
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が50年前斎藤さんが泊ったというホテル，シュツ ェン （HotelSchi.itzen）だ

ったのは，この町にたくさんホテルがあるだけに，奇縁だ，斎藤さんに導び

かれたと思わざるを得なかった。

ドナウエシンゲンは人口5,000～6,000人の小さな町だ。 18世紀のはじめか

らフュルステンベノレク侯 （Furstenberg）の所領地であって， その邸館は今

日でも残っている。そこにモー ツアル ト（明人A.Mozart）が父に連れられて

パリに行くとき，同侯の乞いでそこに滞在し同候一家のため演奏し，下っ

てはリスト （Liszt）もたひ、たひ、招かれ，それからは毎年ここで音楽祭が行な

われ，それが今日有名になった ドナウエシ ンゲン音楽祭となり ，1921年には

ヒンデミス（Hindemith）が出演してはじめて世人に認められ，爾来同地の

音楽祭は近代音楽祭と して知られるようになった。マ リア ・アントアネッ ト

(Marie Antoinett）も後にルイ 14世になった皇太子に嫁ぐためはるばるウィ

ーンから旅したとき，この邸館で数日疲れを癒したとのことである。当時ウ

ィーンからパリに行くには， ウィ ーン， ザルツブルク （Salzburg),ミュン
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写真1 ドナウエシンゲンにあるドナウの源泉

へン（Miinchen），アウ グスブルク （Augusburg), ドナウ エシ ンゲン， フリ

プルク（Friburg）からフランスの コルマル（Colmar）に入った も の ら し

し、。

ドナウの源泉はフュルステンベルク邸の，今は公園になっている庭園の中

にある。

斎藤さんが述べているように，大理石の壁に固まれた円形のプールの真中

からコ ンコンと清水が湧き出ていた。それがプーノレの中に波紋を作り， 太陽
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の光線がその波紋の影を池底の大理石の上にうつしていた。プールの壁の上

部は欄干が設けられ，その側にパール （Baar）女神が大勢の天使童女に固ま

れた群像があり，バール女神は東に流れるドナウの行手を眺めている。その

側には 「海抜 678m，黒海まで2,840 km」とし、う砕石があった。 私はこれ

をみて，ああこれがドナウの泉かと思いながら， ドナウにまつわる数個の歴

史上の出来事を思い出 し，またドイツの 詩人ヒ ョルダーリン ！Hるrderlin)

がここに来て，

「東方の文化はドナウによ って繭らされたものだ。おおア ジア， 汝が強i

きもの，おお母よ」

という意味の詩をかし、たことを思い出しいささか感傷的になって，しばら

くはその欄干につかま って‘ 湧き出す清水をみていた。

( 1) 源泉本家争い

その泉をみて感慨無量になっているときだった。

通りがかりの人が私のところにやって来て， この泉はここから地下30mほ

ど墜道をく ぐって，町中を貫流している ブリガッハ（Brigach）という川に

流れ込んでいるんですと教えてくれた。

これには驚いた。

私はドナウとは， そのブリカ’ッハと， IIIJのはるか南から北流するブレク

(Breg) とが合流して成るものだとばかり思っていた。も しあの泉が町中で

ブリカ、ッハに注ぐのなら，その地点でなぜブリカッハがドナウとならないの

か，強いていえば“若いドナウ” (JungDonau）といっていし、ではないかと

思い，観光局で貰った町の地図を便りにブリガッハの流れに沿って歩いてみ

たら，町の中心部から大分離れた，畜犬飼育所のと ころでブリカッハ，ブレ

クの 2つの川が合流しそこに 「l、ナウJ11」という立札があった。

さあそうなると， 私の頭の中の“源流マニア”を押へ切ることが出来なく

なった。よし，ブ リガッハのi原に行ってみよう，なんと書いてあるか， と思

って地悶をみると，前日シ ュワルツ ワノレトを下って来た道のザ、ンクト ・ゲオ

ルケ‘ン（St.Georgen）近くだ。30kmとないところだと思い， 運転手を促し

て山道を登って行った。

ブリカ’ッ ハの流れはザーンク ト・ ゲオルゲンのところから西に山の方に入っ
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ている。駅の人に聞く と，ブリガッハの部落はここから 5kmぐらいだとい

うので，その部落に行ってみると，名はブリガッハだが，水の流れはない。

聞いてみると，泉はそこからさらに 3km山奥のヒルツワルト（Hirzwald)

だとい う。ヒルツワルトにはなるほどブリガッハの水源があった。 しかしそ

こにある立札にはドナウのドの字もない。

なんとなく満たされない気持でホテルに帰り ，昼食中に宿の 主人のブリ

(Buri）氏に話したら彼は，

「ドナウの源泉はここに定ま っていますよ。 ところが最近シ ェンベ ルク

(Schりnberg）の山中のマルチンスカベレ（Martinskappele）にあるブレクJII 

の源を ドナウの源泉だとし、L、出しましたが，とんでもないことです」

と吐き出すようにいった。

そうすると私は，そのマルチンスカベレとかいうところに行ってみよ うと

思った。なんと物好きだ， といわんばかりの運転手を促して，運転手も行っ

たことがないとい うので，私が地図をみながら走った。ブリガ ッハとは反対

の山懐ろに入るのだ。

シェンベルクは最近スキーの中心地となって冬は大変な人出だそうだ。な

るほと：・300～400m級の山々の至るところにリフトがみえる。「鹿に注意」とい

う鹿の首を描いた立札が随所にあった。 30kmほど走ったらフノレ トワンゲン

(Furtwangen）とし、う町に入った。昔から鳩時計や音楽箱の生産で有名なと

ころで，そこには鳩時計学校やそれに附属して時計の博物館がある。ご覧に

なりますかと運転手はいってくれたが，私の頭はドナウの源泉のことで一杯

なので， 先に急がせた。

間もなく前方の丘の上に小さな寺院がみえ，その側に家が2,3軒みえる。

「あれでし ょうJと運転手が行ってその丘に上ったら，寺の側の建物は，こ

の地方の森林監理事務所だった。それで私は車を下りてそこの人に，ブレク

の源泉の場所を聞L、たら，日本人の私が妙なことを訊く なというような顔付

をしながらも，心よく応対してくれ，結局，御案内しま しよう といって私の

前に立って丘を下り．道路を隔ててまた丘を登ったり下ったりして，とある

水溜りを指し あれですよと教えてくれた。

岩石がコ‘ロコロしているところに水草が一杯生えている。みるとすき透る

ような清水が湧き出ている。そこの一番大きな岩に鉄板が打ち込んであった
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写真2 ブレクの源泉（ドナウの源泉としるされてある）

が、それをみると，

「ドナウ の源泉 ・海抜・ 1, 078m，黒海の河口まで 2,888 km~ 

とあっTこ。

さあこうなると，ここがドナウ の源流か， ドナウエシンゲンが源泉かわか

らなくなった。しかしそれを調べるには私の旅程がつま っていて，ここで暇

をと っていたら，念願のドナウ下りの計画にも支障を来たすので，あきらめ

てしま った。帰国後どうしても気になるので，ゾュワル ツワルトの トリベル

ク （Triberg）の観光局に手紙を出して訊ねてみたら， リンメレ （Limmele)

とし、う観光連盟理事長の署名で，

「地理学者の研究の結果， マルチンスカペレに生れたブレクがドナウ 川

の正真正銘の本源流 （EigentlichHauptquellefluss Jです j

といって詳しい地図を添えて返事してくれた。どっちが本家本元か，専門家

でない私にはわからない。

( 2) 上部 ドナウ渓谷

ドナウ源流の本家争いを解くのは後日のこととして，私は ドナウ エシンゲ

ンからウルム （Ulm）までの 160kmの距離を出来るだけ ドナウの流れに沿

って走った。



5kmほどは国道 31号でド

ナウに沿って右岸を走った

が， フォレン （Voren）から

続く 国道311号はドナウの流

れを離れて流れるので，私は
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そこを過ぎてガイジンゲン（Geisingen）の村に入ると， 今度は道はドナウ

の左岸に進む。 ここからドナウ の左岸にはスワビアアルプ （Swabialb,alp 

に非ず， albは低い連山のこと）が道に迫っているし右岸にはジュラ紀

(Jura）の花崩岩の岩壁がみえはじめた。進むに従ってその岩壁の姿が次第

に荒々しくなり，または万で切りそいだような絶壁になる。岩壁の頂きには

松や檎の林がみえ， その高さが南に上部ス ワピアの山々になるら しし、。その

絶壁の下には青い青いドナウが流れている。

このあたりからいわゆる上部 ドナウ渓谷（OberesDonautal）となる。 県

道は ドナウ川をいく度か越えるので，流れは時には左手に，時には右手にみ

える。それに道がだんだん登り坂になるので，はじめは水面近くから両岸の

岩壁を見上げていたのが， 渓谷が登るに従って下方にみえ， ドナウ の清測な

流れがますます美しくなった。ところによって水の色がひどく緑色にみえた

が，それは河底の水草の故ら しい。

25 kmほど走ると右岸のテュ ットリンゲン（Tiittlingen）の町に入る。IHJ

の南の丘にホンプルグ（Honburg）とし、う城の廃撞がみえた。さて，さらに

走ってミュルハイム（Miilheim）まで行ったところ，不思議なこ とにはドナ

ウの流れを見失なって しまった。おか しいと思いながら流れのあるべき方向

をみても， 渓谷は頑丈な岩塊があるかと思う と，チーズを切ったような扉風

岩が高くみえるだけだ。おそらくドナウの流れは懸崖の下を鋭どく扶って流
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写真3 上部ドナウ渓谷

れているのだろう。そ

のとき運転手は 「この

あたりが ドナウ とラ イ

ンの分水嶺です」とい

う。妙なことをいうと

思つてなおも説明をき

くと， ドナウの水はこ

こから地 下をく ぐって

約 20km南のアッハ

(Acha）に至 り，それが

アッハ川の水源、となっ

て独 ・西国境のボーデ

ン湖 （Boden, または

Constance）の支湖ツ エ

ラー湖（Zeller）に注

ぎ， そのボーデン湖がライ ンとなるので， トナウはここでラ イン に続くの

だ，と私の手に した地図を拡げて詳しく話して くれた。

なんだかわかったような，わからないような気がしたが，私の求めている

のはドナウの本流である。それで、姿なきドナウを追って坂道を下り，ボイロ

ン （Beuron）まで行ったらドナウの流れに出会った。 それで私は， λーテン・

ウュルテンヘルク（Baden川町1rtemberg）州の観光局の地図を拡げてみた

ら，なるほどミュルハイムからボイロンまでのドナウ の流れが，他の場所は

青い色で示 しているのに，その部分だけが点線になっている。それで私は，

運転手の説明でドナウの水が地下にも ぐって南にアッハ川（Acha）となると

同様，この点線のと ころは， ドナウが地下にもぐったか、絶壁の下にかくれ

てしまったのではないかと思った。

ボイロンのと ころで ドナウは巨大な岩塊をグノレっととりまいて流れ， その

岩塊の上にブロンネス （Bronnes）とし、う城があった。 比較にならぬほど小

さいが，スペインのトレド （Toledo）とい う町が，タグス（Tagus) という

川の流れに三方を削られた岩塊の上にあるのと同じ形だったので，面白いと

思った。
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このあたりから，ドナウの両岸の岩壁や山の上に実にたくさんの城や寺院，

僧院などとその廃祉がある。 下流のシマ リンゲン（Sigmaringen） までの3()

kmほどのところにその数 30に余るものがある。というとテインのビンゲン

(Bingen）から コブ レンツ（Koblenz）までの距離に等しいが，城や僧院の数

はこ この方がずっと多い。それがほとんどバロック建築で，内部装飾，こと

に聖壇や聖像の木彫， 漆l喰装飾は素張ら しいものがあると盛んに運転手は見

物を勧めていた。いく 度か橋を渡 り， 墜道をく ぐったのち，右岸の絶壁の上

に森林が少なく なったと思ったら，そこは放牧地だそうで，上部スワ ビア高

原の酪農地帯， ことにス ワビアチース‘の産地だそうだ。 ドナウの流れはここ

までにいく つかの流れをあわせたが，その色は源流そのままの清汐ljさを保ち，

流れの速さとボイロンの下流でいささかの急流を思わせたが，それがここま

で来ると穏やかな姿になっている。

( 3) シマリ ンゲン

間もなく シマリンゲンに着いた。

ここはホーエンツォノレレン（Hohenzollern) 王家の本拠地 で， ネッカ ー

(Neckar）の上流から南はボーデン湖までを領していた。15世紀には同公家

はプランデンフボルク（Brandenburg）選挙侯を兼ね， 17世紀には結婚によ っ

てプロシアとし、 う不毛の地を獲得し，それが因となって同公家はプロ シア王

国， ドイツ帝国の統治者となったものである。 このプロシア王国， ドイツ帝

国の統治者は，死後ここに葬られず，ベル リン近くのポツダム（Potsdam)

に眠っていたが，今次の大戦の終り頃，ソ連軍の侵入と ともにそれらの統治

者の枢はへッチンゲン（Hechingen） のホーエンツォレンという丘の上の波

に安置された。そこにフレデリック大正から，カイザー髭で有名なウィルヘ

ルム 2世，その皇太子なども眠っている。

この町に着いて私は直ぐホーエンツォノレレンの邸館を訪れた。

この邸館に入って驚いたこ とには， ドナウの流れから50mの高いところに

あるということだ。絶壁の上に立っているので，邸館の最上階から下をみる

と，85m下の渓谷に河底までみえる美 しいドナウが流れているのだ。こんな

高いところからドナウをみるのは，源流からはじめてのことである。眼の前

は対岸の絶壁がそそり立っている。邸館を案内してくれた人が，この邸から
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写真4 シマリンゲンと城（ トナウ川岸か

ら50mの岩の上に立つ）

ドナウの流れまで下る階段が岩

を削って作ってあります。雨の

日は滑って危ないが， 今日のよ

うなお天気なら大丈夫。 ドナウ

の水を掬ってご覧なさい。 とて

も冷たくて気持がし、し、ですよ。

といってくれたが，降 りること

は降りるにしても， さて昇るこ

とを考えたら， とても私には無

理と思って止めた。鱒が釣れま

すよともいっていた。

邸館の一部が美術館になって

いて， ホーエン ツォレン家のス

ワビア派の絵画彫刻品や数々の

彫金などがあった。 －一…これを

見終ったら案内の人が，昔はこ

のルネ ッサンス風（16世紀）邸

館の内部は， 流石ホーエン ツォ

ルレン公家だけあって，先祖の

間 （Ahnensaal）には，26もの先

姐の尚像画のある室で， その天井困も美しいものだったし， “ポノレトカルの

廊下”には，壁一面に16位紀の コ‘ベリン（主題はソロモン王，予言者サタン

などがあった）。武器庫も大したもので，個人のものとしてはドイツ第ーだ

そうだ。

各室にある肖像画をみてち ょっ と奇異に感じたことは，ナポレオン関係の

人の肖像が数々あることだ。よく調べてみると，まず第ーに，ナポレオンの

妹，ナポリ王国皇后。

ビスマルクの前のプロシアの宰相（1858～1862年）はここの当主カ ール ・

アントンであり，その妃にはノ4ーデンのカール大公とナポレオンの養女のク

ロード・ボーアルネイ 姫（ClaudeBeauharnais）という関係，そのため1806

年ナポレオンがドイツに侵入したときもここは御安泰で，仏軍の軍鼓から逃
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れた。因みにカ ール ・アントンの息子カーノレは後にルーマニア皇帝ーとなり革

命のため迫位を余儀なくされた。

もっとし、いものがたくさんあったのですが，第一次大戦後ドイツのマルグ

が底なしに下落し，人々は何を食べて生きていたかわからない時代に，アメ

リカ人がやって来て， 買い漁って行きましたといっていたが，その話は敗戦t

を体験したわれわれの胸にも迫るものがある。 あの当時日本の大切な文化財

がどれほどアメリカ人によ って買いまくられてしま ったことか。

あの第一次大戦後の ドイツの経済混乱期のことを私も知っている。私がそ

の頃 ドイ ツに行ったのは1924年頃だったが‘ベルリンでこんな話を｜却し、た。

ある日本の文部省留学生が本屋に入って， この棚の本全部を買うといっ

た。当時の日本人にと っては，マルク下落のため，その程度の金は大したも

のでなかった。と ころがその本屋の主人の日く。 この棚全部といっても， 法

律，文学の本もあれば医学の本もある。専門書をたくさん員って貰えるのな

ら嬉 しいが， いくらマルクがあなたにと って二束三文であろうと，そんな買

い方には，咽喉から手の出るように弗札は欲しいけれども，売れません。い

くら戦争に敗けても私ドイツ人はそんな屈辱には我慢出来ませんといって，

その日本人を追い返したとの事である。こんなことは何も昔のことではない。

案内人が第一次大戦後の話をしたから，こんなことを店、い出したが，現在の

日本人がヨーロ ッパの各地で金をばらまき，人々のひんしゅくを買っている

事実を考えると情なくなる。

ドナウの流れはシマリンゲンまでは実に美しい。が， ここを過ぎる と，両

岸の山や岩壁ははるか後方に退き，同時に山も岩壁も低くなり ，渓谷は広く

なり ，流れの色も濁って来る。

りー ドリンゲン （Riedringen）に着いたとき， 運転手は， この近くのツウ

ィファルテン （Zwiefalten）に素晴らしい僧院がある， ぜひご覧なさいと勧

めてくれた。今までもし、く度か，あそこの城をみては，あの僧院はといって

くれたのに一度もその言葉に従わなかったので，今度は行ってみよう と思っ

て車を彼のいうままに進めさせた。山に入ったら，スワビア高原のシンボル

のアザミの花がたく さんあった。

行ってみてなるほどと思った。人里離れたこんな山奥にどうしてこんな華

麗なものを建てたのだろう。いったい信者はどこから来るのだろうかと寺僧
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に聞いてみたら，これは巡礼者のためのものです，とし、 う。それで私はかつ

て南ドイツのウイ ース（Wies）というところにある巡礼寺を思い出した。ド

ミニクス ・チンメルマン（DominikusZimmerman）という ドイツロココ風の

建築家の建てたもので． ドイツでもー，二といわれるほどの巨匠の傑作で、あ

る。そのときも私は寺僧に，どうしてこんな美しいものが人里離れたところ

にと訊ねたら，彼は，この僧院は“草原の中の巡礼寺” （Wallfahrtskirchein 

der Wies）と呼ばれ，巡礼者のためのものです。美しいものなら，どんな山

奥にでも人はお詣りに来ます。といっていたが， 今ツウィ ファルテンの巡礼

寺をみて，その言葉を思い出した。

礼拝堂の内部に入ってみてその華麗典雅な装いに感心した。だいたいドイ

ツロココ風というと， 金泥装飾で日を奪うよう なものだが， この礼拝堂の

装飾は，もちろん金銀の漆喰細工がここかしこにはあるが，大理石の柱も，

その柱頭装飾から壁間の漆喰細工などが，薄い褐色が主調になっているので，

余りけばけばしさに圧倒される ことなく，きわめて典雅な装いを している。

ドウムの中の天井画も，それを囲む枠こそ金泥だが，その色はきわめて落着

いたものだった。それにしても この礼拝堂は，決して野に咲く花どころか，

山野に豪華な花束を置いたような感じさえ した。礼拝堂を出たらそこに 3,

4台のパスから大勢の人が降 りて来たがノミスのプレー卜をみたらフランスだ

った。

( 4) ウルムま で

再びドナウの流れに戻った。

このあたりからドナウは渓谷とはいえないような平野を流れる。オーパー

マルヒタ ール（OberMarchtal）ではかなり大きな僧院の双1苓がみえた。 ト

ルン ・タキシス （ThurnTaxis）という豪商の所有とか。この金持はドイツ

ではミ ュンヘンのフュッガー （Fugger）とならび称せられるような資産家

で， レーゲンスフ‘ルク （Regensburg）の出だが， ドイツの国王や諸侯の聞を

駈けず りまわり，あるときは火をつけて内戦を起こさせては軍資金を貸付け，

またあるときは火消し役にまわったり して利権を稼ぎ，借金が返済出来ない

ものからは，土地や城などを物納させていたが，おそらくこれもその一つだ

ろう。
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エヒンゲン（Echingen），エアパッハ（Erbach）を過ぎると川幅も広くな

り， 流れも穏かになって大河の様相をみせはじめる。ただ，シマリンゲンか

らの下流には，北からはピパー （Biber），アッハ （Aach），ラウター （Lauter),

ブラウ（Blau），南からはシュワツ ァハ（Schwarzach），カンツァハ（Kanzach),

リス（Riss），ウェスタ ーアハ （＼九Testerach）が流れ込むので，シマ リンゲン

あたりまでのエメラルドのドナウはだんだん褐色を帯びて来た。

エアパッハを過ぎると遠く 左岸にウノレムの本寺の塔がみえた。寺院の塔と

しては世界一， 176mというから、東京の貿易センターよりも25m高い。今

次の大戦で寺院には爆弾が落ちて相当損傷されたが，市民と寺との協議で，

燈火管制中も この塔上には緑色の電燈をつけ，この塔は世界に誇るものだと

敵機に教えたから爆撃を免れたのだ， と戦後のいつだったかことを訪れたと

き聞かされたが，その敵が，あの塔はドイツの世界に誇るものだから爆撃し

なかったとは考えられない。しかし 土地の人はそう思っているところにド

イツ人の自信というか自負心がわかるような気がする。

この寺院は起工したのは1337年だが， 実際に完成 したのは1890年である。

この寺院について市民が誇ることは，その建設については ドイツ皇帝からも

ウュルテンベルクない しはスワビアの統治者からもビタ一文寄進を受けず，

すべて市民の献金で出来たと いうことである。それだけに，市民のこの寺院

に寄せる愛情は絶大なもので，その点で、はウィ ーンのステファン寺に対する

ウィ ーンの人々の気持によく似ている。

ドナウエシンゲンからここまではわずか 160か170kmしかないが， 至ると

ころで道草をしたので4時間以上もかかって しまった。食事をどこでしまし

ようと運転手がいうので私は即座にフ ィッシャ ーガッセ （Fischergasse) と

いったら，彼は驚ろいていた。そのフ ィッシャ ーガッセはウルムの古い町の

一角で， 昔の魚市場のあったところ，そこにあるワインスト ゥベ・フ ァレ レ

(Weinstube Forelle) ＼，、わば“鱒屋”があるからである。この家の鱒は実に

旨いが，どこでとれるのだというと必ずドナウという。しかしこのあたり の

ドナウは源流の清らかさはないのみならず，流れも緩やかだから，その返事

はまともには受けられない。鱒もさることながらここで出る青いアスパラガ

スが実に旨い。アスパラカ、スといえばドイツではハイ デルベルク（Heidel-

berg）の西，ライン川に向 った傾斜地のシュウ ェチンゲン （Schwechingen)
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が最良で，私はハイ デルベルクに行くと，どのレストランでも必ずアスパラ

ガスを注文するが，ウルムで食べるアスパラカスも決してシュ ウェチンゲン

のそれに劣らない。 白いボーノレに山盛りに して出して来る青いアスパラ カ♂ス

の氷で冷やしたのを，一つ一つ皿にと ってマヨネイスで食べていると，し、か

にも幸福を感じる。そしてス ワビアのチーズだ。

ドナ ウはここで寸土幅員75mと大分広くなっている。しかし川底はきわめて

i主ーい。 ここから特製浅底の100トン級の船がレーゲンスフソレク との聞を航行

している。上流ではウルムが終点になっている。

ウルムの対岸にノイウルム （Neuulm） がある。今日ではウルムはパーデ

ン・ウュルテンベルクナ｜、｜の東端，ノイウルムはパノミ リア州だが，昔は両方と

もスワビア領だった。

2. ウルムからパッサウまで

( 1 ) ハバリアのドナウ

ウルムはパーデン・ウュルテンベノレク州の最東端の町で，この町を貫流す

る ドナウはここからパノミリア州に入る。

約 25km走ってギュンツブルク（Gunzburg）とい う町に入る。 ここ で南

からのギュンツ川がドナウに注ぐ。 ドナウはドイツ圏内を流れる聞に，北か

らはウォノレニツ (Wornitz), アル トミュル (Altmuhl），ナープ （Naab),

レーゲン （Regen）など，南からはイラ ー (Iller）， イサール (Isar), イン

(Inn）など大小 300の諸川をあわせ， その大部分がパバリア州なので， ド

ナウの流れの南北の地方は数々 の川が網の自のように走って，広大な農業地

帯を形成している。

ギュンツ ブルク は人口 1万5,000ぐらいの小さな町だが， この町の 聖母

寺（Liebfrauenkirche）は， 南ドイツウ ィースの巡礼寺を作ったチンメノレマ

ンの作った寺と聞いて，ちょっ と内部をのぞいて，その艶麗な内部装飾には

いつも心を奪われる。彼の作品は， ミュンヘンのペテロ寺が爆撃で目茶苦茶

になって しま った今日 ，ウィ ースとここでしかみられないだろう。

ドナウはここから少し西北に向けて流れる。国道16号がその流れに沿って

走っているが，道の右手はドナウリ ー ド（Donauried）といわれ る湿潤地に

なっている。左手はスワビアアルプの緩やかな山々が北に伸びてみえ，南の
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方にはドイツ ・オースト リア国境をなすアルコーイ（Alig長u）の険しい山々が

みえる。 6月だったから杏や桜桃の白い花が青い野面に点在し，なんともい

えぬ牧歌的な，長閑な景色をみせていた。 ドイツ 最高のツ ークスピッツ

(Zugspitz）を探したが，雲に隠れてみえなかった。

ディリンケ‘ン （Dillingen）という町に入ったと き， ドナウに懸っている橋

を指して運転手は，この橋がドイツ国内のドナウに懸る橋で、たった一つ爆撃

を逃れた橋だと教えてくれた。そんなことまで知っているのかと思って，ど

うしてそういう細かい事まで知っているのだと訊いたら，アルバイトで運転

手をやっているが、 圏内を案内する運転手になるためには観光連盟で、相当の

地理歴史の教育を受けるので，それで下らないことまで知っています，と恐

縮 していた。

ウルムから 55km走って， 北からウォルニツ川がドナウに注ぐところに

ドナウウォ ルト (Donauworth) というHりがある。 この町は戦前は城壁に固

まれた中世紀を偲ぶ町で，その意味では，南フュセン（Fi.issen）からここを

通って北のウ ュル ツフルク（Wi.irzburg）までのいわゆる ロマン街道（Ro・
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mantische Strasse）のネルト リンゲン（Nるrdlingen），ディ ンケノレスビュノレ

(Dinkelsbiihl), ローテンフールク（Rothenburga. d. Tauber）に匹敵するも

のだったが，この町が戦前から軍需工場が多かったし こ この橋がロマン街

道をつな ぐ重要な橋ということで爆撃の目標となったため，町の70%が瓦磯

となってしま って，今ではまったく新しい町になってしま った。

ドナウはこの町から川幅50mぐらいで国道16号を離れるので，班、は流れに

沿った県道を走らせ，ノイブルク（Neuburg）を経て 50km走って左岸のイ

ンゴルスタット （Ingolstadt）に入った。この町はルー ドウィヒ 1世（Ludwig

I ）がミュンヘンの街を飾らせた建築家クレンツェ （Klenze）に委嘱して街

作りをさせただけあって， ミュンヘン同様， ドイツのネオ ・クラシック の建

築物が多く ，大変落着いた町である。ルー ドウィヒ 1世はここを居城として

永く住んだ。

ここには1472年に大学が創設され，16世紀にはその学生数が4,000人に達 し

たそうだが，その後大学は ミュ ンヘンに移されてしま った。 パパリア州でも

ことに旧教の中心地であり， 三十年戦役（1618～48年）時代には敢然新教に

」／しした都市であった。それ故に，ルーテルの仇敵のエ ック （Eck,1486～1543 

年） の墓がある。彼はパバリア公に招かれて1510年から死ぬまでこの地の大

学で教鞭をとり ，折から北ドイツから吹きまくった宗教改革の波に不境不屈

の精神で立ち向い，学生のみならず町の人々に重大な力となった。また30年

戦役中， 旧教軍の将としてか くかくたる戦果を顕わしこの地で戦死した。

ティ リー （Tilly,1559～1632年）の記念碑が，ドナウに懸る橋の橋頭にある。

野は広い。 このあたり “ポップ”の生産地だそうだ。それを大々的に植付

けしたのがノじくリアのウィ ッテルスバッハ（Wittelsbach）王家で，それで王

立醸造所（Hofbrauhaus）を作ったのが今日のミュンヘンの有名な酒場ホ

ホブロイハウスだというこ とだ。 ドナウの両岸にはポプラが何km と続いて

いて，その若葉が晩春初夏の風にゆられていた。

( 2) トナウ峡谷

ふと気がつくとドナウの河幅がだんだん狭くなって来た。イ ンコルスタ ッ

トから 30kmほど行くと，右岸は岩山とも思えるものに流れはひどく狭ばめ

られている。
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burg）の僧院に寄 り

ます」

と運転手がL、う 。余程

僧院や寺が好きな男だ

と思ったが，あとでわ
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その後荒廃 したので
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1714～25午ーに改築され 写真5

fこ。 有名なのはその礼拝堂で， コスマス ・アザ、ム（CosmasAsam）が1712

～21年に建てたもので， ドイツバロックの傑作とされている。内陣の型壇に

は，聖ゲオルクが馬に乗って大蛇と闘い，大蛇に襲われた王女が逃げ出 して

いる群像が目を惹いた。

アザムはその弟とともにこの僧院や礼拝堂を建てるため，その工事中対岸

のケルハイム（Kelheim）から毎日ドナウを船で渡っていたが，ある日突然

風が吹いて ドナウが波立ち，そのため船は転覆 し，乗っていたアザム兄弟は

危うく溺死しそ うになったが，とにかく九死に一生を得た。それでアザムは

神の恵みに感謝しそのお礼には必す．寺院を建立しますと誓った結果， ミュ

ンヘンに聖ヨハン ・フォン ・ネポムク（St.Johann von Nepomuk）寺を建

てた。後世の人はこの寺をアザム寺（Asamkirche）と呼んでいる。ゼンドリ

ンク通り（SendlingerStr.）にあるが， バノくリアロココの傑作といわれてい

る。

この僧院のある岩山のあたりから両岸は荒々しい石灰石の岩壁 が連らな

り，峡谷の様相をみせている。河幅が狭くなっているので，水流の音は相当
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なものだしちょっと風が吹くと河面はしぶきで煙る。ここを“ドナウの峡

谷”と人は呼んでいる。

この峡谷の景色をいつだったか， ミュンへンのアルテ ・ピナコテク (Alte 

Pinakotek）で、観たことがある。 なんでもウェルテンブ‘ルクの画家と聞いた

がその名は忘れた。題は 「レーゲンスブ、ルク近くのドナウ」だったと記憶す

る。なぜそんなことを覚えているかというと，当時私はドナウ の源も知らな

いし， ドナウがドイツ園内をどんな風に流れているのかも知らなかったが，

いつかはドナウに沿って黒海まで行ってみたいと思ったので，その絵が忘れ

られなかったのだろう。

船で対岸のケ／レハイムに渡った。少し風が吹いたり，水勢が増すと， ドナ

ウは両岸の絶壁に回まれて奔流となるそうだ。なるほど両岸の岩壁には，手

の届く高さのところに鉄輪があったしまたところによっては鎖が下流の方

につながれてあった。いざというときの避難のためだろう。行楽地とみえ，

この峡谷をボー トで下る人が多いそ うだ。

ケルハイムは北から流れるアルトミュ ール川がドナウに注ぐ地点にあり，

ここからドナウの水はルー ドウィ ヒ運河によって約 lOOkm北のニュルンベ

ルク（Ni.irnberg）に達 し，そこからレグニ ッツJll(Regnitz）でパンベルク

(Bamberg）に連り，そこでマイ ンJll(Main）に入る。そのマイン）｜｜はフラ

ンクフルト （Frankfurt）でライン川に合流するから， ドナウ川はマイン，ラ

インを経て北海に入る，つまり黒海と北海が結ぼれているわけである。

ケルハイムの町はずれ，こんもりした森に被われた丘の上に給水塔のよう

なものがみえた。運転手に導かれて行ってみると，それは給水塔でなく“解

放殴堂” （Befweiungshalle）と呼ぶもので，ノーバリアのルー ドウィヒ 1世が

1813年ライプチヒ（Leipzig）でモスクワから退却して来たナポレオ ン軍を，

プロシア，オースト リア寧とともに戦い，ついにナポレオン軍を破って， ト

イッ統一，ナポレオンの大陸制覇の野望を打ち砕いたノくλ リア軍の戦勝を祝

制して建てられたものである。 高さ65m，円形ローマ風の駁堂で，その外側

の18の扶壁の上には所々女神像があ り，入口の両側には戦役の大立者である

パバリアとオースト リアを象徴する像が置かれ，内部はモザイク風に色大理

石が敷いてあり，またライプチヒ，ワ ーテルロ 一両戦役に勇名を轟かせた勇

将の像18が置かれ，その周囲にドイツの彫刻巨匠シュワンタ ーラー （Schwan-
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taler）の34の勝利の神の像が飾ってある。

この殿堂はルードウィ ヒ1世が建築家ク レンツ ェに委嘱し，彼が皇太子時

代にギリシャ，ロ ーマに長年滞在し，その建築を大変好んだので，そういう

様式でと頼んだものである。ところがその後老齢のルードウィヒ 1世はスペ

イン生れ，イギリス軍人との混血児の踊り子ロラ ・モンテス（LolaMontez) 

に年甲斐もなく現を抜かし，国費を浪費するのみならず，彼女の意のままに

政府高官を罷免したりしたので，ロラは国王を盲目に してバノくリアを新教化

しよ うと しているのではなし、かとの声が国民の聞に起こり，ルードウィ ヒ1

世はついに自国に居たたまれずパリに亡命した。しかしこの解放殿堂が完成

間近しと聞いて居ても立っても居られず，密かにパバリ アに入札 完成式に

はケルハイムに至り，クレンツェとともにこの殿堂をみて感激の余り，ケレ

ンツェの肩を抱いて涙を流して喜び，それをみた国民が，ロラ事件のことは

忘れて国王万歳を叫んだそうだ。

( 3) 古都レーゲンスプールク

ケルハイムから右岸の県道を走ると 25kmでレーゲンスブ、ル クに達する。

ものの 15kmも行くと， ウィ ーンのフォチフ寺（Votiv）の塔， シュワルツ

ワルトのフライブルク（Freiburg）本寺の塔にも比すべき，透かし彫りのよ

うに石材を組み合せてレース編にした美しい頂華をも った塔がみえる。

レーゲンスブルクに着いたのは午後5時を過ぎていた。距離にしてみれば

ドナウ エシンゲンからわずか 350km ぐらいで，国道はもちろん県道も立派

な道だったから，一気に走れば 2' 3時間で行けるが，寄り道したり，昼食

をと ったりしたので8時間もかかってしま った。

町中に入ったので， 夕食前にちょ っと休憩するとこ ろはなし、かとい った

ら， 運転手は車を，町を貫流するドナウの河岸の堤の上に止めた。そこには

古い石の橋がある。案内書をみると全長 350m, 16のアーチ型橋桁に支えら

れている1135～46年に建造されたものだ。 もちろんドイ ツ最古の石橋であ

る。

運転手はそこに私を置いて，すぐそばの店に入って行った。私は石橋をみ

ながら，ここで第三十字軍が船出（1180年） したのかなどと考えていたら，

運転手は片手にビールの杯，片手に血やナイフ，フォ ークを持って来て，河
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岸の上に列べられた卓子の上に置いて，さあどうぞという。それが有名なレ

ーゲンスフルクのソ ーセージで，ニュルンベルクのより小さい，薬指ぐらい

のもの，それが12盛ってある。これも土地名産の“ホースラディシ”をつけ

て食べるのだが，炭火で突いたその焼き具合といい，ソーセーシそれ自身の

味といい，土地の黒ビールといい，食前の食べものとしてはまことに結構な

ものだった。この店はもうし、く百年も続いている老舗だそうで，私が日本人

とわかって店の女房や娘が“はじめて日本人をみた”といっていろいろお愛

想をいっていた。 ドナウ川の大きな河港だから船の往来も多い。

レーゲンスフルク の歴史は古い。。ローマ時代からの町で， 788年にはド

イツの首都になった。そしてドナウ川を通じての東西貿易が盛んな頃は，こ

こは物資の中継地と して段賑を極めた。後年ドイツ国会は長年にわたってこ

の地で開催された。 ドイツ人はこの町を“エトア ール” （星）と呼んでいる

が，それはパ リの凱旋門のあるエトア ールから 8つの大通りが発していると

同じく，この町からドイツ圏内に，北はパイロイ卜 （Bayreuth）や北フラン

コニア（Franconia），ウュルツフルク（Wiirzburg），ニュルンベルク， ミュ

ンヘン，アウグスフマルク，さらにはパッサウ（Passau）までなど，数多くの

大道が出ていて，四通八達の地だからである。

レーゲンスブルクに入る前にドナウはナープ川をあわせ，さらに町の東で

ババリアの森から流れる レーゲン川をあわせている。 ドナウの河幅は 215m

ぐらいで，色は大分褐色が濃くなった。

この町はローマ時代からの建築やさらにロマネスク，コシック，ルネッサ

ンスやバロックの家が多く ，さながら建築博物館みたいだ。ことに隆盛時代

の豪商の家が多く ，そのいずれもが，家とくっついて銃眼のついた塔がある

のに気がついた。聞いてみるとそれは， 当時の豪商の倉庫だそうで，侵入者

を防くためいざという場合には家人はその塔に立て龍り ，生命と貯蔵物資

（絹，象牙，じゅうたん， 香料など）を護ったのだそうだ。

その豪家の一つにクラフトハウス（Krafthaus）というのがある。 この地

でドイツ国会が開催されたとき， 皇帝カール 5世 （KarlV）が宿泊したとこ

ろだが，彼はその宿泊中に，最愛のイサベラ（Isabela）皇后を失く して寂 し

い生活をしていた最中， ふと土地の大工の娘バーパラ ・ブロンベルク（Bar-

hara Blomberg）を見染め，一子を設けた。生来きわめて謹直な人で， 当時
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の皇帝としては珍らしい人だったが，ちょ っとした心のゆるみからだったの

だろう。カール 5世は自分の行為を痛 く恥じ，侍女にその庶子を托してスペ

インで養育させた。それが彼の遺書で庶子ということがわかり， カール 5世

の子フ ュリ ベ2世は直ちに自分の義弟としてドン・フ ァン・デ ・アウストリ

ア（DonJuan de Austria）と名付けて王族に列した。 その王子がかの レパ

ント沖海戦（Lepanto）で当時の強大なトルコ海軍を撃滅し トルコ の脅威

から地中海を護った司令官で、ある。

さて土地っ子のノ〈ーバラは，愛児をカール5世に奪われたが，その後皇帝

の計らいで幸福な結婚をし老年に至ってスペインに迎えられ，ある僧院で

死んだ。

そのクラフト ハウスは， 後にホテル ・ゴールデネ・クロイ ツ (Goldene 

Kreutz）となったが，第一次世界大戦直前に市が買いと ってカール 5世なら

びに ドン・ファン・デ・ア ウスト リアを記念する博物館になった。私はそこ

を訪れ，カール5世の謁見室や居間などをみせて貰ったが，そのあと案内人

は， 立派な鍛子で、被われた天蓋のある寝台のある部屋に私を導き，その寝台

を指して，

“ここでカール 5世はノくーパラ・ ブロンベルクと……” といって私にウイ

ンクしたので， 私も誘われて笑ってしまった。

この町の本寺 （Dom）には， パリの“木の十字架ペ ウィーンの少年唱歌

隊とともに世界三大少年唱歌隊といわれる“本寺の雀”（Domspatzen) とい

う少年唱歌隊があることは知っていた。

ところが彼らは日曜日しか歌わない。私の旅程から，その日曜日まで待つ

ためには， この町に3日いなくてはならないので，残念ながらそれを聞けな

かった。

( 4) アグネス ・ベルナウエルの悲恋

ドナウはレーゲンスブ‘ルクで直角に曲って東南の方向に流れる。左岸はパ

バリアの森が丘を被い，右岸は広々とした沃野で，バノく リアの野菜の産地で

ある。

二日滞在したあと，私t土レ一ゲンスフ

6km走つた。すると左岸の丘の松林の上にアテネのパンテオンのような白
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い建物がみえた。 これもルー ドウィヒ 1世が建てたライプチヒ戦勝記念、堂だ

そうだ。なぜルー ドウ ィヒ1世が同じ様なアイ ディアでこんなものを2つも

レーゲンスプールク近くに建立したかというと ，レーゲンスブルク はパバリア

の人の忘れることの出来ない古都であるという 事を，当時のノしょリアの人々

の頭から消え失せて しまっているのをl嘆き，少しでもこの古都に想いをつな

げよう，それには， バパリ アにはナポ レオン寧を打ち破ったという光輝ある

歴史があることを思いあわさせようとの考えからだったらしい。

“366の階段を上ってもよし 自動車でも上まで行けます。そこからのノくバ

リアの森， バノくリアの沃野，そ してその聞を流れる ドナウの景観は素晴らし

いものです”と運転手は誘ってくれたが，宏、は先を急ぐのでその ワルハラ

(Walhalla）訪問をあきらめた。緑の野は小麦やキャベツ， 馬鈴薯の畑に混

って， 果樹園も多い。その聞には牧草地もあって， 沢山の牛の群もみえた。

国道は ドナウの流れから大分遠 くなっているが，時々その大河の姿 が み え

ナ三。

45kmほど走ったらストラ ウピンク （Straubing）とい う町に入った。私は

この小さな河港の町の名をいつからか覚えている。それは，オースト リアの

フランツ・ヨセフ皇帝の皇后エリザベー トの数奇に満ちた生涯に興味を持ち，

その伝記を読み漁っていたとき，同姫がウィーンのフランツ・ヨセ フ皇帝の

もとに嫁くAのに， 居城ポッ センホーフェン （Possenhofen）から ミュ ンへン

を経てこのス トラウビンクの港から船に乗って， トナウを下ったことを知っ

たからである。同姫は ミュ ンへンではバハリ アミビ家の暖かいもてなしを 受

け，同地の詩人は“ノU、リアの蓄額”といわれたエリザーベー ト姫を1貰え る詩

をその馬車の中に投げ込んだとか，ストラウ ピンクに着く までの道中の各村

の人々が馬車の中にいるエリザベー卜姫に捧げた蓄積の花束で，一杯になっ

たとか．数々の楽 しいエピソー ドがある。その姫が後に皇后となって，その

後に味わった多く の出来事のため，ウィ ーンを後にして流浪の皇后となる と

は夢にも知らず， 溢るるばかりの幸福を胸に抱いてここに来たことを想い出

し，河港に停泊している船をみながら， それがノ4バリ ア王国差まわしの金泥

装飾の華麗な船のように考え，かつて ウィーンの王宮で、みた，エリザ、ベー ト

皇后の，丈なすブロンドの髪，類い稀な美喜~の絵を眼前に借いた。

そんな感傷的気分になった私を驚ろかすように運転手は 九、いとこ ろにご
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案内 しましょう”といって，私を町の中のベテロ寺の墓地に連れて行った。

そこには一つの礼拝堂があり，その中に墓があった。それはアグネス ・ベ

ルナウアー （AgnesBernauer）という女性の墓である。その時彼は私にフリ

ー ドリヒ ・へッベル（FriedlichHebbel）の， この人に関する戯曲を読んだ

ことがあるかと訊く，私はドイツ文学には詳しくなし、から，読んだことがな

いといったら，彼はこんな話をしてくれた。

1432年のこと，バノくリア公エルネスト 2世（ErnestII) の王子にアルプレ

ヒト（Albrecht，後に3世となる）がし、た。彼はアウグスブノレク滞在中に同

地の理髪師の娘アグネス と相愛になり， 父王に知らさずに密かに結婚して，

ここストラウピンクの公家の邸館に蜜月の日々を送っていた。ところがその

事がいつとなく父王の耳に入札庶民の娘と結婚するとは，しかも両親にも

知らさずに，と烈火のごとく 憤り，廷巨大勢をストラウピンクに派し，アル

プレヒトの不在中を狙って邸内に忍び込み，アグネスを桂致して市内の某所

にかくまい父王の命令を待った。父王からは直ちに命令が来た。 「王子をか

どわかした女は魔術1：：市で‘ある。妖婦である。したがって，かかる魔術師は，

がんじがらめに縛ってドナウに放り込め」とし、う命令だった。それで廷臣ど

もは夜陰に乗じてア グネスをドナウに投げ棄ててしま った。この事を知った

市民はアグネスに痛く同情し，市民一同で金をあつめて礼拝堂を墓地内に作

って“アグネス・ベノレナウアー礼拝堂”と名付けたのだという。この悲恋物

語は1854年ヘッ ベル （Hebbel）が戯曲化しそれを当地では毎年5月野外劇

として行なっているそうだ。

このあたりのドナウの水は黄緑色になって来た。

( 5) パッサウ：ドイツの最東端

ス トラ ウピンクから国道をさらに20km走るとプラットリンク（Piattling) 

という村に入る。 ドナウから大分離れているが，ここから 13km行くとデッ

ゲンドルフ（Deggendorf) という町があり ，そこで， 南ドイツアルゴイの山

中に生れたイザール川がミュンヘンの町を貫流して東北に延びて， ドナウに

合流する。そのためドナウの水量は増すが，色はますます汚なくなる。

そこから国道はドナウの流れに沿って走っている。対岸のパパリアの森が

美 しし、。ハンス ・カロサ（HansCarossa）の“美しき惑いの年”の中にある
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“徒歩の旅”はこのあたりのバパリアの森の中のことを書いたもので，今で

も行楽地となっている。

パッサウは岩の上の町である。 ドナウと，南から流れて来てここで ドナウ

に合するイン川の水勢にその岩塊が削られて三角形の岩盤になったその上に

出来た町で、ある。イン川の対岸は巡礼寺マリアヒルフ（Mariahilf）寺を頂く

丘で，そこを新しい町（NeuStadt）と呼んで、いるが，三角形の岩の上の町

がアルト ・スタット（AltStadt）といって古い，本来の町である。

運転手は私を町の東端の三角洲（洲といっても岩である）に導いた。そこ

はドナウがイン川と合流するところだが，黄緑色のドナウに石灰色のイン川

が入札少し先きでバパリアの森から流れるイルツ (Ilz）の黒い水が入って

来るので，その色分けがハ ッキリ見え，まるで、氷河の氷条をみるようだ。 ド

ナウの川幅はこ こでは285mだが，それに注ぐイン川の方がドナウ よりは少

し広い。

この町には世界的名物が一つある。

それはこの本寺のノミイ フ．オルガ‘ンで，パイプの数がなんと 1万7,000，スト

ップが208あるという世界一大きなものだ。これでバ ッハのものでも聞いた

ら大したものだろうと思ったが，その演奏は 7, 8月の毎日正午と きき，私

の訪れた 6月には演奏会は聞けないと知ってがっかりした。レーゲンスプル

クの“本寺の雀”唱歌隊といい，パッサウのパイプオルカ‘ンといい， 2つの

世界的なものが聞けなかったのはいかにも残念だった。それで本寺に行って

せめてもの慰みに，その壮大なパイプオルガンをみた。

イルツ川が ドナウに注ぐ1111rの岩塊の上に，松や縦に囲まれた古い城 （Veste

iederhaus）がある。かつてナポレオンがウィ ーンに攻め入る前そこに一泊

したとのことだが，そこで・私は面白L、申出を受けた。

今この城は売物になっているそうだ。 4階建で室数は42，ここからドナウ

の素晴らしい眺めがあるが，その売値は25万ドルとのこと．日本に誰か員う

人がいないでしょうかということである。

ここで一泊して翌朝7時出発のウィ ーン行の船でドナウ下りを しよ うと思

っていたら， 運転手が， 「ここで一泊するのは損です。見物は夕方までで済

むでしょう。今夜中に乗船して船でゆっく り眠れば， 朝7時までに駈けつけ

る要はありません。それに今夜の船上の一夜は無料です。ウィ ーンまでの乗
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写真6 パッサウ古図（口絵参照）
手前から，イノレツ川， ドナウ川，イン川。
イノレツとドナウ両川にはさまれた岬の上の城が売りもの。

船券に含まれているのです」

と教えてくれた。

それで私は運転手を誘って対岸のゲ‘オルクベルク (Georgberg）にあるオ

ーノ〈ーハウス （Oberhaus）とし、うカフ ェ・レス トランに行き，僚火輝くパッ

サウの町を眺めながら，パーデン・バーデンからここまでの 5日間私を案内

して くれた運転手の労をねぎらい，盃を挙げた。

そのとき彼ははじめて，彼の父は対ソ戦で戦死し，母と彼はソ連軍に追わ

れて今の東ドイツからリ ュベック（Lubeck）に落付いたが，母は栄養失調で

死に，彼はアルノくイ卜して成人となり，同地の大学を出て今はチュービンゲ

ンの神学校に在学 しているのだと話してくれた。 夜、はパーデン・バーデンで，

そこの観光連盟を通じて彼を雇ったのだが，偶然彼はその頃ノーーデン・バー

デンに来て連盟付きの運転手のアルバイトを していたのだ。 実にし、し、青年だ

と思った。彼は，私をウィーン行の船に乗り込ませてから，夜中走ってまた

ノミーデン ・バーデ‘ンに帰るのだといっていたが，翌朝7時，船のドラが鳴っ

て外輸が動き出したので、甲板に出てみたら，彼，運転手が河岸に立っている

ではないか。私は嬉しくなって， ゆっ くり動き出す船について，歩きながら

手を振っている彼に， ポケ ットから10ドルの札と，使い残しのドイツの銀

貨，銅貨をノ、ンカチに包んで， しっかり勉強 しろとし、う気持で彼に放ってや
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った。

ドナウはドナウエシンゲンの源では海抜 678m，ここでは海抜 320m，だか

ら，結局 346m低くなったわけだ。

因みに ドナウ川の全長はドナウエシンゲンから黒海までが 2,840 kmで，

その内ドイ ツ圏内の流れは 647kmである。

（国家公安委員，元アルゼンチン大使）
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