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ドナウ下り （皿）

一一一ハ ンプJ、リ一一一一

津田 jf夫

ウィ ーンからハンガ リーに行く のに，どうやって行こうかとちょ っと迷っ

た。というのは，かつて同際列車で行勺たことがあるが， しかし今度はでき

るだけドナウの流れをみたいと思っているのに， 鉄路は必ずしもドナウに沿

って走っていない。飛行機はあるが，直線にしてみればわずか 25Qkmにも

満ない距離だからドナウをみよ うにもあま りあっけないし，万一曇ってでも

いたらなんの足 しにもならない。さりとて車を雇っては，とも思っていると

きホテルの掲示板で， ブダペシュ ト（Budapest〕行の水中翼船が運行してい

ることを発見した。 しかも時間は 5時間以内で行ける，ということがわかっ

たので，さ っそくそれに決め，ホテルの中の旅行係 りの事務所に行って予約

した。

t. チェコスロパキア，ハンガリーの国境線に沿って

ウィ ーンを出帆 したブダベシュト行の水中翼船がハインブノレクを出帆する

と間もなく左岸のEの上に古城の廃祉がみえた。そこにオーストリアとチェ

コスロ パキアとの国境をなすマノレヒ（March，チェコでは Morava))iiがド

ナウに流れ込んでいる。 したがって左岸はチェコ領，右岸はまだオーストリ

ア領であるわけだ。マノレヒが流れ込んで，ドナウはまた混濁した色にな った。

色が汚なくなったと同時に， 流勢が念、になった。 ここを“テーべの急端”
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(Thebe）と呼んでいる。 マルチを呑んだばか りでな く，両岸も心持迫 って

絶崖になっているための急流らしい。しかしそれも間もなく，水流がゆるや

かになったと思った ら（その間 5kmぐらい） 行手にブラチスラパ （Bratis-

lava）の町がみえた。

ブラチスラパというと，1968年のチェコ苦手J乱を思い出す。あの共産主義国

に自 由を求める声が挙がって国民はホッと安堵の喜びに浸ったと思ったら，

親元のソ連から“そんな自堕落じゃあ駄目だ”と叱られ，それでも国民が自

由を求める態度を改めないので，ついにワノレシャワ条約の軍隊が侵入して政

府をとりかえ，国民をマノレクス ・レーニン主義の本流に還した。そのときチ

エコの人々が雪崩のようにここブラチスラパに流れ込んで，オーストリアに

逃げ込んだ。かくしてチェコは“余り過ぎた自 由から救われ”元 の マノレク
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ス ・レーニン主義の国に還ったわけだ。第 2次世界大戦はヒ ットラーのポー

ランド侵入で始まったが，ワノレシャワが独軍によ って爆撃され，占領されよ

うと したとき，同地の放送局は最後の一刻まで，ポーラ ンド生れのシ ョパン

の曲を奏でていたそうだが，1968年のこの動乱のときも，チェコの地下放送

局は絶えずドヴオ／レシャク（Dvorak〕 の交響曲を放送し， 国民の愛国心を

鼓舞したそうだ。

ブラチスラパは第 1次大戦前はプレスフツレク（Pressburg) と呼ばれたス

ロバキアナ卜I(Slovakia）の首都で，チェコの持つ ドナウ）｜｜唯一の河港であり，

またドナウ川全流でもも っとも重要な港であった。それは今で、も変らなL、。

チェコの査証がないから，停泊時間中も下船できなかったが，森に閉まれた

IHT，小カノレパチア山脈の突端の丘の上の古城や数々の寺院のドームや鐘楼が

みえた。あとで人に聞いたが，この町はローマ，中世を通じて ドナウの流れ

によって幾多の人種と の交際があったため，コスモポリタンの伝統が今日 ま

で生きているし，人によると“小ウィー ンヘ“小ブダペシュ 卜” の味わいが

あるそう だ。 後述する“ ドナウ国際委員会”の所在地でもある。

フランツ ・ヨセフ橋をくぐってブラチスラパを出港する と間もなくドナウ

川はハンガ リー名の ドウナ川となって，そこから北に2つの支流を出し，北の

枝流（M.Dunaj)は約 80km先でグァ（Vah)JI！と合流してチェ コ側のコ

マルノ（Komarno-ーハンガリー側のコマロン くKomarom＞）ーで再びドウ

ナ本流に注ぎ， ドウナ本流との聞に長さ100km，幅48kmの大きな島を作

る。とれをドイツ語で “大砂洲”（GrosseSchlitt）と呼びこれはチェコ領，

一方，南に伸びた流れは，ラパ（Raba）川とジョーノレ（Gyor）で合流してド

ウナ本流に注ぎ，本流との聞にハンガ リー領の“小砂決｜”（KleineSchlitt) 

を形成している。砂洲といっても，水に浸った草の草原とい うわけでもなく，

馬が仔馬を連れて駈け回っている光景がみえた。 しかもところどころに農家

の密集した部落があるし，ブラチスラノξからコマノレノまでは63号の立派な道

路が走っている。しかし景色としては少しも面白くない。

そのとき船のテープレコードから レハーノレの喜歌劇“メリー ・ウィドー”

の曲が流れて来た。それで思い出した。眼前にみえるコマロン（Komaron〕

はその“メリー ・ウィドー”の作者フランツ ・レハーノレ（FranzLehar）の

出生地だ、ったのだ。なぜそんなことを覚えていたかというと，ウィーンにい
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たとき，彼の家が博物館になっているので，そこを訪れたとき，案内の人に，

レハーノレとい う名が少しハンガリ ー臭い と思って出生地を聞き，それがコマ

ロンと教えられたからである。 船上からみると（人1:1は 2万ぐらいだそ う

だ〕 小さ な町， そしてグロ ーセ ・シュットの東端，グァ（Vah〕J1 Jとニ トラ

(Nitra) Jilがドウナ川に注ぐところである。 コマロ ンの対岸， すなわち ド

ウナ川の左岸にはチェコのコマノレノ（Komamo〕とい う町がある。

しか しここは東西の交通の要衝で， しかも非常に戦略的に価値のある地点

だったら しく，かつてトルコ軍の侵入に際 しては幾度かここで激戦が行なわ

れ，1848年には，オース トリア軍および時のオーストリア宰相メ ッテノレニ ッ

ヒ（Metternich）が神聖同盟を利用して引出したロ シア軍を迎え， ハンガリ

ーのクラプカ（Klapka）将軍の率いる軍隊との聞に凄惨な戦争が行なわれ，

結局ノ、ンガ リーの独立の意図が挫かれたところだ， と旅行会社から配 られた

パンフ レッ卜に書いてあった。

ここを過ぎ， ドウナの流れが北か らヴァの水をあわせた辺り から，左岸に

トラ ンシノレパニアの山が現われ， というよりは， トランシノレパニア山脈が南

に伸びようと したところで， ドウナがその真中を突き破ったかたちである。

写真 1 エッツェノレコ守ム
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山と いってもせいぜい200～300mぐらいのものだった。

間もなく船は大きな架橋をくぐって 古都千年のエ ッツェノレゴ、ム（Ester-

gom）を通る。船のラウドスピーカーがこの町の歴史を伝えてくれた。町の

大寺院が壮麗なイタリア式ノレネッサンスのものだと聞いたとき，私はウィー

ンにいる聞に耳にした lつのこ とを思い出した。それはこの寺院の献堂式の

ことである。その献堂式（1823年〉用にベートーベンは 壮厳瀦撒世1 (Misa 

Solemn is〕を提供し，謝礼を求めたと ころ，寺院当局の示 した額があまりに

少ないのでベー トーベンが闘ったとき，寺院当局の一部から，なにもドイツ

生れの人にたのむ必要はな＇ '' ハンガリ ーには フラ ンツ・リスト (Franz 

Liszt）とい う音楽家がいる， といってリス トに作曲を頼み， 1856年献堂式

が行なわれたときはリストの“エ ッツ ェノレゴム禰撒”が使われたとい うこと

である。1823年と いえばベートーベンはかの有名な第九交響楽を完成した

年，その彼への謝礼額がいくらだったか詳らかにすることはできないが，ベ

ートーベンを満足させなかったとは残念な話だ。小高い丘の上には聖ステ

ファン寺がある。そのステファンはこの地の出身で，後年1001年ノ、ンガリー

の最初の国王となり ，後に聖人に列せられ，ハンガリーの守護神となったと

か。ここはかつてシヤーノレマン （Charlemagne）大帝当時の東方の国境の要

塞のあったところ。また数百年前のこと，普の城壁の一部が突然崩れて下に

溶ちたが，その巨大な石を取り除くために周囲に穴を掘ったら，そこからセ

ントラノレヒーティングの設備のあるベラ王（Bela, 1173～1196年〕の宮殿の

跡が発掘されたとか，マーカス ・アワレリワス（MarcusAurelius）はここ

で， ドナウのJ悠々たる姿をとみながら，かの有名な“黙想録”（172～180年〉

を書いた とか， 長々 と説明した。

エッツェノレゴムを過ぎると河幅がらょ っと狭 くな った。ハンガリ ーの西部

に深く入り込んだカ／レパチア山脈がここで ドウナに切られているのがよくわ

かる。西岸の山が一段と河岸近くに迫っているようになっている。地図でみ

ると，ここから先のヴァシまでわずか 30km ぐらいの聞に流れが随分変曲し

ているのをみても， コマノレノの下流でラープ（Raab）川をあわせた余勢が西

南に南下しようとしたカノレパチア山脈のドテッ腹にグーンとぶつかり，ある

ときは山のカに水流はへし曲り，あるときはドウナの力が勝って山を突き破

ったようにみえる。
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間もなく左岸にイポリ（Ipoly）とい う）, ，がチェコから流入する。そこの合

流点にソブ（Szob）という町があるが，そのイポ リJiIがハンガリ ーとチェコ

スロパキアの国境線になっている。 換言すればドウナはここから完全にハン

ガリー領内を流れるわけである。

2. ソブからブダペシュトまで

面白いこ とには，こ のイポ リ川 を過ぎ‘／こら船の音楽がレハールのり、ンガ

リー舞811＂やヨハン ・シュトラウス (JohamStraus）の“ハ／プ＇／ ！） 一万才”

を奏でたことである。すなわち船はノ、ンガ リーに入った。 ドウナはもうハン

ガリーですよと乗客に告げているようだ。それから以後は，船の音楽はブ夕、

ペシュ トに着くまでチヤノレダ（Csarda）の舞踊曲の連続だった。

しばらく 船が狭くなったドウナの流れに乗っていると思ったら間もなく 両

岸の視界が広く なった。ドウナの流れはそこから南に小さな枝流を出 してい

る。 地図をみるとその枝流はブダペシュ ト近くまで約 30km流れてアン ドラ

ス ・シグット（AndrasSziget）という島のような， 大きな砂洲を作ってい

るのだ。

ヴァーツ（Vacめ からのドウナの流れは，実に大河というにふさわ しい悠

悠たる様相をみせている。

空の青さを水面にうつしたドウナは，流れているのかと思えるよ うなゆっ

たり した姿， 河幅も 400mもあろう。 船のエンジンの音が高い空，両岸の砂

1:1+1，草原に響き渡っている。時々すれ違う平底船，それも時には三般も 四般

もつながっているが，その船上の船夫ーがパイプをくわえながら， こっちに［i'1J

って手を挙げているので，どこから来たのかと思って船尾をみると，そこに

は／レーマニアの旗があ ったっ

両岸；の野は 6月の陽光を浴び，ところどころに羊の群もみえた。両岸に被

いがぶさるような山峡の聞の流れに来るのと違って，左右見渡す限り真った

いらの野の聞の流れを行くのは，灰色のアスフアノレト道路を走っているよう

な気が した。これが真夏だったら陽炎も立つだろう，野中に忽然と城が現わ

れるようなこともあるのではないか，と思った。

間もなく船はヴィセグラード（Vis巴grad〕の前を通る。岩山の上に町があ

るが，そこから昔の城壁の一部がドウナ川辺まで延びている。その城壁の塔
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を“ソロモンの塔”と呼んでいるそうだ。現在この町と，少し下流のレアニ

ファルの町はちょっと高地になっているので主としてブダベシュトの働く者

避暑地として，組合の立派な宿泊設備があると，同船のハンガリーの人が話

をしてくれた。その人とは，船がこ こを通過するときはじめて話を交わした

が，それが動機と なって， その人は 2,3の友人を紹介してくれた。みな家

族連れでウィーンに遊びに行ったのだそうだ。どう してウィーンに遊びに行

けるのか， 休HJ交をとってどこにでも国外に行けるのか， と聞いたら，そんな

勝手はできない， といって笑っていた。そのとき彼らの一人が，あなたはハ

ンガリーの どんな人（過去 ・現在）を知っているかと私に訊ねた。これには

弱った。テス 卜されているなと思ったが，干本はまずアッチラ（Attila〕 の名

を挙げたが，その次が出て来ない。致し方なく ，愛国者コシュー ト，第 1次

大戦後の摂政ホノレティ (Horthy－一一彼は海を持たないハンガリーの， しか

も艦隊を持たない海軍提督だ〉， ハンゲリ ーの貴族 ・大地主でハイドンやベ

ートーベンその他の音楽家のパトロンの名が頭の中に出て来たが，それはみ

な昔の貴族だから社会主義の国の手前遠慮して，今でも通じる音楽家の リス

ト (Liszt〕， パノレトーク (Bart6k），バイオリンの名手シグッティ，築地ノト

劇場ではじめて観た “リ リオム”（Liliom) の作者モノレナール（Molnar〕

や映画のコルダ、（Korda), レスリー・ハワード（LeslieHoward）の名を

挙げたら，彼らは大変喜んで、，あなたは音楽が好きらしい，今はシーズンは

終ったが，ブダベシュトの “マルギトチゲト”（Margitszigeのでは屋外オ

ペラをやるからご覧なさいとか，マジャールの音楽をきくならこれこれのレ

ス トランがし、いとか親切に教えてくれた。 しかし私はマジャーノレ語が一宇も

知らないので，彼らのし、ぅ固有名詞は全然わからず，ようやく“マルギト…

”はドウナ川中の“マーガレ、ソ卜島”であることがわかった。そ十れで、今度

は私の番と思って，富土山，芸者以外に 日本のことを知っているか，といっ

たら 3,4人がかわるがわる答えたのは， “神風ぺ“羅生門”， “夜の河”（山本

富士子のらしい〕，東京の上を無茶苦茶に走る高速道路， トランジスターラジ

オ，テレビ（これは私たちには買えない〕などといっていた。そ して“せっか

くハンガリーに来るのに，ハンガリ一語を話せないのは残念だというので，

私は痛いところを突かれたよ うな気が して恥ずかしかった。 これだけの会

話を，彼らグループの中の 1人が，フランス語で通訳してくれるのだから，
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とても時聞がかか り，その内にラウドスピーカーが“もう じき ブダペシュト

に着きます”と いうので， またいつ会えるかわからないこれらハンガリ 一人

一人々々に握手して別れた。

船は，パーツ（Vacz）を過ぎて河幅をグーンと拡げたドウナを真南に，ハ

ンガリ一大平原の真中を進んで行く 。右舷をみると，枝流が ドウナに平行 し

て流れているのが，芦の聞からみえる。左岸に 2っ，右岸に 3つばかり 町か

村がみえたが，晴れ渡った 6月の空から降 りそそ く陽をふんだんに浴びて，

船はプダペシ ュ卜目指して進んで行 く。

3. ブダペシュ ト

船の前方に1っ2つの小島が川rj1にみえたと思ったらエンジンの音が少し

静かにな り，船は先述の，マノレギット・シゲッ卜島の木々の茂みがみえ，あ

あマロニエの花が締麗だなと思っている内に，ブダベシュトの2番目の橋（ブ

ダペシュトを貫流するドウナには，鉄道橋を入れて 6つの橋がある〉 マノレギ

ット橋をくぐって壮麗な国会議事堂の前を通り，私の泊まろうとするインタ

ーコンチネンタノレ(lntercontin en ta！）ホテルの近 くの船付場に着いた。

私はここは 2度目だが，いつも ここで感心することは，ハンガ リーの，果

てしなく拡がる平野の聞の雄大な流れに乗って両岸の平らな景色をみている

と，突然左岸に有名な国会議事堂その他由緒ある古風な建物のあるベシュト

の町 （もちろん第2次大戦で徹底的な爆撃を受けたが，その大部分は昔の様

式で建て直された）一一ーもっと も，首都に入る前，両岸にたくさんの新しい

工場が建ったのは戦後のことだが一一，右岸はマリ ア・テレサ女皇の王宮が

丘の上にあるプダの町，そういう 偉観であるの

関東大震災のあった年、はじめてヨー 口ッパに行く途七私たらの乗って

いる船が揚子江から黄崎江に入 り．河畔の陽＋g11の美しさ に見惚れ Cいたと

き， 川の奥に当時日本では想像できなかったような高層建築の立ち並ぶ上海

をみたと き， またテムズ川 （Thames〕 を遡ってロン ドンの街並みをみたと

き，ラプラタ（LaPlata) Jllから，ニ ューヨークに次ぐ南北アメ リカの大都

会プエノスアイレス（BuenosAires）をみたとき，頭の中を撹乱されるよう

な驚樗を覚えたが，ブダペシュ トに入るときは，それらの町に入るときにも

増しての美しい景観に魅せられる。
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写真 2 プ手ダペシュ トに入るとすく左岸に見える国会議事堂

1883～1902年に建て られたゴシック風の建築だが， ドウナ川に面 して無数

の窓に太陽の光りが反射している姿は，孔雀の姿か蜂鳥のような華麗な姿で

ある。

私はこの国会議事堂をみるたびに思 うと とは，各国の首都を流れる川に面

している立派な建築物が， 全部といっていいほど）, ，からそっぽを向いている

ことだ。たと えばパ リのセーヌ河畔のノ ートノレダムは横を向いている。ロン

ドンのテムズ河畔の国会議事堂は裏向き，ボンの国会議事堂もラインJllから

みると後ろ姿，同様に，マドリ ッドの宮殿もマンサナレス），，からみると後ろ

向き，わずかにローマを流れるテーベ川に面して “カステノレ・アンジェ ロ”

が前を向いているだけ，それだけにブダペシュトの国会議事堂は川に面して

堂々とその華麗な姿を正面にみせている。これは明らかにドウナの流れを意

識し，）＂と調和を持たせるために設計されたものと思って私は感心している。

これに続いて，あるいはルネ ッサンス風，あるいはバロック風の官庁の建

物が続き，その前一曲 ド＇lナMill半は普はプランツ・ヨセ プ河岸，今はセチェニ

ー河岸通り（SzechenyiRakparl）とし、う街路になっていて， 大きなアカ シ

アの~u~木の Fにはカ フェーのテラスが格f\比 し， 市民の散歩道にな っている。

右岸のプダには城のあるワノレベ ゲーという丘 （Varh巴gy) と沓被の丘

(R6zsadomめがあ り，その後ろには 400mぐらいの円錐形のヤノシェ ゲー

(Janoshegy），その先には王宮がみえる。 もっとも，城のある正辺りは今次

の戦争中の爆撃で，附近の／レネ ツサンスやノξロック風の建物を破壊したし，

有名なマリア ・テ レサの王宮も戦後は鉄材だけの建物になったそうだが，戦
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写真 3 ライオンが橋頭を飾るエリザ、ベート橋

写真 4 { ._,. ，.，ーコンチネンタルホテルから対岸－／JJをみる

後，市当局の努力でできるだけ旧状に回復し，王宮も今では博物館，文化セ

ンターにな っている。こう いう景色がブダペシュトに入る前に船とから眺め

られるのだから， 一種の威圧を感じるのも無理はない。

戦前のことだったが，私がはじめてブダペシュトを訪れたときのある日，

自由の広場というところでなんともいえぬ悲しい情景をみた。広場のプラッ

トフォームには第1次大戦で敗けたがため言語に絶する困難に逢着したハン

ガリーの国喪を表わす半旗が掲げられ，壇の上には祖国を思わせるため，ノ、
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写真 5 温水プール
（ブダペシュトは市内至るところに温泉がある。これはそ
の一つの温水プーノレ。人々はプーノレで泳いでいるから，こ
の国の水泳は世界の強固だ〕

第 2図 ハンガリ一割譲

0 100 200 
」F一一」ーーー＿＿，

キロメートル

一一一一第次大戦前のハンガリー

日トリアノン協定によるハンガリー

①ノレーマιアに

②チ1・コスロパキアに

③オースい） アに

④ユープスラビアに

ンガリーの神鳥ツーノレ（ハ ンガリーの神武天皇ともいうべきアノレパー ト

(Arpad）を多くのマジャーノレ（Magyar）とともに平坦豊境なハンガリーに

導いて来た霊鳥〉のブロンズがあり，広場の四隅には，荒々しい武将がハン

ガリーを表わす若者を組み伏せている像があり ，広場には芝生で，第 1次大

戦前のハンガ リーの領土を表わ し，それが1920年のト リアノン（Trianon）条

約によってかくのごとく隣接国に領土をもぎとられた，ということを示すよ
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うに，とられた領土には血を意味する赤い花，小さくなったハンガリーには

勿忘草を植え新国境線にすじを入れ，国民に，これでもか，これでもかと敗

戦の現実， 国民のう っぷんを 知らせていた。事実，ハンガ リーは旧領土28

万3,OOOkm2の内，実に68.5%の土地をチェコに（ 6万 l,633 kmり， ルーマ

ニアに（10万3,093km勺， ユーゴスラピアにもとられて しま ったのだ。

そのため人口も1,826万5,000人から1,064万9,000人に減って しま った。

そのためノ、ンガリ ーには金 ・担 ・銅 ・温 ・水銀の産地がなくなった他，森

林の859も，葡萄畑の65%，鉄鉱の80%，鉄道の60%がなくなって しまヮたの

みならず，ウィノレソ ン大統領は民族自決主義を 口にしながら，チェコ スロパ

キアにハンガリ一人100万， ノレーマニアに百数十万， ユーゴスラビアに50万

のマジャーノレ人を持って行った。

ハンガーリ としては，チェコやユーゴに領地をとられたのは，両国と戦を

交えて敗けたのだか ら致し方ないとしても，わずかでも， 4,020km2を，オ

ーストリアゆえに戦禍に巻き込まれたにもかかわらず，連合軍がオーストリ

ア可愛さの余り，そのオースト リアを戦勝固なみに扱いそれにとられたと

いう ことは口惜しい限り，ルーマニアは10万 3,093 km2という広大な土地を

とった。その／レーマニアは大戦勃発後当分は旗色をみ，洞が峠をきめ込んで

いたが連合軍に分ありとみて 加担した揚句， ハンガリ ーの祖先の地トラ ン

シソレパニア（Transylvania）をとってしま ったのだ。 敗戦国には民族自決主

義に何もあったものでない。 そのころ市内で面白い絵葉書を売っていた。み

るとそれはハンガリーの地図だが，絵葉書の横に小さ い歯車がついていて，

それをまわすと，ハ ンガ リーの領土が割れて，チェコ，ルーマエア，ユーゴ，

それにオース トリ アにもぎとられた部分が離れ， そこにできた白 地 の 溝に

“N巴m! Nem ! Soha ！” （ノー，ノー， どうして我慢できるか〕 という文字

が現われる仕組にな っていた（本稿にそれ企写真で出 したかったが，今次の

戦災でなくなったらしく，書l単の隅 を々探したが，残念にも見当らなし、〕。

現在ではもちろん自由広場も今述べたものもなくなり ，恨みの広場にはソ

連の無名戦士の記念塔が建っているが，四辺の古めかしい建物に対し，この

花筒岩の塔はいかにも調和しない。その広場にあるベンチに腰を下ろしてい

る市民の，この記念塔をみる気持もいろいろだろ うと察する。これをみて，

あるハンガリ 一人から聞いた冗談を思い出した。あの塔は“無名掠奪者” の
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記念塔だ。あの胴体に，ソ連軍が盗み，また掠奪したがゆえ固に持ち帰れな

いものがいっぱいつまっている。

今次の大戦のみならず，この首都は昔から幾度かいろいろの民族の首都に

なったが，その美 しさは一向に変らずドナウの女皇の名は今でも消えていな

し、。

私にと っては30年振りだったので， 町の様子には大 して違知感を思わなか

ったが，町の名がすっかり変ってしま ったのには，ひどくまごついた。街路

の名にハンガリーの勇将ラコツチウ （Rakocziut〕や愛国者コシュート（Ko-

ssuth〕の名の残っているのは嬉しかったが， 美 しい ドウナ河畔の散歩道も

フランツ ・ ヨセフ ・ ラク ノ~／レ卜（Franz Joseph Rakpart）から Szechenyi

Rak part；に変り ，フランツ広場が／レーズベノレト広場になったり，エリザ、ベー

卜橋の侠のエスキュ広場が“ 3月15日広場”に， 八角広場（Octagon）が

“11月7日広場”， そこを通るアンドラシー（Andrassy〕大通 りは読むにも

読めぬネプロツアノレショシャク（Nるpkoz ta rsasag) と舌を噛むような名にな

ったはまだ しも，レーニン通（LeninKori.it〕，マノレク ス広場ができたり， まあ

社会主義国だから致し方はないだろう。 しかし昔よく歩いたショッピング ・

ストリ ー 卜の“パッチウッツァ”（VaciUcta）はそのままの名に残っていた

のはk喜しかった。

ハンガリ ーに付き物は葡萄酒と女と歌という。葡萄酒は世界的名声をもっ

トカイ（Tokay）ものだが，女性がまた美しい。 ドナウの流れに沿う町々で

幾百幾千の女性をみ， ドイツ乙女の清純な美しさをみたが，ここの女性は数

百年の民族の交流こと に東洋人種の伝統をもち，その上に， 西洋といっても

東欧との混血だから，頭髪も黒く，その瞳は黒擢石のように輝やいている。

それでいて膚は白ミ，身体もスラブ的でなく，歩き方も軽妙，優美， しかも
かいぎぞ〈

ハンガ リ一人特有の垢ぬけた機智 ・譜謹は共産主義国の女性とは思えぬまっ

たく男性の浮気心をそそる ものがある。それに音楽だ。 チヤノレダ舞踊のあの

激しい情熱的野性的なもの，それにジプシー音楽の狂熱的なもの，聴いてい

て我が身の中の血が湧きたつようだ。 しかもその中に， ハンガリ一民族が昔

から数えることのできぬほど被征服者としての屈辱感 ・痛恨を味わい，近く

はソ連が後見人となってその一挙一動を見守っているというその切々たる哀

愁が窺える。
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味のブダペシュトは昔なが らの芳醇なものが窺えた。有名な パプリカ

(Paprika）も強くなければ美味し、。牛肉や仔牛肉のシチューもそのパプリカ

が気にならなかった。それに北部からドウナが運んでくれる名酒，金色のト

カイ葡萄はまことに舌に柔かい。この葡萄酒をメフィス トフェレスがファ ウ

ストに飲ませて，青春をとり戻させたという。また亡くなられたウィンザ一

公は皇太子時代よ くブダペシュ トを訪れられたが， ドウナとティサ（Tisza)

川に挟まれた平野の中心地，ケチュケメート（Kecskemet〕でできる杏の

ブランデー“バラック” を大変に好まれ，またその飲みつ振りも大したもの

だという語り草も今に伝えられている。

ドウナの落日が実に美しい。

河畔の国会議事堂の百に余る窓に落陽が輝くときは，あの大きな建物が炎

に包まれたようにみえるし，また右岸のブダの山からみえる遠くの平原，彼

方に落ちる真赤な日輸が空を焦が し， それが桃色に黄色にそ して薄い藍色に

なって行 くとき，真下にみえるドワナの河面も同じように色の移り変りをみ

せ，それから河而が黒くなったと思 うと，今まで気が付かなかった街の灯が

パツと明るくみえるあの瞬間，ベダペシュトは美しいなと思う。 月のある夜

々ど， 300～600mのこのドウ ナは， ほんとうに“金波銀波のドウナ”と

いう感じだ。もしブダペシュ トにドワナが流れ込んでいなかヮたら，この町

も“ F.ナウ（ダニューブ〉の女王”とはいえないだろう。

昔来たとき気が付かなかったものの 1つに，ブダぺシュトにあんなにたく

さんの公園や広場があるということだ。これは今次の大戦で，この美 しい街

がわずか14週間の内に 3万3,000の建物が瓦礁と化したが，その中にとうて

い復旧できないものや，別の場所に新しいものを作る方がいいと思ったもの

などの跡をみな公園や広場にしたそうで，その全面積はわずか 208km2の都

市にニューヨークの中央公園の2倍もあるそうだ。わずか東西南北6,7km

の町にそれだけたくさんの公園や広場があるなんて，日本からみると垂誕も

のだ。

その公園でもっともブダペシュ トの人々に喜ばれているのが ドウナ川の真

中にあるマノレギット ・シゲット島〔MargitSziget) であろう。この島のこ

とはモノレナールがヒ。ルコという少女の恋を書いた“ドウナの春は浅く”とい

う小説をよんだ記憶が頭の片隅にあった。よく 茂ったプラタナス，ポプラ，
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マロニエの樹々の林，樹蔭のベンチで本をひろげている人，森の小径を散歩

する人， ホテノレの庭の数十の卓子で葡萄酒を畷り， コーヒーを飲んでいる

人，豪華なグランド ・ホテノレ，替萩園，プーノレ，テニスコート，島の周囲の

ヨットハウス，水勢で歌が聞えたりチャイムが鳴ったりする音楽噴泉，そし

て踏んだ砂が暖かいのは，河底か ら温泉が湧いているのか。ここではシーズ

ンオフには市内の国立歌劇座の人々による歌劇も屋外劇物で行なわれる し，

音楽会も催される。

この烏の名の由来は，ベラ 4世（BelaIV）が1241年蒙古軍に破れたとき，

その姫マノレガリトはこ こにあった尼僧院（今は廃祉になっている〉に入り，

29歳でここで没したが，彼女は生前の功績で聖人の列に入れられ， またブダ

ペシュトの守護神となっている。

温泉といえばブダペシュト市内には 123の温泉地がある。案内書によれば

毎日7,000万msの温水を噴出しているそうだ。前述のマルギット ・シグット

島のグランドホテノレは有名だが，ブダの丘，ち ょうど対岸の国会議事堂と相

対してキラ リー温浴場がある。イースタンブーノレの回教寺院のように ドーム

が 5つもあって，おのおのの屋上に半月形が飾つである。

私はよ くホテノレの前のテラス ・カフェでコーヒーを暖りながら， ドワナの

流れを上下する幾多の船，その多 くは平底船で，おそらく 昔はここから小麦

をオーストリア， ドイツに，あるいはノレーマニアから石油を運んだものだろ

うが，今は何を運んでいるのか，大小の蒸汽船やモーターボートの中には美

しい遊覧船もあったが，それらをみて， 6つの鉄橋で結ばれるブダとベシュ

トの町を眺めて，こ の町の歴史を頭に浮べた。

北にはバラトン湖の北のパコニー（Bakony）の山やカノレパチア （Carpa

tia）の山々があり， その南の大平原に入る前にはブダの丘があってそれが

ウィーンの前線基地だったくらいなので，ここは東方からの入口だった。 ロ

ーマ人がここに植民地を作った。マジャーノレ人が侵入して来た。 13世紀には

モンゴ、ノレがやって来た。14世紀後半にはブダが首都になった。ペシュトは商

業地となった。十字軍はフランス文化を移入した。結果はブダを壮麗な町に

したとと もにベネチア人やフランドルの人々はペシュトを繁栄させた。そこ

にトノレコ軍が来て約 300年間ここを支配した。そのあとマリア ・テレサ女皇

の力でトノレコ勢による掠奪と破壊のあとを回復し， 1872年には，ザダとベシ
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ュトははじめてーっとなってブダペシュ トになった。貴族や大地主の邸館が

町を飾った。 公共建築物が族生した。第 1次大戦ののち共産固となった。そ

のあとノレーマニア 軍がやって来て占領 ・掠奪の時が来た。失地からの失業

者が町に溢れた，などとい うこ とがあった。その間にあって，ハンガリーは

ヨーロ ッパ大陸ではじめて“人権憲章”を作ったこともあり ，数次の異民族

の来襲や圏内の政権に抗して1703年のラコッチ公（Rak6czi),1848年のコシ

コト（Kossuth〕の革命などの愛国者が続II＇， したが， 1956~干の 7 年にわた

るスターリン支配のあとのあの悲惨な反逆企最後に，今はlS{f：前の動乱を犯

した政治家も文化人 も学生も農民も工業労働者も， ワルシャワ条約国(j) -H. 

としてソ連の外療を作っている。

4. ドナウイパロシュ

ドワナ川はブダペシ ュ 卜か らハンガリーの大平原真中を悠々と南に170km

流れてユーゴス ラピア との国境に達する。ブダベシュトから船でドウナを下

ってユーゴスラビアに入る方法はあるが，第一，H寺聞がかかるし， 聞いてみ

ると景色は平凡だという。パスの｛更はあるが，その通路は地問でみるとドワ

ナの流れと並行 しているが大分隊れている。では車でと思ったが，来た して

運転手のユーゴ入国の査証が簡単にとれるかどうかわからぬ。ではドウナに

沿って車で国境まで行くとすれば，車の復路の費用を払わなければならぬ上

に，国境で私をベオグラー ド（Beograd）まで連れていってくれるハイヤー

があるかどうかわからぬ。どうしょうかと思っていたら，ホテルの掲示板に

“水中翼船で川遊びを” という広告をみた。これは面白いと思って聞いてみ

ると 1時間10ド、ノレで運転手付きと いう値段だ。その運転手は英仏独のいずれ

がわかるかときくと，日が定まればなんとかご希望の言葉を話すものを探し

ましょ う，という。 そうきまると，さてどこに行こうかと考えた。

そのとき不図，ブダペシュト滞在中にたびたび耳にした共産主義国自慢の

計画都市ドナウイパロシュ（Oonaujvaros）の名を思い出し，地図をみると

プダペシュ トからドウナの下流 50km, ドウナの河畔にできた町とわかっ

た。それで私に許された時間の都合もあるので，ユーゴスラピアと の国境ま

でのドウナの170kmの流れを50kmみて満足するこ とにした。旅行案内所

の話によヲて，そこまで行けば，あとのドウナの流れは，同じ平野の続きを
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流れているから景色は同じです，という言葉に慰められ安心もし，また満足

もしたわけ。 それで私は，空路で行く旨をベオグラードの友人に伝えた。

昼食後エリザ、ベート橋 （Erzsebethid）の少し上流の VigadoTer (Pest 

側の河岸〕の発着所に行ってみると，私の姿をみて手を挙げている船会社の

事務員がいた。それで私は，マジャーノレ語が少しもわからないのだ，と英語

でいってみたら， ご、希望の ft！：は永9~1 しています， 運転手は英語も仏語も少し

はわかります，というので安心して船に乗った。この船は 5人乗－りだ。もっ

たいないと思ったが，ホテノレにも ブダベシュト市内にも大使館の人しか知人

はな し，ホテルで話 し合った人を誘うに してもよほど興味のある人でなけれ

は、 “共産主義町”をわざわざ観に行く人もあるまいと思い， その船を独り占

めしたo 自白は Siraly~~であ っ た。

船は鉄僑を 2 っくぐって ドウナを下流する。ブダベシュ 卜 を f~ft.れると，両

岸．はパーツとひらけて縁の野がどこまでも続く。

これがドウナとティサの 2つの大河に挟まれた “アノレフェJレド”（Alfりrd〕

と呼ばれる大平原で，地理学的には南ロシア草原、の延長とか，マジャールの

祖先がここに来て南ロ シアの郷土を思いけlし，そこに務付L、たのもわかる。

だいたいは湿地だが，砂地 もあるのこれがプスタ（Puszta）かと，アノレゼン

チンのパンパの大草原を思い11-1した。振り返ってみるとはるか後方にブダバ

シュ ト郊外の工場群がみえる。昔と大した変りよ うだ。

大河の真中を相当の速度で走るのは実に気持ががいい。 ドウナは流れの速

さを感じさせないく らい，ゆったりと流れている。両岸はとい うと，ところ

どころに部落はあったが，そこの柳や草の向うは真平ら，青い空が水面に映

っていて青白くみえ， どこに時をも っているか知らないが，鳥の姿もみえ

る。世界四大鳥類保護地区（フランスのカマルク二Camargue，スペイ ンのコ

ドドニアナ＝CotoDona，イ ギリスのへブリ ド列島＝Hebridesとともにここか

ら西150kmのところにあるパラトン＝Balaton〕に行 く鳥かも知れない。 私

は， 大きさにおいて比較にならないが， ガンヂス（Ganges）やアマゾン

(Amazon), ミシシッ ピー（Mississippi), ラプラ タ（LaPlata）と， かつ

て私が観た大河を思い出した。 まことに悠久， j砂？を千古といった大観であ

る。 河幅は 400m近くあろ うか。そこを真白い航跡流を残 して進んで行く 。

不図，私が走っているドウナの流れの向う（左方〉 にも 1つの川があるの
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に気がついた。片言，口真似の運転手の言葉を想像すると〈そしてホテノレに

帰ってから大きな地図でみて，運転手の説明に間違いないと思った〕，ドウナ

はブダペシュト市の南から 1つの腕を出 し， その流れが本流と並行するよう

になって島を作っている（その名は Csepelsziget）ことがわかった。 泥柳が

河畔に生えていた。河七からと きどきみえる農家の中には茅葺の家もあった。

岸に水鳥もみえた。

間もなく 船は目的のドナウイパロ シュに着いた。昔は小さい部落だったそ

うだが， そこに大きな製鉄所を建設し， 1つの町にしたものだ。労働者の高

層住宅や協同組合の店舗，病院，学校，幼稚園，託児所から劇場，映画館，

それに蹴球 ・テニスなどの運動場，プーノレ，体育館などが完備しているいわ

ゆる計画都市である。しかしこういう 町はなにも共産主義国のみならず，戦

後の西欧諸国にもみられ，先月みたパ リのデファ ンスなどもその一例だが，

私はこ ういう キチンとした，無駄のない町作りは好きでない。 ゴチャゴチャ

した，間抜けさのある，そして古めかしい建物のある町の方が味があるよう

な気がする。各国の社会学の専門家はよ くここを訪れるらしく，また案内所

のようなところもあ ったが，そこに顔を出して案内されても大 したことはな

L、。また生産成績を教えられでも， 私にはそれを比較する他の材料もなく知

識もないので 1人でブラブラ歩きながら 1つの疑問を感じた。

ここは製鉄所である。 しかし鉄鉱石はユーゴからドウナを遡航して運ばれ

写真 B水辺に遊ぶ水どり
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るらしく， また石炭は南部メチエク山（Meszek）で産出されるというもの

の，大部分は遠くポーランドから持って来なくてはなるまい。もちろん石油

はソ連からの“友好ノξイプライン”に依存している。しかし附近に中小企業

をもっていない。ブダペシュトからはわずか 50kmだから，そこからの物資

の供給はえ られるが， なんといっても不便だと思うが， そこは共産主義国

だ，入手も ない過疎地を選んだけれど，命令ー下で人はいくらでも集め られ

るし，家族ごとそこに植付けることもできる。こういう計画都市，産業セ ン

ターがハンガリーの各所にあるそうだ。

わずか 50kmを往復しただけだが，途中で何度か平底船を幾臨もつないだ

蒸気船をみた。それが各自国の旗を掲揚しているのが面白い。赤，白，青の

ハンガリ一国旗は当然ながら，赤と自のオーストリア，赤，自に紫の三角の

チェコ，黒，赤，黄のドイツ， ブノレー， 黄，赤の縦のルーマニア，ブルー，

白，赤に真中に星のあるユーゴなど，さすがヨーロッパの大動脈ということ

がよくわかる。その意味でこのドナウ（ ドウナ〉は文学どおりの国際河川

で，沿岸諸国もライン川のスイス， リヒテンスタイン，オーストリア， ドイ

ツ，フランス，オラ ンダと，数においてはドナウのドイツ，オーストリア，

チェコ，ハンガリ ー，ユーゴ，ノレーマニア，ブノレガリア， ソ連と， 2つしか

多くないが，その利用度，西欧諸国に対する貢献度においてはドナウの方が

はるかに大き く，ライン川もドナウに思恵を被っているところをみると， 眼

前のドウナの流れがますます偉大なものに思えた。

（国家公安委員，元アノレゼンチン大使）
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