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概要 ： ユーゴスラビアをめぐる 1 人旅        秋口 守國 (2018．5.29) 

 

4 月の 1 か月間、アラブ首長国連邦のドバイ、ギリシャを経由して、旧ユーゴスラビア 7 か国の首都他

とアルバニア、ブルガリアをバス・鉄道の陸路で巡ってきました。きっかけは、年金生活になったら旅

をしようと亡妻との約束で、彼女の写真と一緒、ただ妻と一緒であればリゾート気分の旅ですが老爺の

一人旅なので、私の趣味である都市と交通を中心にしました。加えてかつての海外勤務の折に考えてい

た「国とは何か」について、平和な日本とは対照的で戦乱の続いたこれらの国々を短期間ではあります

が、直に接してみたかったからです。更にアパートメントやゲストルームに泊まり、 近日本で流行り

の民泊の話題を考えつつ、現地の習慣や社会的な仕組みを理解する事にしました。 

 

1、旅の概要 

・ 大の印象はその風景・風土が私の青春時代過ごした北海道、札幌ときわめて似ていることです。市

街地内でもいささか乾燥気味ですが緑は多く、より大きなポプラ、楡、白樺の若葉が微風に揺れ、太陽

の光の中でキラキラ輝きますし、花弁を見るといささか違うのですが、山桜に似た樹木が至る所に、ま

たちらほら八重桜似も咲き、道路端では可憐なスズランの切り花が売られていました。また車窓から眺

める景色は緻密さにはいささか欠けますが、より素朴で雄大、層雲峡、狩勝峠、ニセコなどをもう一回

り大きくさせたたようで、かつての故郷の景観を彷彿させてくれました。加えて、セルビアからブルガ

リアへの鉄道は気動車が、ゴトンゴトンと規則的な車両音、加速時に体を震わせ、唸りを上げながら一

生懸命に走行してくれていて、かつての北海度の旅そのものです。視野は日本と言う狭いながらも上り

坂、瑞々しかった青春時代を思い出しながら、経験を重ね地球儀的な世界観を持ってはいますが、いさ

さか乾燥気味・黄昏に近い終活を考えている老爺にとり、これらのシーンはジンと胸に迫り、人生を思

わず振り返り感慨にゆったり浸るものがありました。 

・ギリシャではパルテノン神殿をはじめ多くの城壁を見ました。固い岩盤の上に直角に近い勾配で石垣

は出来ています。アーチ橋を多く見ました。私の不勉強でアーチは単なる円弧と思っていましたが、モ

スタルの石橋スターリ・モストで、５００年以上前の設計図が掲示され、よく見ると円弧は頂から側部

にかけて４つの異なる半径の円周から構成されていました。長い経験のもとに徐々に 良のものを模索

し磨かれていったのでしょう。翻って、日本では熊本城はじめほとんどの石垣は武者返し、基盤が耐力

の小さい土であり、上部の加重を上手に分散して伝えるため下から上に向かい勾配を変えています。す

なわち、「築土構木」と言われるようにわが“土木”の原点は土を築き、その上に木で門や建物を構え

るのが基本であり、石と土の文化、大学の授業を思い出させてくれました。 

・首都の中心部はどこも立派で、建物・広場・緑など十分に風格があり、街中の骨格もよく整備され、

広域の公園を含め緑の空間は配備が良く、市民はゆったりおしゃべりや散歩、サイクリングなど楽しん

でいました。 

・鉄道、バス、トラムを乗りまくりました。そして国毎に切符の発券方法などは異なるものの、基本的

には車内機で認証する自己申告方式です。切符を所持していないと、検札につかまる人が多く毎日高額

の罰金を払わされるのを見かけました。鉄道では、かつてユーゴとしてベオグラードが中心でしたが、

独立して小さな国の単位となり、特に南部の鉄道網は結節していないリンクが多く、運行も通常の利用



 

2 
 

には堪えず、鉄道駅の侘しさがそれを象徴しています。バス交通は高速道路等の整備により盛ん、西欧

を結ぶ国際路線や国内主要都市間の路線はかなり充実、バスターミナルは鉄道駅の近くにあり便利で利

用者も多く賑わっています。国内外を結ぶ高速道路の建設には疑問があります。山を切り開いての大工

事で 4 車線を確保していますが、日交通量は数千台程度で、先行投資とは言え過大投資です。ＥＵな

どの支援ですが、中国の一帯一路の需給を外れたような事業について決して攻められないぞと感じまし

た。 

 

2、国とは何か 

・国とは国境と国民、国旗が重要な要素です。国の基本となる国民は人種、宗教、言語などを基本に、

歴史の時間軸の中で徐々に形成されますが、民族と言う概念が、その時々で統一にも分離・独立にも都

合よく使われがちのようです。日本人は島国のため、同質的でイメージは単純ですが、バルカンのよう

な人種、宗教、言語、身分階層などが複雑に絡み合う国では多様な民族帰属意識による騒乱や戦争、こ

れらに伴う虐殺・民族浄化、強制移住や住民交換、国内避難民・難民の発生など、激しい相克が連綿と

続いてきました。内戦の激しかったクロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボでは建物に打ち込

まれた弾痕や切妻の石・レンガ積みの壁だけが残った建物、崩れ落ちたままの石橋などを局地的ですが

多く、石積みなので小火器などでは建物は壊れずに残ります。また、サラエボをはじめとして紛争地区

ではまとまって大きな墓があり、きれいに花が飾られ管理されており、他方、ベオグラードでは，市街

地内にＮＡＴＯの空爆による崩壊したままの建物が残され、大きな垂れ幕にその由来とセルビア軍を鼓

舞する記載がされ、多くの人の心にずっしりと戦いの記憶が残っていて、毎日これらを見て・刷り込ま

れると、お互いを許しあうとの道筋をつけにくいと感じます。セルビア南部の第 3 の都市ニーシェで

髑髏の塔と、ナチのユダヤ人収容施設も見ました。前者はオスマントルコが現地人の再蜂起が起きない

ように虐殺し、その髑髏をコンクリートにはめ込み見せしめにしたもので、その異様さはすざましく、

訴える力は絶大です。ナチのユダヤ人収容所はドイツ国内に移送される前の簡素な通過型建物、ここで

虐殺されたわけではありませんが、ここで不安におののき、どのような思いで過ごしたのか、それを想

像すると涙が出てきました、人間の業とは本当に恐ろしく、すさまじいものです。 

・ユーゴでは中心国の横暴、小国の自主性の主張、経済格差等により、統合ではなく同質性を重視して

より小さい単位である国を選択しました。さらに自治体単位でも異なる民族・宗教・言語の人々が入り

混じり暮しているので、様々な考え・思いをどのように受け止めるか、融和への道はまだまだ遠いよう

です。そしてこれらは振り子のようで、大国の侵略には大きく団結し、その恐れが小さくなると同質性

を求めて小さな単位となる方が良いようで、いずれ時々の内情や環境により再編が起こるのは避けられ

ず、その結果国民生活は大きな影響・試練が課せられます。 

・バスで乗り合わせた復興事業に携わる 20 代後半の技術者達は国境をまたぎ頻繁に行き来し、会話の中

で地域を背負い、限られた力で精一杯取組んでいて、国を超えた活躍を期待したいものです。 

 

３、旅の生活 

・今回は木賃宿・アパートメントやゲストルームに多く泊まり、屋台のかけそば・ラーメンをすすりな

がらの自炊生活もどきの旅と言えます。欧州のバカンスは家族旅行、長期滞在が根っこにあり、ホテル

は高く、狭いので苦痛、通常生活の延長で大きな負担とならないアパートメント方式が拡がったのでし
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ょうか。どこも天井が高く、備品も簡素な故に部屋は広く感じ、とても快適な空間でした。 

・私にとっての 大の難関は、入居に当たっての鍵の授受でＰＣ、スマホは持参せず、また、勝手にオ

ーナーは同居だと頭で決めつけていました。 初の宿泊で現地の玄関に着いたものの、入居するにあた

り何の手がかりもありません。幸い、通りかかった親子が、スマホで連絡をつけてくれ、私がおろおろ

している様子を察して、鍵の入手方法を聞き、部屋に入り、更に電気の開閉操作などを含めて現地語で

やり取りして結果２０分以上かかりました。私のつたない英語で対応していたら何時間かかったことや

ら。この時の仲立ちをしてくれた主婦は観音様、弁天様のように神々しく感じたものです(実は宿泊前

日に日本のＰＣ宛これらの指示が打ち込まれていました)。特に鍵の扱いは、私にとっては苦労の種、

その多くが古く頑丈なタイプで個性があり、わずか数日のためですが使いこなさなければなりません。

この経験から、それ以降の入居に当たっての対処方法を練り上げ、バスがターミナルに到着したなら、

速やかにスマホ操作をしている現地風の方に近づき、「助けてください！ここ宛に電話をしてくださ

い！」と、お願いしました。どこでも皆連絡を取り付けて、迎えに来るないしは現地のアパートの前で

待て！などの段取りをつけてくれ、その親切心に感謝・感激です。 

・関連する本を読み、工程作成、航空機・宿泊予約などすべて手作り、1 か月余の旅は、緊張の連続、お

まけに休日無しで動き回ったので、帰宅してどっと疲れが出ました。未知の国々、バス・鉄道切符購入

などを含めて行き当たりばったり、ハプニングも多々ありましたが、どのような局面でも 73 年間の知

識と知恵はなかなかのもので、状況に応じ様々な工夫をこらし乗り越えることが出来て満足、さらにそ

れらは過ぎてしまえば楽しい思い出となっています。特に現地の人々の親切心は忘れられません、優し

く近くの人に声をかけ、手を貸す事がどんなにありがたいのかを身に染み、日本でも小さな事でも良い

ので実行していきたいと心に誓っています。 
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全文 ： 旧ユーゴスラビアなどをめぐる一人旅     秋口記(２０１８．５．２０) 

 

1、 きっかけと準備 

2、 旅の概要  

3、 国とは何か 

4、 こぼれ話、住、食、衣 

5、 旅での失敗談と反省 

 

 

１ きっかけと準備 

 

（１）工程など 

・4 月 1 日から 5 月 2 日まで、アラブ首長国連邦のドバイ、ギリシャのアテネ、テッサロニキを経由し

て、マケドニアのスコピエ、コソボ(多くの西側圏は独立国家としていますが、セルビア、スペイン、

ギリシャなどや社会主義系のかなりの国は未だ国家と認証してはいません)のプリシュティナ、プリズ

レン、アルバニアのティラナ、モンテネグロのポドゴリツア、バール、ニクシッチ、クロアチアのド

ブルブニク、ザグレブ、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボ、モスタル、スロベニアのリュブリア

ーナ、セルビアのベオグラード、ノヴィサド、ニーシュ、ブルガリアのソフィアをバス・鉄道の陸路

で巡ってきました。 

 

（２）きっかけ 

・きっかけは、亡妻との約束です。年金生活になったら旅をしようと、これまで、彼女の写真と一緒に

南回りで行けなかったトルコ、エジプト、サンフランシスコのケーブルカー、山岳・湖水の美しいス

イス、新婚旅行が私の転勤で直前キャンセルになったタヒチ、そして今回は歴史的な史跡の美しいド

ブルブニクとアテネを訪れました。あと、ニュージランド一周ドライブが残っています。ただ、妻と

一緒であれば今回はリゾート気分の旅ですが老爺の一人旅となるので、雰囲気は全く異なり、私の趣

味である都市と交通を中心にじっくり見ることにしました。加えてかつての海外勤務の折に考えてい

た「国とは何か」について、平和な日本とは対照的で戦乱の続いたこれらの国々を短期間ではありま

すが、じかに接してみたかったからです。 

 

（３）情報収集など 

・ただ、旧ユーゴスラビア特に南側の国とアルバニアに関しての生の旅行情報量はきわめて少なく、結

果として“地球の歩き方・中欧編”がバイブルのような存在でした。また、縁の薄いこれらの国々で

すので、図書館から、全体概論として“バルカンを知るための６５章”など、歴史的に大きなエポッ

クを振り返った“バルカン近代史”、“図説バルカンの歴史”など、また文学書で、ノーベル賞作家の

イブォ・アンドリッチの“ドリナの橋”や“サラエボの鐘”をはじめ、ギリシャ、アラブ首長国連邦

にかかわる十数冊の本を斜め読みし、いささかなりともこの地域への歴史的、社会的、文化的な理解
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を深めてからの旅としました。 

・実際に訪問国のルートや工程を詰めるにあたり、何回もシミュレーションを繰り返しました。いつも

通り宿泊は駅やバスターミナルの近くの物を念頭に、財布と相談しながらインターネットで２から３

星クラスを探していきました。今回の国々でギリシャと北部のスロベニア、クロアチアは欧州並みの

料金、かつ１人室も２人室もほとんど変わらず、結果、アパートメントやゲストルームが多くなり、

近日本で流行りの民泊と考え、これも現地の習慣や社会的な仕組みを理解するのには良いなと安易

に考えていました。陸路の交通手段に関する情報はインターネットを駆使(と言っても幼稚園生ですが)

しても断片的なものしか分からず、あとは現地での当意即妙なる応用動作が求められることになりま

す。また、７３歳の年齢を勘案し、途中体力維持と休養を組み込むべく、通常２泊のところを３か所

で３泊にしました。そして旅の格好は私たちの年齢ではおなじみの、バックパックとカートを引いた

かつてのカニ族の旅になりました。 

 

２ 旅の概要 

 

（１）ユーゴの地に関して； 

・その風景・風土が私の青春時代過ごした北海道、札幌ときわめて似ていることです。市街地内でもい

ささか乾燥気味ですが、緑は多く、より大きなポプラ、楡、白樺の若葉が微風に揺れ、太陽の光の中

でキラキラ輝きますし、花弁を見るといささか違うのですが、山桜に似た樹木が至る所に、またちら

ほら八重桜似も咲き、道路端では可憐なスズランの切り花が売られていました。また車窓から眺める

景色は緻密さにはいささか欠けますが、より素朴で雄大、層雲峡、狩勝峠、ニセコなどをもう一回り

大きくしたようで、かつての故郷の景観を彷彿させてくれました。加えて、セルビアからブルガリア

への鉄道は気動車が、ゴトンゴトンと規則的な車両音、加速時に体を震わせ、唸りを上げながら一生

懸命に走行してくれていて、かつての北海道の生活・旅そのものです。視野はまだまだ日本と言う狭

いものながら、上り坂にあった瑞々しい青春時代を思い出しながら、73 歳、多くの経験をして地球儀

的な世界観を持ってはいますが、いささか乾燥気味・黄昏に近い終活を考えている今の自分にとり、

これらのシーンはジーンと胸に迫り、人生を思わず振り返り感慨にゆったり浸るものがありました。 

・しみじみと石の文化を感じました。農地の利用度は高く感じられません。はじめは国力がまだ至らな

いのか、また雨量が少なく灌漑施設が乏しいなど水不足かなと考えていましたが、山はごつごつと岩

肌が広がり、保水量に乏しく樹木は有っても低く相対的に緑がきわめて乏しいし、平坦な土地なのに、

大きな石がいたる所に転がっていて雑草のままとか牧畜利用にとどまるところが多くみられました。

土壌が植物を育てるには貧弱なせいなのでしょうか、アドリア海から内陸にかけて年間を通じてかな

りの雨量はありますし、大きな河川は流量が十分にあり水力発電などを行っている所をいくつか見ま

した。牧草地を生産性の高い畑や果樹園に変え、豊かさへの道を歩んでくれると良いのだが、これら

に支援出来たら良いなと感じます。こんな時、農林業や園芸などの専門家と一緒だったら理解がより

深まり議論が出来て楽しいのですが。日本では森林・土の文化であり、かつ多雨のため、畑や集約的

な田を中心に土地利用が、稠密な人口を支えてくれました。 

・これに関連して、今回、ギリシャのパルテノン神殿をはじめ多くの城壁の石壁を見ました、固い岩盤

の上にあり勾配は直角に近い石壁が出来る故です。また、アーチ橋を多く見ました、私の不勉強でア
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ーチは単なる円弧と思っていましたが、モスタルでは石橋スターリ・モストの隣りに博物館があり、

５００年以上前の設計図が掲示されていました。よく見ると円弧は頂から側部にかけて４つの異なる

半径の円周から構成されていました。長い経験のもとに徐々に 良のものを模索し磨かれていったの

でしょう。翻って、日本では熊本城はじめほとんどの石垣は武者返し、基盤が耐力の小さい土であり、

上部の加重を上手に分散して伝えるため下から上に向かい勾配を変えています。すなわち、「築土構木」

と言われるようにわが“土木”の原点は土を築き、その上に木で門や建物を構えるのが基本であり、

大学の授業を思い出させてくれました。 

 

（２）ユーゴの時に関して； 

・この項は次の“国とは何か”と連動しているので簡潔に触れます。歴史を学ぶと年代順に大きな節目

となる出来事を覚えていきます。それは為政者たちの運営方針に伴い、時として内部や隣接、さらに

は大国との関係から戦乱が生じ、その勝敗が決し、独立、支配や従属などの新たな状況に応じ施政方

針が立てられ引き継がれていくことが示されています。でも、その戦乱の間も含め為政者達ではない

一般の国民、市民たちはどのような状況で生活をしていたのか、戦いが終わったらどのようにして旧

に復していったのかが気になっていました。いわゆる国民・市民の目線です。トルコの治政下は、各

国の資料では人権弾圧的に描かれていますが、実はかなり様相を異にしているようです。すなわち激

しく抵抗すれば虐殺を含めて弾圧されましたが、恭順の意を示すと厳しい税や賦役を課されるものの、

それなりの緩やかな自由が享受できたようで、ボスニア・ヘルツェゴビナの人口構成ではイスラム教

徒が一番多く、これは一般国民にとっては、それなりの安穏な日々が続いたようです。 

・一般的に、戦乱の時、矢や大砲などにおびえながら狭い城内に身を寄せ合って住み、負けた場合は、

殺されるか、奴隷などにされるかの脅威・心配が付きまといます。今回、城跡めぐりではどんな思い

で住民は生活していたのか想像しながら回りました。石器、青銅器、鉄器と文明の利器は生活用具と

いうより、先ず、戦いに生かされ進歩しました。外の高台から城壁を眺めると、矢や砲弾がどのよう

に放たれ、城内の生活に影響したのか想像されます。ソフィアの博物館で、13 ないし 14 世紀の直径

50 ㎝程の石製の砲弾が飾られていました、成程これならば射程と高度を考慮すると城内構造物への影

響はどのくらいなるかを想像できましたし、それが鉄玉になっても重さが増えただけでしょう。しか

し、これに爆薬が込められるとその影響・被害は急拡大します、ノーベルのダイナマイトの発明は大

変なことで利用の仕方を誤れば大変、ノーベル賞はその罪滅ぼしなのでしょうか。 

 

（３）ユーゴの人に関して； 

・今回の旅で前半は可能な限り博物館・美術館に入りましたが、後半では美術館は私の審美眼では役に

立たないことが判り断念、可能な限り歴史に重きを置き博物館は見逃さないように見て歩きました。

脱線ですが幾つかの博物館は展示物もなかなかのものであり、その解説・展示方法に工夫が凝らされ

ている所が多かった。特に、スコピエやザグレブ、ソフィアなどの博物館は展示品の解説に英語がき

ちんと列記されており、また展示物の時代背景の理解を促すため大きなキャンバスの絵が添えてあっ

て、成程このような生活をしている中で、これらの展示物が使われていたのだと分かり易く、これら

の博物館では 2 ないし 3 時間、不得意の英語ながらも一生懸命読み解き、7、8 割くらいは博物館の意

図を汲み取れたのかなと思いました、ただ、この緊張感でかなり疲れました。また、ベオグラードの
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民族博物館なども地域ごとに細かな違いや生活感が有り、楽しく見ることができました。当然ギリシ

ャ時代はギリシャで、ローマ時代はローマで見るのが 高でしょうが、今回各地域にその時代毎の名

残りとなるものが沢山あり、また保存状態が良いものも多く見飽きませんでした。 

・脱線しますが、鉄道、バス、トラムを乗りまくりました。そして国ごとに料金の徴収方法などは異な

り、一般的にはキオスクなどで事前に切符を購入して、乗車後車内設置の機械を通しパンチをして初

めて乗車の証になるという形式が多く、自己申告的です。勿論運転手から直接の購入の途もあります

が料金を上乗せしているケースが多い。そして、きちんと切符を所持していないと、検札により高額

の罰金を払わなければなりませんが、この検札で結構つかまる人が多く、毎日のように見かけました。

サラエボで、後ろから多くの人に押されるようにトラムに乗車してきて、間髪をいれずに検札があり、

若い女性がつかまりました。彼女がパンチをできなかったのか、定期を忘れていたのか検札者に激し

く抗議しましたが取り合おうとせず、やり取りが始まった中、前方にいた高齢の男性が声を上げ、次

にこの声に反対するよう後方から女性の声が出て、この 2 人の間で激しいやりとりが始まりました。

周りもしばし沈黙、そしてなだめる声が出て収まりました。想像するに、ルールはルールだから払い

なさい、いやそれなりの事情があるのだから勘案してあげなさいと言っているようです。現地語が理

解できない私は想像していましたが、横にいた若い方が英語で簡易にそのような解説をしてくれまし

た。いささか市民同士のぎすぎすした様子が垣間見られました。ただ、一般的にはどこでも皆、困っ

た人には手を貸すなどして、とても親切でした。 

・犬や猫と人間の関係で、街中のみならず至る所、鉄道や・バスの中にも当たり前のように動物と一緒

に乗車してきます。人と動物の信頼関係は極めて濃く、とてもなついていて、やはり狩猟や牧畜など

の時代を経た歴史的な付き合い方なのでしょうか、ご主人様の指示にはきわめて従順です。小さな子

がちょっかいを出しても平然としており、このしつけ・訓練は日本も見習わなければなりません。 

・街中で“ＣＡＳＩＮＯ”の看板をよく見かけました。幾つかはホテルや国境沿いの大きな建物で、私

たちの知るカジノだと思います。しかし、街中に小さいながら結構沢山存在するので興味津々なるも、

きちんとした身なりをしているわけではないので、中を見れずにいました。ある所で、ドアが開いて

いたので薄暗いその中をそっと覗いたら、スロットマシンなどが据えられていて、わが国で言うパチ

ンコ屋です。どこの国も身近な少し射幸心のある娯楽は必要ですね。 

・今回の旅で地元の人から私への声掛けは「ニイハオ」ばかりでした。セルビアのみ、内戦における対

応からＮＡＴＯの空爆もあり、ＥＵなどの西側のみではなく、鉄道コンテナーの所有名で中国を見ま

したが、それほど大きなプレゼンスではありませんでした。他の国は欧米を向いていますが、意外に

も南のギリシャには目が向いていません、どちらかと言うとトルコの方に親しみを感じているようで

す。 

また日本人、日本語に関しては、サラエボで日本語を学んでいる高校 3 年生からきれいな日本語で話

しかけられ、うれしくて話しこみ、彼を激励しましたが、その程度でした。旅行者も北部には若干、

南部は全くと言っていいほど見かけませんでした。日本語と言う点では、ソフィアの郊外で国立歴史

博物館を堪能した後、徒歩 30 分ほどの距離にある 13 世紀のフレスコ画のあるボヤナの教会を訪ねま

した。途中で道が判らなくて通行人や商店主に現地語を記した本を見せながら聞くが判らないとのこ

とで、いささか当惑していると買い物に来ていたご婦人が 10 分間ほど石畳をいくつか曲がれば着ける

と教えてくれました。歩き出したら、自動車で連れて行ってくれるとのことで感謝、同乗しました。「30
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年前ほど日本に行ったことがある、日本語は話せないが美智子妃殿下はお元気か？」などと話しかけ

られ、美智子妃殿下が皇太子に歌っていたと言う子守唄を日本語で上手に歌ってくれました。残念な

がら私は歌詞を覚えていませんでしたが、その旋律は記憶の中にありました。実はその後、地下教会(13

世紀の壁画を見れて感動的、地下の教会内は摂氏 20 度・湿度 70％を保持し、壁画環境に留意)で数十

分の順番待ちをして内部を見学してから外へ出てきた折、くだんのご婦人が車内に忘れた我が帽子を

持ってきてくれました。「使い馴れているようなので何か思い出がおありでしょうから」とのこと、「亡

妻の使っていた帽子です」と深謝し受け取りました。  

そしてどこでも英語について、40 歳以上は若いときに学ぶ機会が少なく縁が薄かったようですが、他

方 20 歳以下はほぼ半分程度の人は対応してくれました。驚いたのはコソボのバス車中で 8 歳程度のか

わいい女の子がにこにこ笑いながら「Ｗｈａｔ‘ｓ ｙｏｕｒ ｎａｍｅ？」と話しかけられドッキ

リ、この後、年齢などを聞いたりしましたが、本当に驚きでした。 

 

（４）都市、交通そしてドバイについて 

・今回は訪問国・都市が多く、個別にはメモの整理に留めることにし、概論を記しておきたいと思いま

す。首都の中心部はどこも立派に整備されていて、建物・広場・緑なども十分で風格があり、特にベ

オグラードは長らくユーゴの首都でもあり、重厚さを含めて印象に残りました。また幾つか訪問した

中程度の都市も街中の骨格はよく整備され、教会はどこも目につき人が多く集まり、また広域の公園

を含め緑の空間はよく配備されていて、市民はゆったり楽しんでいます。経済水準は低いかもしれま

せんが、日本のように街中を憩う時に料金を取られることは少なく、おしゃべりや散歩、サイクリン

グなど、かえって余裕を感じさせられました。ソフィアでは札幌・大通公園の規模をさらに大きくし

たような公園で多くの人々でにぎわっていましたが、ある場所だけ人がいません。そこには共産主義

国でよくあるプロパガンダ、鉄砲と鍬・鎌を持つ若人・女性が一体で赤旗を掲げ、それを讃える市民

が連なる彫像で鳥の糞がかかり、成程市民の心は離れているのだなと実感しました。博物館・美術館

のレベルはまちまち、それなりの料金を取りながら全く説明文も無く展示物がただ並べられているだ

けとか、ドブルブニクの城内にある博物館の多くは 1000 円から 2000 円も料金をとりながら、例えば

19 世紀の船の模型を並べてあるだけで、これはぶったくりと思いました。多分城内への入場料を取ら

ない代わりに、飲食店、土産物屋これら博物館などでの収入で償っているのでしょう。それにしても

未だシーズン前とはいえ多くの観光客で賑わっていて、商才にたけた海人、実直な農・山人の違いを

実感しました。南ではビニール袋やペットボトルが散乱し観光地でありながらも景観をかなり汚して

います、いずれ経済水準が上がればこれらに配慮し魅力の向上に努めてくれることでしょう。 

 

・交通の面、鉄道では、かつてユーゴスラビアとしてベオグラードを中心に国の経営していたのが、独

立して小さな単位となりそれなりの運営になりました。そのため旧ユーゴスラビアを意識した鉄道網

はズタズタで、特に南部では結節していないリンクが沢山あり、運行も通常の利用には堪えません。

鉄道駅のわびしさがそれを象徴しています。ベオグラード中央駅は 1970 年に着手、80 年代に竣工、

10 面ほどホームを有する立派な駅ですが 1 日３0 本ほどの列車しか運行されていませんし、駅近くに

はバス停も無く、ユーゴの崩壊の寂しさを実感しました。どこでも、列車の出発には駅員が青い矢印

を記した、おしゃもじのような道具で運転手に指示を出しています、駅の無人化を進めているようで
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すが、時には乗客よりこれらの駅員の方が多く雇用されているのではないかと思うほどです。公務員

の数が問題になりますが、失業対策事業なのかと考えさせられます。乗降のホームは無きにひとしく、

有っても高さ不足で乗車には一苦労、国民にとり鉄道は 低限の移動手段の確保とも考えられます。

また、将来的には貨物輸送に重点が移ることを考えているのかもしれません。北ではバスに対抗して

低料金で優等列車に呼び込もうとの努力が各国共同で払われ始めましたが、まだ成果は出ていません。

ある程度の危険予測をしていましたので、ベオグラードからニーシェ経由、ソフィアに向かい鉄道移

動を、前半バス、後半鉄道に切り替えました。ニーシェでの乗り換え時間が 5 分程度であり、遅れる

ことが定常化しているので、事前に切符販売の駅員から「接続する」と言われましたが信用せず、案

の定到着列車を待たずに発車、悲しいかな自分の判断の正しさをほめることになりました。他方、人

口わずか 60 万人のモンテネグロでは、新たな鉄道車両を導入し、1 日 7 から 10 往復の郊外電車を運

行し、ポドゴリツァ～バール間では、湖沼地域を通り、高山をトンネルで突き抜けていくため時間短

縮効果が期待でき、それなりの乗車人員、定時性を確保していました。 

・これらに対し、バス交通は高速道路の整備によりかなり進展しており、特に西欧に連なるオーストリ

ア、ドイツなどの国際路線や国内主要都市間を結ぶ路線はかなり充実しています。バスターミナルは

鉄道駅の近くにあり便利で利用者も多く賑わっていますが、多くはバスターミナル使用料を払わなけ

ればならないため、ここを出てすぐの所で乗車する客が結構いました。ターミナルでのソフト面での

機能はどこも北はかなり改善されていますが南は不十分、窓口は方面別でなく会社毎、掲示板的なも

のは少なく、時刻表なども不十分、利用者サービスの向上がこれからの課題でしょう。 

都市内交通はバス・トロリー・トラムなど人口規模に応じ、車両など老朽化したものが多いものの、比

較的円滑に運行されていました。   

・国内のみならず国をまたぐ高速道路の建設が進んでいますが、いささか疑問を感じました。すなわち

山を切り開いての大工事で、4 車線を確保していますが、交通量は１日数千台程度で先行投資とは言え

需給を考えるとかなりの過大投資に感じます。ＥＵなどの支援のようで、無償援助なら良いのですが

もし有償援助であれば、やらなければならないことの多い各国にとって大きな負担となるはず、中国

の一帯一路の需給を外れたような事業について決して攻められないぞと感じました。また地方部の道

路ではランドアバウトが多用されています。今回、交通量の比較的少ない、小さなランドアバウトで、

中央の島の直径を小さくし、この部分を凸凹のある石組にしています。これは大型車が小さなランド

アバウトを回るには窮屈なので走行性を高め、一方で小型車はこの凸凹に入ると振動が大きく走りた

がらないように工夫したものでした。 

自転車と自転車道の普及が進んでいて、北ではスマホによる貸自転車スタンドなどもあり、週末のレ

ジャーのみならず、通勤などでもサイクラーの数は結構多いようです。なお、スロベニアでは電気自

動車のプラグを市内でいくつも見かけました。 

・今回の旅で途中立ち寄りでしたが、アラビア半島の東にあるアラブ首長国連邦のドバイは強烈な印象

です。第 2 次大戦後しばらくは単なる沿岸漁業・真珠の養殖やラクダの隊商の交易・通過路でしたが、

7 つの首長と言う部族中心の小国がお互いの強み・弱みを調整しながら連邦を構成し、石油の産出での

富を得、更にはイランへの国際制裁やイラクの戦乱などに伴い再輸出という中継ぎ貿易を積極的に展

開し、シンガポールのような中継地としての地位を確保して、夢の社会を作り上げようとしています。 

小さな国でありながら国際便(私の乗ったＡ―380 は総 2 階建てのジャンボ機です)や空港(ただターミ
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ナルビルはとても長く不便)の充実に伴い、交通では１大ハブを形成しています。山岳や砂漠が国土の

大宗ですが、沿岸部に人口や都市機能を集中・充実させてこれらを結び、都市内インフラでは 12 車線

の高速道路や安全ゲート付きのメトロ(日本の協力)の整備、拠点駅では業務・商業・ホテル・住宅など

のビルが林立(ただ空き室も多いよう)、旧市街地も更新を着実に進め歴史の厚みもあり、よく観光パン

フに出てくるヤシの木の形をしたリゾート地などなど、写真や話ではうかがい知れない実像をたっぷ

り見てきました。国の将来戦略も立てられており、石油は輸出用に充てるべく、積極的・大規模に太

陽光パネルを張るなど自然エネルギーを導入し、リーマンショックでの苦節を乗り越え、需給想定を

しながら都市・不動産開発の速度を調整し、また国民の雇用や訓練にも十分意を払っています。今は

緑や地域環境を維持するための水は、海水淡水化によって 90％を確保し賄っているそうですが、日本

の先進的な淡水化技術を導入して、更に効率を高めてほしいものです。ただ、2010 年の統計ですが、

約 500 万人のアラブ首長国連邦の総人口中で、本国人は 100 万人、残りはこの国の様々な領域や場面

でこれを支えるインド・パキスタンなどからの定住に等しい季節労働者です。国の経営はこれらの人々

に依存しており、これらの人々をどう処遇していくのか、また、なるべく労働者の自国民化政策を進

めたいとの意向ですが、優遇された福祉・教育環境のもとに育った若者の意欲・能力で高級外国人労

働者に勝る力を発揮できるか、様々な課題がありそうです。100 年余の可採掘量のある石油に依存しな

がらもどのように国を経営していくのか、これからも大変だろうなと、私なりにぼんやり考えていま

した。 

 

３ 国とは何か、 

 

（１）ユーゴスラビア連邦などの歴史 

・国には国境と国民、国旗が重要な要素です。国の基本となる国民はどのように構成されるのでしょう

か。人種、宗教、言語などを基本に、歴史の時間軸の中で徐々に形成されていきますが、民族と言う

概念が統一にも分離・独立にも都合よく使われがちのようです。日本人は島国でかつ長いこと外国と

の戦いを経験してこなかったので、同質的でこれらのイメージは比較的単純ですが、バルカンのよう

な複雑な国では多様に入り組んでいて簡易に割り切ることができません。民族移動、社会的に指導層・

地主階層とその従属者・奴隷などの身分階層に伴う争い、民族帰属意識による騒乱や戦争、これらに

伴う民族浄化、虐殺や強制移住や住民交換、国内避難民・難民の発生などなど、激しい相克が連綿と

続いています。 

・日本の年代と比べながら旧ユーゴスラビア・アルバニアを構成する国々の歴史を簡易に振り返ってみ

てください。ここの人々は先住民である山岳民族のもとに、旧石器や新石器への移行・農耕の始まり

により貧富の差が生じて権力者が生まれ、ミケーネ文化の影響、ペルシャの侵略、ギリシャ文明の浸

透、アレキサンダーの支配、ローマ帝国の侵略、その東西への分割などなどを経て、６，７世紀頃南

スラブ人が大挙、南下して各地に移住・定着してきました。その後も、東からオスマントルコの支配

を受け、北のオーストラリヤ・ハンガリアパプスブルグ家とドナウ川を挟んでのにらみ合いで国境が

分断され、歴史書の語るようにトルコの撤退に伴う再編、周辺大国の侵略、内部抗争が続き、第 2 次

世界大戦ではドイツなどの進出には国内でも賛成の者、抵抗する者に分かれ、戦後は共産主義をとり

ましたが、ソ連とは微妙な考えの違いからクロアチア出身のチトー大統領の元、ユーゴスラビア連邦
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を結成、民族の融和が大切にされてきました。しかし内部経済では北高南低の格差が年々増大し不満

がたまり、チトーの死亡やソ連の崩壊に伴い、現在構成国のような宗教や言語、習慣などの違いが強

調されながら、民族意識の高まりに伴い、激しい戦いを経て分立・独立の道をとっています。全体的

にはおおよそ以上の通りですが、これを国ごとに見ると地域外からの圧力や隣接国との間で様相を異

にしますし、国内でも人種や宗教などの構成でさらに細分して地区毎に微妙に色合いの異なる歴史を

持ち、簡易に記しきれません。私もとてもではないですが、本でいくら読んでも、頭に入りきれない

ほど複雑です。 

 

（２）ユーゴなどの現況 

・内戦の激しかったクロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボでは建物に打ち込まれた弾痕や切

妻の石積み・レンガ積みの壁だけが残った建物、崩れ落ちたままの石橋などを局地的ですが多く見ま

した。石積みなので小火器などでは建物は壊れませんが、至る所に弾痕が残っています。そして、更

新が進んでいるとはいえ、目につくところはきれいに上塗りなどがされていますが、横・裏に回ると

しっかりこれらの痕が残っています。また、サラエボをはじめとして紛争地区ではいたるところにま

とまって大きな墓があり、またきれいに花が飾られ管理されていました、多くの人の心にずっしりと

戦いの記憶が残っています。そして歴史博物館では 1990 年代の内戦の様子を生々しく伝え、サラエボ

はスナイパー通りでの銃撃や、東西対立時のミニ・ベルリンを思わせる生活が示され、セルビアの暴

虐と記されています。他方、セルビアのベオグラードでは，市街地内にＮＡＴＯの空爆による崩壊し

たままの建物が残され、大きな垂れ幕にはセルビア軍を鼓舞しながらその由来が記されていました。

このようなものを毎日見て刷り込まれると、お互いを許しあうとの道筋をつけるのはかなり大変です。 

・体格は北では女性も含めて大きく、南は日本人も溶け込めるようなどちらかというと小さめです。ま

た、もともと、北はオーストリア、ハンガリー、チェコ、さらにはドイツなどの影響を受け工業化が

進み土地利用も高密化していましたが、南の国々は牧歌的な農業が主体で灌漑施設の普及なども遅れ

気味、相対的に粗放な土地利用のようです。この結果が人種的には同質性を大切にしても良いのでし

ょうが、経済格差などをもとに支援する側、される側が明確に分かれ、国として内部不満も徐々に膨

らみ、更に民族意識の高まりで、分割独立の道を選択せざるをえなかったのでしょう。残念ながら政

治による配分の原理では収まらない、超えるものになってしまったようです。 

・セルビア南部の第 3 の都市ニーシェで髑髏の塔と、ナチのユダヤ人収容施設も見ました。前者はオス

マントルコが進出し制圧、しばらく後に現地人の蜂起、その後再制圧となった地で、トルコは蜂起が

再度起こらないように虐殺をし、その髑髏をコンクリートにはめ込み見せしめにしたというものです、

昔は 1000 個ほどあったものの今では 50 個ほどしかが残っていませんが、その異様さはすざましく、

訴える力は絶大です。また、私はナチのユダヤ人収容所をこれまで見たことがありませんでしたが、

簡素な通過型の建物、ここで虐殺されたわけではありませんが、次のドイツ国内に移送される前、こ

こで不安におののき、どのような思いで過ごしたのか、それを想像すると涙が出てきました。 

・人間の業とは本当に恐ろしく、すさまじいものです。ユーゴの地で感じたのは、もし力が拮抗してい

ると、戦いによって負ければ皆殺しや奴隷生活になるという悲惨さであり、生きるか死ぬかの戦いで

す。これらに比べれば、17 から 19 世紀にかけて、アジアで欧米人との植民地の戦いがありましたが、

武器の圧倒的な力の差で勝敗は明白、欧米人は皆殺しにするより、現地の人を上手に使った方が有効
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と判断したのでしょうか、局地的にはあったかもしれませんが皆殺しは少なかったと思います。更に

第 2 次世界大戦後、再びアジアで植民地化の戦いが有り、ベトナムでは大変苦労が続きましたが、多

くの国では欧米は無理して激しく戦うより、時代的な背景として独立させ、経済的なつながりで連携・

支配した方が良いと考えたのでしょうか、相対的にユーゴなどと比べると穏やかな移行であったと思

います。 

 

（３）国民の選択 

・政治家、宗教家、軍人などを含め国の指導者たちが輝かしい一時代を念頭に、今おかれている状況を

国民にどのように語りかけ、これを変革していくべくどのような行動を促すか、これを国民がどのよ

うに受け止め、その意思を示していくかにかかります。平穏な時は現状維持でよいでしょうが、激動

の時代にどのような選択を提示していくか。結果として、ユーゴは民族浄化と言う苛烈な策なども取

り込み激しい内戦を経て、現時点では統合ではなく、同質性を重視してより小さい単位である国を選

択したのでしょう。ただ、それでもなおこの地域ではどこでも、さらに小さな単位で異なる民族・宗

教・言語の人々が入り混じり、これらの人々がどのような考え・思いを抱えているのか、融和への道

はまだまだ遠いように思われます。そして、どうもこれらは振り子のようで、大国の侵略には大きく

団結し、その恐れが小さくなると、同質性を求めて小さな単位となる方が良しとなるのでしょうか。

いずれまた時々の内情や環境により再編が起こるのは避けられず、その結果国民生活は大きな影響・

試練を招かざるを得ません。 

・私は海外生活が 5 年半しかなく、それも東南アジア、昨年船旅で南半球を回りましたが、基本的には

アジアが中心です。アジアの国々は気候・風土も影響し人口密度は稠密であり、ＡＳＥＡＮを例にと

ると、10 か国で 5 億人を超えます。ブルネイの 40 万人を別にすれば、ラオス 600 万人、カンボジア

1400 万人が続き 大はインドネシアの 2.3 億人、今、政治・経済・社会・文化活動を含めて元気に成

長を遂げつつあります。これと比較するに、旧ユーゴスラビアは約 2000 万人で、内戦・独立後はモン

テネグロの 60 万人を 小に、200 万人から 400 万人程度の国に分かれ、 大のセルビアでさえ 700

万人と小さめ、国内経済が小さいと市場も小さく、産業の育成も難しく、外国との良好な付き合いが

必要となります。とくに国を経営する観点でどの程度の人口が良いのかは理論的な研究に任せざるを

得ず、先ずは国民が選択するにしても、時代の流れの中で意見や思いは変化しまとめるのは難しいこ

とです。平和が続けば、小さくてもやっていけますが、アフリカでも感じましたが一度戦乱が生じる

と周辺大国の威嚇を受け連携を模索していかざるを得ないのでしょう。基層には人種・宗教・文化な

どが有りますが、政治、軍事、経済、社会などの変遷により国境は常に変化の可能性を孕んでいるの

だと思います。 

 

（４）国境の管理など 

・島国の日本では海が国境でその意識は薄いが 近中国が九段線を主張し、クローズアップされていま

す。陸地ではアフリカ、中近東では、経度・緯度などをもとにした直線の国境が走っています。第 2

次世界大戦後イスラエルの建国に伴うパレスチナ問題、 近ではクリミア問題など、多くの思惑のも

とに関係国の意思、ないしは大国の力で決められ、必ずしも関係国の合意で成立はしていません。さ

て、旧ユーゴスラビアの国々を陸路で旅していて、国境線上の道路・鉄道の管理業務は国境警察が担
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当していて、隣接国と行き来する道路は数多く、運営上かなりの負担になっているはずです。正直、

良好な関係のコソボ・アルバニア間、クロアチア・スロベニア間は審査も簡単でしたが、各国ともセ

ルビアとの間は審査も厳しく時間がかかっていました。 

・また、毎日のように空では飛行機雲を眺めていました、それなりに緊張度は低くなってはいないと実

感しました。付言するに、駅やバスターミナル内、車内、時に街を歩いていて若人に対しての検問が

多いのにびっくりしました。車内では検札の折、若人が 1 人で乗車しているとしかるべく通報が行く

のでしょうか、その後 2 人連れの警官が現れ、身分証明書の提示やら何やら問いかけをしています。

そして拘束された若人を何人も見かけました。「週末でないのに何故ここにいるのか」との訊問なので

しょうか、国民を管理するという面では厳しいところがありました。 

・少し脱線しますが、今回のバス・鉄道の旅で運転手さんは多様な働きをしてくれます。国境に着き、

先ず、運転手が国境警備の警察に免許証などを持参、乗車人員やその様子を伝えます。次に警察官が

乗車してきてパスポートないしは身分証明書の写真と本人確認、次にパストートなどを一括保持し事

務所に持ち還り審査のうえ、返却してくれます。ここで乗客誘導や、時に警察と乗客の間で問題が生

じると運転手はその仲介役を果たしてくれます。2 度ほどこのような状況に遭遇しましたが、粘り強く、

話の輪に加わり解決に尽力していました。バスの大型携行荷物に１から２ の手数料を取られますが、

そのお手当だと考えました。通関は自家用車、バス、トラックでレーンが別々です。したがってバス

は乗客やその前に観光バスが何台つながっているかにより、時として通関に 1時間以上かかりますが、

自家用車の場合は 1 台あたり 1 分程度で簡易に通過出来るところが多かった。なお、パスポートのス

タンプには自動車や列車のマークがついていて、私には貴重な記念・記録です。 

 

（５）再建とコミュニティの育成・共助 

・厳しいこのような状況をどのように変えていくか、様々な取り組みがなされています。一例として、“国

民史を変えられるか”をテーマに歴史教育についてお互いに忌憚ない意見を出しながら共同で編纂の

動きがあり、このような地道な努力が幅広く、展開され、相互の憎しみを超えて融和の機運をもたら

していこうとするものです。私自身、今回の旅で、特に南部では採石場やこれら運搬の場面を多く見

かけました。まさに内戦後の再整備が急ピッチで進んでいるのでしょう。このような中、コソボから

アルバニアへのバス移動中に若い 20 代後半の技術者達と乗り合わせました。私が熱心に道路工事や川

の改修などを見ていたので「お前は何者か」と声をかけてきました。彼らは復興事業などにかかわり、

マケドニア、コソボ、アルバニアなど国境をまたぎながら頻繁に行き来し、建築や建設事業に携わっ

ているとのことです。私が土木の技術者と知り、基礎構造や土質などについてあれこれ質問してきて、

不充分な英語ながら答え、私からは鉄筋コンクリート構造だが壁は鉄筋無しの煉瓦で時折くる地震に

持つのかなどのやり取りをしました。資金が厳しくそこまで手が回らない、自分たちの限られた力で

精いっぱいやっているなどの話の後、ぜひ明日、自分達の工事現場に来て、意見交換・指導してほし

いと真剣に求められました。都市・交通ならある程度実のある意見交換をできますが、私にとってい

ささか専門が外れますし、時間の余裕もありませんので丁重にお断りしました。ただ、若い彼らがこ

れからの時代、地域を背負っています。国を超え元気な活躍を期待したいと思いました。今回の旅で

近年の内戦の影響がインフラの状態に顕著に表れています。内戦の無かったブルガリアやその影響が

比較的小さかったスロベニア、モンテネグロに比べ、被害の大きかったボスニア・ヘルツェゴビナ、
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セルビア、コソボは今後とも支援が必要です。 

・大雑把ですが、我々の生活で見直すべきことがないのかと思った点です。日本の鉄道は時間が正確で、

少しの遅れにもアナウンスで「ごめんなさい」が入ります。先の新幹線の車軸破損で、責任論が出て

いましたが、本当に 1 分に満たない遅れなどを許さない厳格な生活感でよいのか。これを言いながら

長時間労働を改善するのに歩みが遅く、時間に対し硬直的で自分で自分の首を絞めていないか気にな

りました。また、スコピエ中心部でかなりの流量のある河川で橋脚には樹木がからみついたりしてい

て、流れてきた大きな石も転がっていますが、そこにレストラン船を数隻浮かべ営業していました。

当然流量計算などのもとに大丈夫と認可しているのでしょうが、いささか驚きました。プリシュティ

ナでは中小河川ですが、途中で川を堰止めコンクリートのプールが作ってありました。厳しい財政状

況の下、様々な工夫しているのだなと感じました。 

 

・視点を変えて、彼らの生活からその印象を考えてみました。街を歩いていて、コーヒー店やバーが非

常に多く、朝から晩まで賑わっていて驚きを隠せません。それも小さなカップのカプチーノをゆっく

り舐めるように味わいながら、長時間おしゃべりに夢中な人が沢山います。日本人的な目には、“暇つ

ぶしめ！”といぶかしく思われますが、彼らにとっては隣人との重要なコミュニケーションのツール

の一つなのでしょう。また、バスの運転手も、知り合いの乗客とはしっかり言葉を交わしますし、時

として走行中に停止して、道行く友人と語り合ったりするケースも見られ、もう私の理解を超えてし

まいます。業務より重要なのでしょうか。また教会はどこも地域の 高の美術館であり、歴史的な重

厚さを実感でき、必ず内部を覗かせてもらいました。週末は生活に根差していて、カソリックでも正

教の場合でも多くの人が集まり、小さな街では教会でもミサの後は外に出て談笑の場になっています。

これらの積み重ねが、結果として共同意識を育くんでいき、地域力の強化になるのでしょうか。 

・翻って日本は私も含めて、結婚式は神式、葬式はお寺と一般的には仏教徒的ですが無神論者が多く、

私は今、地域でテニスの仲間以外はほんの数えるほどしか知り合いがいません。ここ数年来、町内散

歩を単純にするのでなく、防犯の帽子をかぶりながら歩き、子供たちも含めて声をかけ、行きかう人

にも挨拶することを日課にしていて、顔見知りは徐々に増えてきました。ただ、町内を回り 30 分間で

1 人も会わないことも珍しくありません。孤独と言うことを時に、身に染みて感じます。災害対応など

を含めて、自助、共助、公助が語られている中、今回旅した人たちの生活の冗長部分(私の勝手な判断

ですが)が伴に生きる、すなわち共助につながるようで、とても大切なのでしょうか。一方でキリスト

教やイスラム教では宗派間の対立が激しく、今でも紛争の大きな種となっています。ユダヤ教のシナ

ゴーグなどを幾つか見ましたがとても閉鎖的でした。本来同根であったはずの一神教が分派を抱え、

お互いを許しあえず、かえって憎しみ合う、ここでも人間の業を感じざるを得ませんが、人間の知恵

でなんとか乗り越えていきたいものです。 

 

４ こぼれ話 住、食、衣 

 

（１）住の観点から； 

・今回、簡易に言いかえれば木賃宿に泊まり、屋台のかけそば・ラーメンをすすりながら自炊生活もど

きの旅と言っても良いようです。その大きな点は宿泊にあり、これまで中国の旅で１度民宿経験をし
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ましたが、このバリエーションを大きく拡げてくれました。 

・結論から言えば、欧州のバカンスにおける通常の旅スタイルで、家族旅行、長期滞在が根っこにある

と感じています。ホテルでは設備は整っていますが高価なスイートルームでもない限り狭い空間に押

し込められ、それなりの期間をそこで生活をしなければならず苦痛です。この時に自らが暮していた

のと同じような状態で生活出来て、大きな負担とならないアパートメント方式が広まったのでしょう

か。どこも天井が高く、備品も簡素な故に部屋は広く感じ、とても快適な空間でした。ただ、日本人

は旅に出たら短くてものんびりしたい、特に主婦にとっては家事から解放されたいとの思いが強いの

でこのようなスタイルはあまり歓迎されませんので家族全員が家事分担するなどの協力が大切です。

ゲストルームは民宿のように 1 軒の家を部屋単位で借りるもので、管理者の立場からは清掃も含め維

持が容易なように同宿者とバス・トイレなどが共同利用のパターンが多く、そのため生活上の制約が

出てきます。 

余談になりますが、日本のリゾート、例えば沖縄の施設は決して海外に引けを取りません。ブセナな

どは 高クラスに位置づけされるだろうと思います。ただ、欧米人はリゾートで通常の生活の延長線

上で遊び・憩いの施設の充実を求めますが、日本の場合は、短期滞在者、見て回るなどの周遊型で、

結果周辺施設が相対的に貧弱になってしまうのかと思いました。またギリシャでは海岸への入場にお

金を取られますが、海難事故対応など安全を意識したセキュリティ費用が上乗せされているのかと思

いました。 

・入居時での事前説明では分かったつもりでも、いざ生活すると鍵がうまく操作できない、水が出ない、

電気がつかないなどのトラブルが生じます。一般的にオーナーが同居や近所に住んでいるケースは少

ないので、連絡をして支援を受けながら措置を講ずるか、トイレの電気はつかないとあきらめるのか

などの選択をせざるをえません。私にとっての 大の難関は、入居に当たっての鍵の授受でした。今

回旅に出る前に悩みましたが， 終的にＰＣ、スマホは持参せず、また、勝手にオーナーは同居だと

頭で決めつけていました。 初のテッサロニキでのアパートメントは、先ず道を間違えかつ住所が不

鮮明で 1 時間以上のロスをした挙句、何とか現地の玄関に着いたものの入居するにあたって、何の手

がかりもありません。幸い、通りかかった親子が、スマホで連絡をつけてくれ、私がおろおろしてい

る様子を察して、鍵の入手方法を聞き、部屋に入り、更に電気の開閉操作などを含めて現地語でやり

取りしてくださり、結果２０分以上かかりました。私のつたない英語で対応していたら何時間かかっ

たのかとぞっとしました。この時の仲立ちをしてくれた主婦は観音様、弁天様のように神々しく感じ

たものです。生活上、洗濯機は使えませんでしたが、室内環境はよく快適、買い出しの食事をゆった

り食べることができました。帰国後ＰＣを調べたら、管理人は英文でこれらの情報を宿泊前日に打ち

込んでくれていましたが、それでも現地での鍵の扱いなどではかなりの苦労をしたはずです。 

・この経験から、それ以降の入居に当たっての対処方法を練り上げ、バスがターミナルに到着したなら、

速やかに現地の方とおぼしきスマホ操作をしている方に近づき、「助けてください！ここ宛に電話をし

てください！」と、お願いしました。時に現地のＳＩＭを挿入してないので出来ないと断られること

もありましたが、どこでも皆親切に、連絡を取り付けて、迎えに来るないしは現地のアパートの前で

待っていてくれるなどの段取りをつけてくれました。プリシュティナではオーナーが迎えに来るとい

うことで、２１歳の青年は「コソボは今、再編途次で復興が進みつつあるものの貧富の差が際立って

きている。」などの話をしながら、15 分間一緒に待ってくれました。それ以外でも、待っていたバス１
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台をやり過ごしても私に付き合ってくれた方など、その親切心に感謝・感激です。 

・生活は細かく言えばきりはありませんが、さきに述べたように鍵の扱いは、私にとっては苦労の種で

した。その多くが古く頑丈なタイプで、かつ扱いに個性があり、押しながらドアノブを上げて開閉し

たり、一度行き過ぎさせてから戻したりなど様々な性格があり、わずか数日とのためとはいえ使いこ

なさなければなりません。トイレが近く、何とか宿に辿り着いたもののなかなか中に入れず身も攀じ

る思いをしたことが何度もありました。 

・また、数十軒で構成されるマンションでは、たどり着いたがどこだか分からなくなりました。また、

ここが宿と思い鍵を差し込みましたが開かず苦労していたら、通りがかった人が親切に付き合い、開

けるのが無理とわかり、隣人にチャイムを鳴らし開けてもらいました。しかし、実はそこはお隣であ

り、鍵が開かないのは当然のこと、老爺とは言えお粗末な話は尽きません。ただ、ここでも苦労をし

ていると声をかけてくれ、一緒に時間を度外視して作業を手伝ってくれるなど、心の優しさは日本以

上でした。 

 

（２）食の観点から； 

・１人旅にとり食事は決して楽しい時間ではありません。若いころの旅では積極的に地域に溶け込んで

いきましたが、今ではどんな話題になるか心配しながらの横飯はいささか辛く、結局簡易に済ますこ

とになりました。ただ、宿は単に部屋でなく、アパートメントで生活器具が備わっており、近在にス

ーパーが有れば、食材はすぐに手に入ります。特に大きな店ではサラダや焼いた肉などのお惣菜もあ

り、通常日本で“主夫”をやっていますので、朝はほぼ毎日、日本と同じ程度の準備で簡単に食事を

作れました。また、スープやシチュウ類は野菜、肉など味に変化があり、温かいので体にやさしく、

パンと一緒に食べるとそれだけで十分の量、ある時これにステーキをオーダーし結局食べ残してしま

いました。ハンバーガーやピザ、サンドウィッチ、ケバブなどは店にもより味は異なりますが、かな

りおいしく、昼食や夕食に利用しました。ハンバーガーは事前に少し焼いたものをオーダーした後に

再度温め、短時間で出してくれます。そして時間が有れば、生肉の状態から焼いてくれおいしいので

すが、日本のようにジューシーな焼き方はしてくれません。またサイズが大きく、初めは悩みました

が、残りを冷蔵庫やアルミホイルに包むなど保存に工夫して、次の食事に活用することにしました。

経費と時間の節約に貢献です。 

・どこも果物は小ぶり、野菜は大振り、味は日本に比べればいささか大味ですが、でも昔のイメージか

らは大きく変わり、リンゴ、ミカン、イチゴなども改良が進みおいしくいただきました。購入に当た

っては 2，3 個程度ずつであり、秤で測り品名や価格を打ち込み、料金をはじき出すので、店によって

仕組みが異なり苦労することもありましたが、たいてい買い物客がその作業を教えてくれました。ま

た、チーズやヨーグルトは本場でもあり、種類が多く選ぶのに悩むほど、どちらかというと牛乳の出

番が少なそうでした。肉は、日本のように小さく切り分けられてはいず、大きな塊まりのままで店頭

に出ていて、また１ｋｇの値段が日本の１００ｇの値段かと見違えるほど、それを来客はｋｇ単位で

どんどん購入していきます。これでは活力・勢いではかなわない、ただ、成人病の発症率も高いのだ

ろうと肯なずいていました。肉・魚の値段ではどこでも一般的に単価の一番高いものはサーモン・鮭

で、新鮮で色つきも良く、客筋にかなり浸透しているようでした。 
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（３）衣料の観点そのものではありませんが； 

・今回の旅に当たっては、“部屋に入った時よりきれいな状態で退出しよう”と考えていました。すなわ

ち、忘れ物をしたくないということです。１か月の旅でリュックとカートには 小限に絞って詰め込

んであり、値段の高低ではなく、それなりに必要なものばかりです。したがって失くしたならば、不

便を覚悟で過ごすか、または新たに購入するため、店を探してサイズを計るなどしなければならず、

金のみならず時間の大きな損失になります。したがって、紛失を避けるには常に身の回りの在庫管理

をしっかりするため集約的に物を置き、常に物回りをきれいにしておくことにしました。今回はボー

ルペンには縁がなく幾つか購入しましたが、ありがたいことに他には問題を生じませんでした。 

・貴重品管理は大切で、今回はその重要度も明確、パスポートが特に大切で、現金、カード、交通や宿

泊の予約書、そして“地球の歩き方”の本の５点でした。すなわち、今回訪問の４か国では日本大使

館が無く、他国で兼轄をしているので、もし紛失となると、警察で紛失届を書いてもらった後、兼轄

の領事館と連絡を取り合うなどかなりの手間がかかり、場合によっては旅を途中で断念せざるを得な

くなります。例えば、マケドニアの場合は在オーストラリア大使館の管轄、再取得のためにウィーン

の領事部に出向かなければならないことを覚悟しており、そのため、事前に戸籍謄本を取り写真も準

備するなど、それなりの備えをしておきました。 

さらに貴重品管理としてこれまでの旅ではリュックに鍵がかかるようにしていましたが、旅行前に旅

行好きだった妻の衣料ケースの中から、両面使用可、片面、右左にチャック付きのチョッキを見つけ

出し、少しタイトでしたがパスポートと現金の大部分、カードをここに入れ、リュックには残りの金

と海外旅行保険証を入れるなどの危険分担をすることが出来、とても有効、心の安心をもらいました。

ただこれでも、もしパスポート紛失であれば、兼轄の領事部門との電話連絡では相手の都合などが有

り意思疎通を十分に行えるのか決して効率的ではありません。ＰＣやスマホでのやり取りの方がずっ

と有効であることを十分に認識しました。 

 

５ 旅での失敗談と反省； 

 

（１）ドブルブニクで、 

・旧市街地を囲む城壁を見下ろす 400ｍ程の山に午後 3 時半ころに登り始めました。地図では登山道は

ジグザグなので、 初の道を半分行ったあたりで、時間短縮とばかりにかなりの藪ですが直登りを始

めました。上に石垣が見えるのでそれが登山道と考えたのですがそうではありません。30 分ほど悪戦

苦闘しながら登ってもジグザグ道に出ず、どうやら間違えたようで、おまけに野犬の群れに襲われた

りしたらたまったものでないと下降を決意し、15 分ほどで元の道に戻り、再度ガイドブックを点検し

たら、初めの上り道は長く上がり、その後短いジグザグで、私が 初に意図したルートでは道路と交

わりません。悔しいので足を引きずりながらも 1 時間かけて頂上まで登りました。5 時過ぎに頂上に着

き、美しいドブルブニクの町をのんびり眺めました。城が外敵に攻められた時、どのような守り方を

したのか、その時の市民の恐れはどんなものかなどを頭に浮かべていました。いずれにしても自分自

身の短絡判断でお馬鹿だなと、しみじみ情けなくなりましたが。 

 

（２）ザグレブからリュブリャーナにかけて、 
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・予定表では休養日のために 3 泊の都市を 3 か所組み込みましたが、結局は完全休養日など無く、可能

な限り、街を歩き、交通機関を利用し、大きな時間が取れれば、1 から 2 時間かけて地方都市に足を延

ばすなど好奇心丸出しで動き回っていました。このためか、4 週目に入り、右手首に一列になった疱疹

が数個、自分では見えないのですが右後ろ側の首筋にもできものが幾つか出来ました。手首は 3 年前

の帯状疱疹と全く同じ様子であり、たまたま薬を持参していましたのでこれを塗り、首筋はメンソレ

ータムを何回も浸み込ませました。原因ははっきりしませんが、少なくとも疲労は大きな要因の一つ、

夜 8 時前の早寝と、可能な限り 1 時間程度の昼寝・昼休みを組み込み、冷たいものは控え、ビール・

ワインのアルコールもぴたりと止めました。3 日ほどで腫れが引き始め、帰国時にはほぼ完治となりま

した。すべて右側に出たので、心筋梗塞の兆候なのかとか、外出時にどうしてもトイレのことが頭か

ら離れず、水の摂取量が少なくなり腎臓病関連なのかとも一時悩みました。休養は歳を考えれば絶対

に必要なのですが、まちを見たいとのはやる思いはなかなか止められません。 

 

（３）トイレについて、 

・今回、致命的な苦労はありませんでしたが、やはり大変です。特に長時間のバス移動はトイレがつい

ているのに、中に荷物を詰め込んだりし鍵がかかっていて使えなくしてあり、また 3 時間を超える一

走行なのに休憩がありません。しかし、皆から特段文句が出ません。私は秘密兵器を持っているので

この苦痛をしのぎましたが、彼らの身体構造は根本から違うのかなと考えさせられました。なお、ド

イツ・オーストラリアなどに向かう超長距離便や夜行便はトイレ使用が可能のようです。トイレに関

して、日本ではウォシュレット、アジアなど多くの国々ではお尻洗浄用のホースが別についていまし

たが、今回の国々ではこれもありません。したがって、清潔にすることに慣れている身では、朝、用

を足した後、シャワーでお尻を洗ってから外出しました。  

 

（４）ソフィアの空港で、 

・預け入れる荷物を急遽入れ替える羽目になりました。それまでは陸路だったので荷物のチェックは無

く、いささか無防備でパッキングして空港に行ったところ、ワインや蜂蜜は機内には持ち込めないと

のことでした。あわてて衣類を巻きながら詰め替えた所、どうも蜂蜜のふたが下向きの物があり、ま

た市場で購入したので封も十分でなかったのでしょう。そのまま、チェックインし、アテネの空港で

受領したのですが、その時トイレの悩みが生じ、荷物受取の時に開けてチェックすることを怠りまし

た。地下鉄でアテネと空港の往復券を買う段で、帰国の 5 月 1 日はメイ・デイのため鉄道ストは決定

的であり片道しか売れないとのことでした。これが頭に残り、その対応策を考えながら地下鉄を降り、

更に宿まで 500ｍ程の石畳をゴトンゴトンと振動を加えながらカートを引きずってホテルに入りまし

た。疲れていたので、シャワーを浴びてすぐ寝ようと考えていましたが、気になりカートを開けると、

なんと蜂蜜が全てこぼれ出て衣類に沁みついています。まさに「ギャー！」、全ての物を取出し、蜂蜜

がついていない物をより分け、付いたものは狭い洗面で水洗いし、ハンガーに掛けました。また部屋

の床に蜂蜜がべったりとついてしまい、これを拭き取るためにティッシュペーパーや浴室マットを使

い２時間近くの作業、ばったりと倒れ込むように寝たのは２時過ぎでした。 

 

（５）アテネにて、 
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・5 月 1 日メイ・デイの日、朝起きて荷物のパックを済ませ、すぐにメトロのシンタグマの駅に行き空港

への足のチェックをしました。国鉄は 24 時間スト、メトロもスト中、空港バスは運行中とのことです

がバス停にはバスは現れてはいません。現況をおおよそ把握したので、アテネとのお別れにアクロポ

リスや古代アゴラなどの見学に再度向かいました。バスや車が無くとても静かでよい環境、史跡もス

トのため中には入れませんが、周辺からその威容を十分に堪能できました。これらを一周した後、再

びシンタグマの駅に戻ると激しいデモ行進が続き交通遮断です。空港行きの状況を把握すべく、メト

ロに行くと運行を始めていましたが、国鉄がスト中なので空港への直接乗り継ぎは出来ません。バス

停に戻ると、張り紙があり、デモの影響で“シンタグマ駅からは出発できず、メトロ・ブルーライン

で 6 つ先のエスニキ・アミア駅から空港行きのバスを運行する”と示した英語も併記の張り紙が出て

いましたが、案内所に人はいません。そして胡散臭い人が割増料金のタクシーなどに誘導しようとし

ています。私と同じような外国人にとりメトロ駅名だけでは理解しづらく、そこでガイドブックを引

出し、点検していると、周りから心配そうにどう行ったらよいのか、とカートを引いた人が尋ねてき

ます。地図上でブルーラインそしてメトロの駅名など、行き方を確認してもらっていると、次々に同

じような人が現れます。10 組くらい対応しました。その後、その場を離れようとすると、次は「アポ

ロ海岸に行きたいがどのように行ったらよいか」などなど、メトロの地図を示しながら乗換駅などを

確認させられました。ようやく解放され、アクロポリスを別方向から眺める丘を目指して歩き始めて

しばし、ふっと、亡妻の写真が気になり探したが、ガイドブックに挟んであるはずが有りません。旅

のお守りが無くては大変と、あわてて今来た道を戻りつつ、再度バスの案内所に来ると、内側に写真

が挟んであります。これを取ろうと四苦八苦し始めたところに、案内所前の商店の女主人が、道に落

ちていたけれどカバーがしてあり大切そうだから、ガラスケースにはさんでおいたとのこと、事情を

話して取ってもらいました。今回の旅ではあちこちで親切にしてもらったのでお返しのつもりで道案

内をしましたが、ここで油断してお守りを落としてがっくり、 後は幸いにも見つかり戻ってきまし

た。ほっと一息、大感謝です。 

 

（６）反省として、 

・総合判断としては、スマホを持参すべき、特に既に述べたように宿との連絡です。またギリシャやス

ロベニア、クロアチアなど北部の国は案内所がしっかりしていて、解説書や地図などの資料も用意し

てありますが、それ以外では勤務時間中であるにも拘らず開いていない、資料は無くなった、ないし

は「ここに掲示してあるものをスマホで写せばよいではないか」と居直られました。「途上国め！」と

怒っても仕方ありません。今や途上国の方がスマホ携行は常識と言えるのでしょうし、通常の旅では

写真は必要ないが、内戦による弾痕や廃家の様子を口で説明するのは難しく、絵葉書などにもなって

はいませんので、しみじみ写真を取れたら良かったなと感じました。また、経済成長に応じて、先ず

はハードの整備、そして、ソフトの充実、そして 後はハートの順なのかもしれません。案内所や資

料の充実など顧客へのソフトな対応は、海外からの観光客や土地不案内の地方から出てきた人のため

年々少しずつ改善されていくのでしょう。私にとって今回はありがたいことだらけだった親切な心は、

必ずしもこの経済成長とは結びつかず、変わらないように祈っています。 

他方、今回も大きな事故、失敗がなかったのはモバイル無し、写真を撮らない、土産を買わない、の

３つのモットーを守ったおかげとも考えられます。各宿の部屋にテレビはありますが、せいぜいＣＮ
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Ｎ程度で、アジアと異なりＮＨＫや日本のニュースは流れていません。ソフィアでオーナーのテレビ

画面から朝鮮半島の南北首脳会談が行われている様子を見るまで、ほぼ 1 か月、全く日本事情には接

さず、それなりに穏やかに過ごしてきました。それと今回旅した国々は、日本のように天気予報を気

にしなくても良いことも大きな要因です。我々はテレビなど膨大な情報に振り回されていないのか、

船旅で感じたことと同様の思いを抱きました 

 

・1 か月余の旅は、緊張の連続、おまけに休日無しで動き回ったので、帰宅してどっと疲れが出ました。

未知の国々、事前にある程度調査はしたものの、バス・鉄道切符購入などを含めて行き当たりばった

り、ハプニングも多々ありましたが、そのような局面でこれまで生きてきた 73 年間の知識と知恵はな

かなかのもので、その時々の状況に応じ様々な工夫をこらし乗り越えることが出来て満足、さらにそ

れらは過ぎてしまえば楽しい思い出となっています。特に繰り返しになりますが、現地の人々の親切

心は忘れられません。優しく近くの人が声をかけ、手をかしてくれたらどんなにありがたいのかを身

に染み、日本でも小さなことでも良いので実行していきたいと心に誓っています。 

帰国後、バルカンにかかわる本を再度読み直し、紀行文を書きながら旅行前後での意識の変化を確認

し、訪問地の理解を深め、更には老齢である自らの心技体への自信もちょっぴりですが増しました。

しばし国内の事柄に専念しますが、また一息ついたら、再度心と体を揺すり、惰性に流れず活力を高

めるべく、次の旅の計画を立てたいと考えています。                  以上  

 

 

旧ユーゴスラビア・ギリシャ・ブルガリア  参考表(寄せ集め資料で概数と理解してください) 

国 人口 

（万人） 

面積 

（万 Km２）

１人当た

りＧＮＩ 

通貨（現地通貨の方

が強い感じ） 

首都 首都の人口 

（万人） 

マケドニア 211 2.6 5,310 １デナル＝２円 スコピエ 56

コソボ 180 1.0 4,265 ユーロ プリティシュナ （都市部）14.5

アルバニア 289 2.9 4,610 1 レク＝0.9 円 ティラナ 50

モンテネグロ 60 1.4 7,434 ユーロ ポドゴリッツア 18.6

ボスニア・ヘル

ツェゴビナ 

388 5.1 4,900 1 マルカ=63 円 サラエボ 39

セルビア 532 7.7 5,905 1 ノブィディナ

ール＝1 円 

ベオグラード 137

クロアチア 429 5.7 12,991 1 クーナ＝16 円 ザグレブ 78

スロベニア 207 2.0 23,917 ユーロ リュブリナ 25

合計 2,296 28.4   

ギリシャ 1,092 13.2 21,406 ユーロ アテネ 357

ブルガリア 709 11.0 7,693 1 レフ＝63 円 ソフィア 149

注；セルビア国はコソボ国を承認していないため、一般にセルビアではコソボを加えて公表している。 

  GNI とは、Gross National Income の略で、国民総所得のことである。    



 

21 
 

ギリシャ・旧ユーゴスラビアの旅(30.4)工程表        航空便と陸路   秋口記 

 

4 月 

1 日・日 成田 22：00 発＝ＥＫ319＝ 

2 日・月 4：15 着ドバイ、市内見学 16：20 発＝ＥＫ103＝20：25 着アテネ 

3 日・火 /Kimon Athens Hotel ＊＊ ＋30 21 0031 4658 

4 日・水 アテネ 10：18 発＝鉄道ＩＣ52＝15：41 着テッサロニキ！！ 

5 日・木  /Central Apt. Mesitiki ＊＊＊  +30 231 081 1119 

6 日・金 テッサロニキ 8：30 発＝バス＝11：30 着スコピエ！！ 

7 日・土  /Guest House Station ＊＊ +389 78 385 590  

8 日・日 スコピエ 11：45 発＝バス＝13：25 着プリシュティナ！！ 

9 日・月  /Dardania Apt.＊＊＊ +37744 333977 

10 日・火 プリシュティナ 8：30 発＝バス＝10：00 着プリズレン 17：30＝バス＝20：30 着ティラナ 

11 日・水 /Hotel Nobel Tirana＊＊ +355 4 225 6444   

12 日・木 ティラナ 8：00 発＝バス＝12：00 着ポドゴリツァ  

13 日・金 外(2 ) 宿(領)/Hotel Terminus＊＊＊  +382 20 622 003 バール及びニクシェ往復(ともに電車) 

14 日・土 ポドゴリツァ 6：00 発＝バス＝11：30 着ドブルブニク 

15 日・日 両替/Hotel Sol＊＊＊  +385 20 610 300 

16 日・月 ドブロブニク 8：00 発＝バス＝11：40 着モスタル 15：00 発＝バス＝17：35 着サラエボ！！ 

17 日・火 外(3 ) 宿(領)/Rooms Museum ＊＊+387 61 800 263 

18 日・水  

19 日・木 サラエボ 9：30 発＝バス＝15：45 着ザグレブ！！ 

20 日・金 /Apt. Sleep & Repeat＊＊＊   +385 91 534 5534 

21 日・土 ソボール往復(バス・電車) 

22 日・日 ザグレブ 8：00 発＝バス＝10：15 着リュブリャーナ！！ 

23 日・月 /Gloria ＊＊＊ +386 68 614 760 

24 日・火 リュブリャーナ 8：25 発＝鉄道ＩＣ＝17：37 着ベオグラード！！ 

25 日・水 宿(領・証明)/Beograd Admiral Apt.＊＊ +381 69 2270792 

26 日・木 ノヴィサド往復(バスと鉄道) 

27 日・金 ベオグラード 5：50 発＝バス＝9：05 着ニーシェ 11：30 発＝鉄道＝14：50 着デミトログラッド   

15：35 発＝鉄道＝18：50 着ソフィア！！ 

28 日・土 両替/Guest Room Kom＊＊ +359 2 931 4481 

29 日・日 ソフィア 20：30 発＝エーゲ航空 983＝21：45 着アテネ 

30 日・月  /Kimon Athens Hotel＊＊ +30 21 0331 4658 

 

5 月 

１日・火 アテネ 18：05 発＝ＥＫ210＝23：40 着 

2 日・水 ドバイ 2：40 発＝ＥＫ318＝17：25 成田 

  

※ Apt！！.は日本で言う民泊、鍵の受け渡し、宿泊証明受領などに注意。 

※ ＊＊はホテルの星 

※ バスはほとんど予約出来ず、現地についてからの手配となるので、幾つかトラブルが生じそうです。 
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■ユーゴスラビア紛争 

スロベニア紛争（十日間戦争）（1991 年）：スロベニア

がユーゴスラビアからの離脱・独立を目指した戦争。規模

は拡大せずに 10 日で解決した。十日戦争、或いは独立戦

争。 

クロアチア紛争（1991 年 1995 年）：クロアチアがユーゴ

スラビアからの離脱・独立を目指した戦争。歴史的な対立

を背景に戦争は泥沼の様相を呈したが、4 年の戦争の末

に独立を獲得した。 

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争（ボスニア紛争）（1992

年 1995 年）：ユーゴスラビアから独立したボスニア・ヘル

ツェゴビナで 1992 年から 1995 年まで続いた内戦。 

コソボ紛争（1999 年）：バルカン半島南部のコソボで発生

した 2 つの武力衝突 

マケドニア紛争（2001 年）：マケドニア共和国北部で

2001 年に発生した紛争 


