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地球の鼓動を聞く!! 
氷の大地と火の国周遊 

 
Dr. Andrews Cross 

                          

 

 ヴァイキングがアイスランドとグリーンラン

ドを発見したのは 9 世紀頃。その後「ワタリガ

ラスのフロゥキ」が辿り着き，氷河で埋め尽く

されている島を「氷の大地＝アイスランド」と

名付けたところ，その寒々しい響きから入植希

望者がなかなか現れなかったことを受けて，次

に発見された巨大な島を「緑の大地＝グリーン

ランド」と名付けたという言い伝えが残されて

いる北の大地を，2007 年 8 月 14 日から 12 日間

の旅程で訪れました。 

 アイスランドは「氷の大地」の名を持ちなが

ら，実は火山活動も活発な「火山の国」。今で

も少しずつ大地は裂け，間欠泉は噴き出し，数

十年ごとに海岸線が塗り変えられているといい

ます。自分が立っている大地で，しかも目の前

で地球創世のドラマが展開しているという事実

に，心を揺さぶられずにはいられません。 

 そんなアイスランドの大地では，8 月中旬か

ら冬にかけて，もう一つ嬉しい地球からのプレ

ゼント，オーロラがあります。8 月 14 日 23 時 

 

 

アイスランドとグリーンランドの地図 
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夜空に浮かぶ幻想的なオーロラ(イメージ) 

 

30 分過ぎにアイスランドのケプラヴィーク国際

空港に到着し，バスに乗り換えて空港を出発し

たのは 0 時 30 分過ぎ。ホテルへの道中，レイキ

ャビックの市街を走行していると，夜空にふん

わりと光のカーテンが揺らめき始めました。そ

の光は，時に緑，時に白で，次々と形を変えて

いきます。満天の星空の下，市街地であるにも

かかわらず，幸運にも車窓から 2 回も見ること

ができた大自然の神秘は，私への誕生日プレゼ

ントとして忘れることのできない思い出になり

ました。防寒具なしで見られるなんて，この時

期のアイスランド旅行ならではのことです。 

 翌朝，レイキャビックの国内線空港よりグリ

ーンランドへ向けて離陸。眼下には氷山。まも

なくグリーンランドに到着と思いきや，天候不

良で着陸できないとのアナウンス。飛行機はレ

イキャビックの国内線空港に戻り，まさかのフ

ライトキャンセル。フライトは明日に変更とな

り，急遽レイキャビック市内観光となりました。 

 

近未来的デザインのハルトグリムスキルキャ教会 

 

 まずは丘の上に建つ“ペルトラン”へ行き，

展望台から 360 度のパノラマビューを楽しみま

した。ペルトランとは「真珠」という意味で，

1985～1991 年にかけて建てられた一見宇宙ステ

ーションのような青く巨大な球形の建物は，町

の熱湯貯蔵ステーションなのです。 

 次に訪れたのは，近未来的デザインの“ハル

トグリムスキルキャ教会”です。牧師であり，

詩人であったハルトグリムスの名が付けられて

いるこの教会は，50 年(1937～1986 年)かけて建

立されたルーテル派教会で，高さ 74m の尖塔が

街のシンボルとなっています。 

 旧市街を散策し，市庁舎と国会議事堂を見学

しました。1992 年に新築された市庁舎は，チョ

ルトニン湖に浮かぶように建てられています。

“アルシンギ”と呼ばれる国会議事堂は，1881

年に建てられた玄武岩製の建物。狭い庭に小さ

な建物なので，説明されるまで国会議事堂とは

思いませんでした。 
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レーガン・ゴルバチョフ会談が行われたヘヴジーハウス 

 

 

眼下に見える氷山 

 

 市内観光の最後に訪れたのは，冷戦終結のき

っかけとなったレーガン元大統領とゴルバチョ

フ元大統領による米ソ首脳会談が開かれた迎賓

館“ヘヴジーハウス”です。1986 年に両国の中

間に位置する中立地ということで，この場所に

て東西サミットが行われました。 

 第 3 日目は，朝から空港で待機。正午過ぎに

グリーンランドの天候回復との吉報。再びグリ

ーンランドのクルクス空港へ向け 13 時に離陸し

ました。眼下には昨日と同じように氷山が見え

始め，本日はついにグリーンランドの地に足を

踏み入れることができました。約 2 時間のフラ

イトながら時差は 2 時間のため，クルクス空港

到着は出発時刻と同じ 13 時でした。 

 大西洋と北極海との間に浮かぶ世界最大の

島・デンマーク領グリーンランド。面積は日本

の 6 倍近く(約 2,175,600km2 )ありますが，人口

はわずか 55,000 人。総面積の 90%が北極圏に位

置し，島の表面の 85%が氷河と雪に覆われてい

ます。グリーンランドの南西地方には夏の期間

に雪が溶ける地域がありますが，住民の多くは

この地域に住んでいます。大部分はイヌイット

族または，イヌイットとデンマーク人との混血

で“グリーンランダース”と呼ばれている人々が 
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氷山と山のコントラストが美しいアンマサリク 

 

 

ボートに乗ってアイス・クルーズ・アドベンチャー 

 

暮らしています。コロンブスより早く北アメリ

カを発見したレイブル・エリックソンは北米へ

の航海をグリーンランドから出発したといわれ

ています。 

 いよいよ待望のグリーンランド観光です。ク

ルクス空港からは，ヘリコプターに乗り継いで

30km 離れた北極圏の近くにあるイヌイット族最

大の集落地アンマサリク村へ行きました。アン

マサリクは東部グリーンランドの沿岸地に位置

し，1894 年に最初の交易所ができて以来，東部

で最大の町となりました。イヌイット族の住民

はアザラシなどの狩猟で生計を立てていますが，

1884 年デンマーク海軍士官に偶然発見されるま

では，文明社会と全く接触を持たずに厳寒の極

地に生き延び続けてきました。 

 本日の観光は，アンマサリクの港から漁船の

ような可愛らしい木造船に乗って 2 時間の氷山

クルーズからスタート。湾は氷河の侵食によって 
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  海に浮かぶあまりにも巨大な氷塊群 

 

 花の谷に咲くグリーンランド特有の白い花 

 

できたフィヨルドのため，見た目以上に水深が

あり，湾内の水深は約 200m，外海は 400m です。

北極海に源を発する漂流浮氷群や内陸氷原から

の氷山の間を縫って進むクルーズは，そのほと

んどが氷で覆われるグリーンランドならではの

見どころです。洋上の氷山はまさに小島のよう

で，タイタニック号が大西洋で氷山に衝突して

沈没したのも納得できます。一見同じような巨

大な氷塊ですが，陸地にあった氷河が押し出さ

れ崩落した氷(真水でできていて大きい)，北極

から南下してきた氷(海水でできていて中くら

い)，冬の寒さで海面の水が凍った氷(海水でで

きていて小さい)の 3 種類に大別されます。 

 夕食後は，花の谷をハイキング。この時期に

は，小さくて可憐な白い花“Knotweed”，釣り

鐘のような可愛らしい紫の花“Harebell”，葉

を紅茶に入れて楽しむ“Arctic Thyme”，葉に

はビタミン  C が豊富でサラダにして食べる

“Mountain Sorrel”，小さなピンクの花を持ち

－60℃でも生存する苔“Moss Champion”など

の美しい花が咲いている“ヴァレー・オブ・フ

ラワー(花の渓谷)”と呼ばれる渓谷を散策しま
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した。途中，犬ぞりと犬ぞり用の犬，ディスコ

や共同墓地なども見ながら，辺りが暗くなり始

めた夜 10 時過ぎにカラフルなアンマサリク村

に戻ってきました。 

 朝方は霧がかかり，辺りは真っ白で幻想的で

したが，次第に晴れてきました。11 時にヘリコ

プターでクルクスへ行きました。レイキャビッ

クへの出発は 14 時なので，クルクス村を観光

することにしました。村へは空港から徒歩で 30

分。クルクスはグリーンランドの東海岸にある

小さな島で，すぐ隣にあるアンマサリクへの玄

関口。クルクス村の家々もカラフルであり，村

の人口は約 400 人，そのほとんどがイヌイット

族の人々です。 

 グリーンランドは，その名前とは裏腹に一面

氷の大地が広がる白銀の世界。世界最大の島と

いわれますが，実はその大半を覆う厚さ 3,000m

以上もある氷の重みで，陸地の大半は海面下に

沈んでしまっており，もしもこのまま温暖化が

続いて全ての氷が溶けてしまったならば，環礁

のように中央部は水没してしまうといわれてい

ます。日中は天気に恵まれたこともあって，時

に汗ばむほどの陽気でした。それほど早く温暖

化の影響が出ているとは考えにくいところでは

ありますが，実際地元のガイドさんの話しによ

ると，近年北極圏から流れ来る氷山や流氷の数，

氷河の後退の速度などに，温暖化の影響がはっ

きりと見られるとのことです。 

 18 時 30 分にレイキャビックの国内線空港に

到着。いよいよアイスランドのバス周遊の始ま

りです。バスは，幹線道路 1 号線(リングロー

ド)を南下します。最初のバスストップは，レ

イキャビック近郊にある地熱地帯で，地熱を利

用した植物(バナナ，サボテン，コーヒーなど)

の温室栽培が盛んに行われている町ワヴェラゲ

ルジです。下車すると，硫黄の臭いがしました。

幹線道路は海岸線沿いを走っているので，車窓

から南海岸沖合いに浮かぶ 15 の島と 30 以上の

小島や岩からなるウェストマン諸島が見られま

した。本日最後の観光は，落差 62m の滝“スコ

ウガ”。「森の滝」という意味のスコウガの滝

は，巨人が隠した黄金伝説が残る滝で，高さ

62m から豪快に落下する姿は神々しさを感じさ

せます。滝の周りに柵がなく，すぐ近くまで行

くことができるので，ドーッという爆音をたて

る滝の前に立つと，その大迫力に圧倒され，立

ちすくんでしまいます。23 時にアイスランド最

南端のヴィークに到着し，夏期休暇中だけ学生 

 

 壮大な姿のスコウガの滝 
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 美しい渓谷フィヤードラルグリューフル 

 

 ヴァトナ氷河大洪水時に流された橋の一部 

 

用寄宿舎を観光客用の宿舎にしているサマーホ

テルで一泊。 

 第 5 日目は，南アイスランド地方の観光です。

ホテルを出発したバスは，1783 年に有史上最大

の溶岩流出となったラーカギーガル(ラキ山)の

大噴火によって出現した約 12,000km2 にもおよ

ぶ溶岩大地“エルドフロイン”を走り抜けまし

た。この大噴火により，アイスランドの全人口

の約 1/4 の人々が亡くなり，火山灰は世界中の

気候に影響をおよぼしました。バスは最初の観

光地，美しい渓谷“フィヤードラルグリューフ

ル”に。まるで緑の絨毯を敷きつめたような

“フィヤードラルグリューフル”は，約 2 万年

前のラキ山の噴火による堆積物を川が侵食して

できた全長約 3km，深さ約 100m の渓谷です。 

 次の目的地スカフタフェットル国立公園まで

の道中は，雄々しい山々が連なり車窓からの眺

めは雄大でした。残念ながら標高約 2,110m の

アイスランド最高峰クヴァンナダルスフニュー

クル火山の頂上には雲がかかっており，その雄

姿を山頂まで現してはいませんでした。ヴァト

ナ氷河下にある火山の噴火時にできた黒い砂浜

のような台地“スキャィザラルサンドゥル”

(面積約 1,000m2)では，洪水メモリアルで写真

ストップ。ここにはヴァトナ氷河下の火山の噴

火で，溶けた氷河の水が洗い流した橋の残骸が

あります。1967 年に設立されたアイスランド最

大級の国立公園スカフタフェットル国立公園は， 
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パイプオルガンを連想させるスヴァルティフォスの滝 

 

 

ヨーロッパ最大のヴァトナ氷河 

 

標高約 710m のロゥマグヌープル山の先から始

まります。ここからはヴァトナ氷河の一部が見

え，氷河が溶けた水が流れ落ちる「黒い滝」

“スヴァルティフォス”が見どころ。スヴァル

ティフォスの滝は，まるで黒いパイプオルガン

のような柱状節理の玄武岩が印象的な自然の造

形美です。 

 国土のおよそ 12%が氷河に覆われているアイ

スランドには，ヨーロッパ最大のヴァトナ氷河

があります。「湖の氷河」という意味のヴァト

ナ氷河は，東京都・神奈川県・埼玉県を併せた

面積(約 8,300km2 )に匹敵し，氷河の厚さは最深

部で約 1,100m もあります。ヴァトナ氷河の先

端がいくつも突き出しているのが，アイスラン

ド南部の海岸線です。 

 ヨークルスアゥロン氷河湖は，氷河の一部が

後退してできた湖です。この湖は，面積約 20km2，

平均水深約 200m で，水に約 50%の塩が含まれ 
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 氷河湖見物用の水陸両用船(車？) 

 

 大自然を実感する氷河湖クルーズ 

 

ているために冬も凍らず，水温は夏の間が 2～

6℃，冬の間が－5℃ とのこと。湖に浮かぶ氷山

は約 1,000～1,500 年前のものであり，見られる

のは全体の約 10%で，残りの 90%は湖の中。こ

こでは水陸両用の船(車？)に乗り，大きな氷塊

がキラキラと青く輝きながら浮かぶ氷河湖をク

ルーズしました。ここにはマスやサケ，トウゾ

クカモメをはじめ，沢山の魚や鳥が生息してお

り，ラッキーなことに氷の上でひなたぼっこを

しているアザラシの群れが見られました。 

 その後，最南端の港町ホプンへ。「港」を意

味するホプンは，東アイスランドの商業の中心

地であり，漁業の町として，またヴァトナ氷河

観光の拠点の町としても知られています。 

 第 6 日目は，東部アイスランドの中心地エイ

ルススタージルに向かって東アイスランド地方

を駆け抜けました。一千万年前の古い溶岩が作

り出す東海岸の景観は，南の海岸線とは違った

景観を見せています。途中，ベールフィヨルズ

湾にある小さな港町デューピヴォークル，海岸

フィヨルドの景色が美しいレイザルフィヨルズ

ル，そしてストゥーズヴァルフィヨズルでは
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“ペトルおばさんの石博物館”に立ち寄りまし

た。石博物館はペトルおばさんの自宅で，おば

さんが 7 歳の時から山歩きをして，きれいな石

を見つけては持ち帰ってコレクションにしてい

た石々が家の中だけでなく庭にまで所狭しと並

べられています。石の総数は約 6 万個で，その

うち 90%以上はアイスランド産です。今では一

躍有名人となったペトルおばさんは現在 85 歳

で，子供 4 人，孫 13 人，曾孫 11 人と幸せに暮

らしており，ここには大統領も訪問されたそう

です。 

 道中，スーパーマーケットに寄り，“スキー

ル(skyr)”を買いました。“スキール”はアイ

スランドを代表する一種のソフトチーズで，飲

むヨーグルト(無砂糖)を少し入れて混ぜて食べ

るのがお勧めだそうです。 

 怪物伝説を持つ湖ラーガルフリョゥト湖の湖

畔にある小さな町ハトルオルムススタジールで

下車し，森林浴をしました。ここはアイスラン

ドでは珍しい森林地帯で，樺の森が広がってい

ます。 

 その後，近年急速に発展し，現在では東アイ

スランドの中心地となった人口約 1,800 人の町

エイルススタージルに到着しました。 

 第 7 日目は，人の住みにくい自然環境で，そ

のほとんどが溶岩や氷河，湖，そしてヨーロッ

パ最大の火山性砂漠に覆われた荒漠な大地の内

陸ハイランド地帯(平均海抜約 500m)を走り抜

けました。 

 最初に立ち寄ったのは，ヨーロッパ最大とい

われる滝で，「落ちる滝」という意味の“デテ

ィフォス”。アイスランドの滝のほとんどは氷

河の水であり，デティフォスの滝も同様，毎秒

約 193m3 の水がヴァトナ氷河よりヨークルス・

アゥ・フィヨットルム川を抜け流れ落ちている

のです。そのため水は元来白濁しており，さら

に火山灰が混じって灰色になっています。その

水が幅約 100m，高さ 44mの断崖を落ちる様は

圧巻で，滝の間近まで近づいて滝壷を見ると，

恐れで足が震えてしまいます。 

 その後，ミーヴァントへと。車窓からは，ヨ

ーロッパ一美しい山にも選ばれたことがある標

高 1,682m のテーブル型のヘルズブレイズ山な

ど，“クイーン・オブ・アイスランド”と呼ば

れるアイスランドの聖山が見えました。また，

1975 年に日本の援助で完成したクラプラ地熱発

電所を見学しました。ここでは発電のほかに，

24 時間体制で周囲の火山活動を監視しています。 

 

 

流れ落ちる様が大迫力のデティフォスの滝 
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 白煙を上げているクラプラ地熱発電所 

 

 

虫よけネットを装着して「蚊の湖」周辺の散策 

 

 ミーヴァントは，アイスランド観光のハイラ

イトの一つ。「蚊の湖」という意味のミーヴァ

ント湖は，面積約 37km2とアイスランドで 4 番

目に大きい湖で，溶岩の流れがラクスアウ河を

堰止めてできた不思議な火山湖です。夏には大

量の蚊が湖の一部に発生し，会話していると口

の中に蚊が入ってくるので，虫よけネットが必

需品です。しかし，この蚊は鬱陶しいだけで人

を刺すことはありません。また，この湖は隣接

する活発な火山活動が地熱や地下蒸気を生み出

しているため，冬でも凍結しないそうです。火

山の爆発クレーター(直径約 320m)のヴィーテ

ィーの丘をはじめ，活発な地熱地帯“レイルフ

ニュークル”，ボコボコと灼熱の湯が煮えたぎ

り硫黄で黄色く染まった“クヴェーラロンド”，

複雑な溶岩迷路“ディムボルギル”，かつて溶

岩が押し寄せて水が爆発してできた擬似クレー

ターが形成された“スクートゥスタダギーガ

ル”など，ミーヴァント湖周辺の観光は，火山

の島アイスランドを堪能させてくれます。 
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ホエールウォッチング・ボートツアー(イメージ) 

 

 間近に姿を現したクジラ 

 

 第 8 日目は，北アイスランドの旅。ホテルを

出発し 1 時間，チョルネース半島の西側，スキ

ャウルヴァンディ湾に面した人口約 2,400 人の

港町フーザヴィークに到着。フーザヴィークと

は「家の湾」という意味で，ヴァイキングが早

くから入植し，港近くに家を建て，ひと冬を過

ごしたことからこの名が付いたとのこと。歴史

ある町で，近年ではホエールウォッチングや北

アイスランドの観光拠点として発展し始めてい

ます。 

 ホエールウォッチングは 3 時間かけて楽しみ

ました。10 時に木造船“NATTFARI 号”にて

出航。大型船でひと安心な上に気候にも恵まれ，

船の揺れは少なく，寒さもほどほどでした。ガ

イドの案内は船を大きな時計盤にみたて，進行

方向が 12 時，真後ろが 6 時といった具合に，

時刻で方向を知らせてくれます。出航後約  30 

分経過した頃，全長約 3m のイルカが現れ，見

物者が一斉に 9 時方向から 3 時方向に行ったり

来たり。肝心のクジラは待てどもなかなか姿を

現してはくれません。辛抱強く 2 時間以上も待

っていると，やっとのことでクジラに遭遇。な

んとその後も 3～4 回ほど姿を現してくれまし

た。ラッキーなことにマッコウクジラとザトウ 
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クジラの 2 種類を見ることができました。マッ

コウクジラの見られる確率は，なんと僅か 0.2%
とのことで，本当についていました。 

 バスはフーザヴィークを離れ，「神の滝」

“ゴーザフォス”へ。紀元 1000 年，アイスラ

ンドにキリスト教が伝来し，アルシンギ(議会)

で受け入れを決定した後，それまで信仰してい

た主神オーディンをはじめとするヴァイキング

の多神教にまつわる神々の偶像をこの滝壷に投

げ込ませたという伝説が残っています。偶像も

飲み込んで今も轟音を立てる落差約 12m のゴー

ザフォスの滝は，当時から人々に恐れられてい

たのでしょう。 

 その後，北部アイスランドの中心地で人口約

16,000 人のアイスランド第 4 の町アークレイリ

に到着。 

 第 9 日目は，アイスランド内陸部の山岳ルー

トへ。アイスランドの内陸部は荒涼とした溶岩

台地が続き，木一本見当たらない「死の土地」

のようでもあります。行けども行けども同じ色

の大地が広がり，バスは止まっているのか，走

っているのか分からなくなるほど。ここは，本

当は大陸なのではないかと錯覚せずにはいられ

ませんでした。そんな人の気配が感じられない

荒涼とした大地にも，ときどき旅人の足跡が垣

間見れることがあります。それは，昔から旅人

が旅の安全を祈り，石を積み上げた「ケルン」

という道標です。 

 ランチタイムは「温泉平野」という意味の

“クヴェーラヴェトリル”で。ここは，約 80～

100℃ の温泉があちらこちらに沸く地熱地帯で，

激しく蒸気を噴き出す噴出口もありました。 

 山岳ルートも終盤に近づくと，右にラング氷

河，左にホフス氷河というアイスランドを代表

する巨大な氷河が広がります。面積が  953km2 

でアイスランド第 2 位のラング氷河は，そのほ

とんどが標高 1,200～1,300m にあるため，「長

い氷河」という意味の通り横に長いです。面積

が 925km2 でアイスランド第 3 位のホフス氷河

は標高 1,765m にあり，「聖堂の氷河」という

意味に相応しく奇麗な氷河です。 

 バスはゴールデンサークルへと。“ゲイシー

ル”では，今も活発に活動する若い間欠泉“ス

トロックル”が，5 分ほどの間隔で約 30m の高

さに噴出する豪快な水の吹き上げに目を奪われ

ました。英語の“Geysir”の語源となり，かつ 

 

 

翼を広げているかのようなゴーザフォスの滝 
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 約30mの高さまで吹き上げる間欠泉ストロックル 

 

 

シンクヴェトリル国立公園の地図 

 

ては約 70m の高さにまで蒸気を吹き上げたとい

う巨大間欠泉は，残念ながら現在休止中とのこと。

そして「黄金の滝」と呼ばれる“グトルフォ

ス”へ。この滝の水源はラング氷河で，クヴィ

ータゥ川を抜け流れ落ちているのです。幅約

70m，落差約 32m で，階段状になった滝が折り

重なり，全体としては相当なスケールになりま

す。この大瀑布が冬になると凍結するというか

ら驚きです。グトルフォスの滝は，名前の通り

陽の光を浴びて時折黄金色に見えます。 

 930 年に世界で初めて民主国会を開き，議会

民主制を確立したのはアイスランドです。大英

帝国のマグナカルタ(大憲章)より約 300 年も先

駆けており，「ヴァイキングが作った世界最古 
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シンクヴェトリル(議会平原の意)で旗めく国旗 

 

地球の割れ目ギャウ 

 

 

シンクヴェトリル国立公園の雄大なパノラマ 

 

のデモクラシー」として世界史に刻まれていま

す。その会議が開かれたのが現在のシンクヴェ

トリル国立公園。また，ここは世界でも稀な地

球の割れ目“ギャウ”を目の当たりにできる場

所でもあります。幅約 6～7km の“ギャウ”は，

ユーラシアプレートと北米プレートが生まれて，

東西に分離している場所であり，2 つのプレー

トは今も毎年 2cm ほど左右に広がっています。

2004 年にユネスコの世界自然・文化遺産に登録

された面積約 84km2 のシンクヴェトリル国立公 
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世界最北の大露天風呂ブルーラグーン 

 

園は，世界中でエチオピアとここでしか見られ

ない地球の割れ目をはじめ，深く切り込んだ溶

岩床の雄大な大パノラマが圧巻です。 

 夜 8 時，バスは 5 日ぶりに首都レイキャビッ

クに戻ってきました。 

 翌日は，午後から世界的に有名な温泉リゾー

ト“ブルーラグーン”を訪れました。プールの

ように広大な温泉で，隣接するスヴァルツェン

ギ地熱発電所のポンプが地表下 2km から汲み出

すミネラルを豊富に含んだ熱水(240℃)が水源

となっています。水温は約 30～40℃とちょっと

温めであり，約 700 人もの人が一挙に入浴でき

るとのこと。湿疹などにも効用があり，温泉の

底に沈殿した白い泥(マッド)は美容効果がある

ということで，すくって顔に塗りつける人々も

見られます。施設は清潔であり，旅の最後は温

泉でゆっくりとくつろぎました。 

 アイスランドは直接選挙による世界初の女性

大統領を生んだ国でもあります。そんな先進的

なアイスランドですが，国土の景観はヴァイキ

ングが上陸した頃と変わらず，火山や間欠泉，

大瀑布などダイナミックな自然が残っています。

最初の入植者インゴゥルブルは温泉湯煙が立ち

上がる土地を「煙の小湾(レイキャヴィーク)」

と命名しましたが，今もレイキャビックの近郊

には巨大露天風呂ブルーラグーンがあり，もう

もうと煙を上げています。 

 ヴァイキング時代と現代との大きな違いは，

リングロードと呼ばれる環状道路が島内を一周

していること。この道路をバスで走っていると，

道路の両脇には荒涼とした溶岩大地が果てしな

く続き，所々に残るケルンが旅情をそそります。

ヴァイキングが出会ったであろう「原初の地

球」を思わせる景観が今もそのまま残っており，

ヨーロッパ最大の滝“デティフォス”などの大

瀑布でさえ，滝の手前に柵など人工物がないの

で，人の手が介在しない昔のままの野性的な大

自然を体感できました。夏は白夜で明るく，晩

夏になると夜空にオーロラを仰ぐことができま

す。 

 ヴァイキングが荒波を超えて決死の冒険のす

え定住した「火と氷の島」を一度訪れてはいか

がでしょうか。きっとドラマチックな地球風景

を劇的に演出してくれることでしょう。 
 

 


