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「世界のヘソ」に登る 
 

Dr. Andrews Cross 

                          

 

 月日の流れは速いもので，もう師走です。今

年 1 年暗い出来事が多かったように思えます。

明るい話題を探してスポーツに目を向けると，

今年は女性やメスの活躍が際立ちました。なか

でも北京五輪の女子ソフトボールは上野由岐子

投手の力投で見事金メダルを獲得し，11 月の天

皇賞では牝馬のウォッカが優勝しました。しか

も 2 着も牝馬で，天皇賞で牝馬による 1，2 着

は 50 年ぶりの快挙であり，着差も僅か 2cm で

した。これらはさておき，何といってもスポー

ツで私が特筆するのは，西武ライオンズの日本

一達成です。私は学生時代より西武ライオンズ

の熱狂的なファンです。昨年 26 年ぶりに B ク

ラスとなり，主砲も抜けたチームが，今年パシ

フィックリーグを制し，さらに読売ジャイアン

ツとの日本シリーズを制覇しました。巨人ファ

ンには申し訳ありませんが，巨人が勝ったら，

あれだけ選手を集めているからやっぱりとなっ

てしまいます。巨人みたいなチームもあってよ

いとは思いますが，ライオンズは FA でとった

選手を 4 番にしてもチームとしてポリシーがな

く，自分のところで育てた 4 番だからチームの

顔になるという思想の球団です。それゆえライ

オンズみたいなチームが巨人に勝つから野球は

面白いのです。日本一を達成した翌日のスポー

ツ紙の見出しには“ドン底から頂点へ 新人指

揮官が起こした西武の奇跡”とありました。西

武で  124 勝したのに 11 月の終わりになって自

由契約にされ，その後ヤクルトでの 1 年間と台

湾での 3 年間で底辺まで見てきた渡辺久信監督

は，できない選手の気持ちもわかるようになっ

たとのことです。“俺はエリートじゃない”と

いう渡辺監督は，「昔は試合中にベンチでボロ

クソに怒られてきた。(監督として)同じことは

やりたくない。だから凡退した 3 打席，4 打席

目にもポーンと出る雰囲気がある。」と，過去

の苦い経験からミスしても怒らず，選手を萎縮

させない指導をし，選手が失敗を恐れず，フル

スイングできる環境づくりを整えました。その

結果，若い選手が多く長打力が懸念された打線

がたった 1 年で 12 球団一の猛打を誇る打線に

変貌したのです。私にとってライオンズの日本

一達成は，今年 もパッピーな出来事です。私

も今年から新しい職場に移った新人指揮官なの

で，渡辺監督に肖り職場の若獅子たちの個性を

伸ばすように努めていきたいと思っております。 

 今年の 3 月には中学 3 年生の娘が，約 2 週間

オーストラリアを卒業旅行。サンシャインコー

ストで母娘暮らしの家庭にホームステイし，ブ

リスベンの学校に通ったり，老人ホームを訪問

したり，モートン島を観光したりと，楽しんで

きました。そして，英語力に自信はともかく度

胸はついたようで，10 月 5 日より約 1 年間ニュ

ージーランドのウェリントンにある高校に留学

してしまいました。そこで今回はニュージーラ

ンドと思いきや，16 話(2006 年 8 月号)で書い

ているので，今回は 2 回訪れたオーストラリア

にしました。来年 3 月にはオーストラリアのシ

ドニーで第 25 回世界病理学・臨床検査医学会

連合(WASPaLM)の総会が開催されます。旅の

ご参考になれば幸いです。 

 1 回目は 1985 年 8 月で，真冬(南半球は季節

が逆)のブリスベン，ゴールドコースト，シド

ニーを観光しました。 
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    オーストラリアの地図 

 

    カンガルーたちとのふれあい 

 

 初に到着したオーストラリア第三の都市ブ

リスベンは，伝統とモダンが融合した美しい街

です。ここには 130 匹以上という世界一多くの

コアラが保護されているコアラ園「ローンパイ

ンコアラサンクチェリー」があり，別料金でコ

アラ抱っこ体験をしました。また，園内ではコ

アラだけではなく，かわいいカンガルーたちと

のふれあいも楽しめます。 

 ブリスベンからゴールドコーストのサーファ

ーズパラダイス地区へは車で約 90 分。温暖な

気候で一年のうち 300 日は晴れているというゴ

ールドコーストの中心が，サーファーズパラダ

イスで，40km 以上も続いているビーチ沿いに

はショップやホテルが並んでいます。さすがに

ビーチで水着になると肌寒くて泳ぐことはしま

せんでしたが，ゴルフや乗馬を楽しみました。

ゴールドコースト近郊には，世界自然遺産のス

プリングブルック国立公園とラミントン国立公

園があります。ラミントン国立公園は，その美

しさから世界遺産に指定された世界 大の亜熱

帯雨林地帯で，雄大な景色の中，森林浴を体験

しました。 

 ブリスベンから空路で美しい港町シドニーへ。

爽やかな潮風漂うシドニーは，街のシンボルで

あるオペラハウスをはじめ，ミセスマッコリー

やセントメアリーズ大聖堂など，見どころが満

載です。2007 年 6 月世界文化遺産に登録された

オペラハウスは，デンマークの建築家ヨハン・

ウッツォンの設計で，着工から 14 年の歳月を

費やして 1973 年 10 月に完成した舞台芸術の殿

堂です。白い輝きが印象的なコンサートホール，

オペラシアター，ドラマシアター，プレイハウ 
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  サーファーズパラダイスのビーチ 

 

  ミセスマッコリーズ岬からの眺望 

 

  シドニーのシンボル，オペラハウス 

 

スの大小 4 つのホールがあり，各種催し物が行

われています。 

 大都会から一転，シドニー郊外の豊かな大自

然に身をおくことにし，牧場体験とブルーマウ 
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  羊の毛刈りショー 

 

  伝説の岩“スリーシスターズ” 

 

ンテン観光を。広大なグレッズウッド牧場で，

牧羊犬によるファームショーや羊の毛刈りショ

ー，オージーバーベキューなどオーストラリア

ならではの雰囲気を味わいました。ブルーマウ

ンテンは，山々を覆うユーカリの放つオイルが

太陽の光を受けて青く見えることから名付けら

れ，2000 年に世界自然遺産に登録されました。

一帯は国立公園になっていて園内では渓谷や瀑

布，奇岩など趣に富んだ自然がいっぱいです。

奇岩「スリーシスターズ」見学や世界一の急勾

配・ 大傾斜 52 度で，標高 650m を降りてゆく

トロッコ列車「シーニックレイルウェイ」で絶

景を楽しみました。 

 世界 3 大美港の 1 つに数えられる港町シドニ

ーにはオシャレなレストランやバーがたくさん 

 
最大傾斜 52 度のトロッコ列車 

“シーニックレイルウェイ” 
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あり，とくにシーフード料理は美味しかったで

す。そして，旅のしめくくりは盛装に着替えて

シドニー湾を優雅にクルーズしながらのディナ

ー。大自然とシティ満喫の 1 週間はアッという

間に過ぎてしまいました。 

 2 回目は 2001 年の年末から 2002 年の年始に

かけてで，真夏のシドニー，エアーズ・ロック，

ケアンズを家族で旅行しました。 

 シドニー郊外で大規模な山火事が相次いで発

生していたために，空港の建物から一歩外に出

ると煙っぽく焦臭かったです。シドニー観光は

早々に切り上げ，シドニーから空路約 3 時間で

オーストラリアのど真ん中エアーズ・ロック空

港へと。 

 オーストラリアのほぼ中央部，ちょうど「大

陸のヘソ」とでもいうべきところを東西に南回

帰線が走り，その真下には果てしない砂漠が広

がっています。その砂漠に囲まれるように，突

如として隆起する茶褐色の巨大な砂岩の塊。こ

れこそが，大自然の神秘エアーズ・ロックです。 

 長さ  3.6km，幅  2.4km，高さ  348m というか

ら，山と見まがうかもしれませんが，実は世界

大級の一枚岩の巨石なのです。さらに驚くこ

とに，その地中部分は，地表部分の 3 倍近くあ

るといわれています。気が遠くなるほどの長い

間，風雨に耐え続け，2 億年という時を刻んで

きたといわれる赤茶けた山肌は，鉄のように固

く，砂岩とは思えない強靭さで迫ってきます。 

 エアーズ・ロックの近くには，一枚岩のエア

ーズ・ロックに対し，36 個の巨大な岩が集まっ

て出来たオルガ奇岩群もあります。その中で

も大きな岩が高さ 546m のマウント・オルガで

す。 

 オーストラリアの先住民であるアボリジニた

ちはエアーズ・ロックを「ユララ(砂漠の泣き

声)」と呼び，近くにあるオルガと呼ばれる

山々や峡谷を「ウルル聖地」として崇め，神々

の座として敬っていました。麓の洞窟には，彼

らの伝説を秘めた彫刻や，黄土で描かれた絵画

が，この灼熱の大地の中で生き続けてきた彼ら

の謎めいた生活を物語っています。 

 エアーズ・ロックを眺めるなら，夕方時が

高。夕暮れに照らされたその姿は，一瞬でその

表情が変わってゆきます。紫がかった表面が，

徐々にオレンジになり， 後には燃えるような

赤へと変わります。まるで，体温をもった巨大

な動物がうごめいているかのようです。また，

眺める角度，距離によっても，ずいぶんと印象

が違って見えるので，いろんな場所から眺める

ことをお勧めします。 

 マウント・オルガとエアーズ・ロックは，ウ

ルル・カタ・ジュタ国立公園 大の見どころ。

ここでは，何億年もの歳月が作った雄大な岩と

岩の間に風が吹き抜ける「風の谷」を見渡す展

望台までのハイキング，日没とともに彩を変化

させる一枚岩を眺めながらのスパークリングワ 

 

 

太陽の動きにより岩肌が 7 色にも変化するといわれるエアーズ・ロック 
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 世界のヘソの頂上で叫ぶ 

 

 

アボリジニたちに“カタ・ジュタ(たくさんの頭)”と呼ばれるオルガ奇岩群 

 

インとカナッペや南半球の星座を鑑賞しながら

のサウンズ・オブ・サイレンスディナー，ラク

ダに乗ってのサンライズツアーを楽しみました。 

 しかし，なんといっても登ってみないことに

は，エアーズ・ロックのスケールの大きさを実

感することはできないでしょう。登頂ルートに

設置された鎖をつたい足下に気をつけながら，

ゆっくりゆっくりと登っていきます。意外と風

が強いので，時々吹き飛ばされそうになります。

3 分の 2 ほど上がると鎖がなくなり，ここまで

来ればひと安心。風が強いのと鎖がないので，

5 歳の息子をここに残して，9 歳の娘と強風の

なか頂上へと。登り切った頂上からの眺めは

360 度，見渡す限りの地平線が広がっています。

オルガ奇岩群や荒涼たるアウト・バックの景色

を一望しながら，思いっきり深呼吸をし，この

大自然と一体になりました。そして，その頂上

を制覇したあとは，空路約 3 時間でトロピカル

シティ・ケアンズへと。 

 ケアンズは 2 つの世界遺産へのゲートシティ。

まずは，世界自然遺産グレートバリアリーフと

グリーン島へ。グレートバリアリーフはオース 
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 世界最長のロープウェイ“スカイレール” 

 

トラリア東海岸に続く美しい珊瑚礁帯。ケアン

ズからクルーズ船で  45 分，ケアンズの沖合

27km に位置する人気の島グリーンアイランド

は，歩いて 1 周してもわずか 30 分で回れる小

さな島。手つかずの自然が残る珊瑚礁だけでで

きたグリーン島の周辺には色とりどりの熱帯魚

が数多く生息しているので，グラスボトムボー

トやシュノーケリングでビーチリゾートを楽し

みました。そして，グリーン島から約 1 時間の

クルーズでグレートバリアリーフの海へ。海上

にある巨大なポンツーン(浮き桟橋)からの素晴

らしい眺めに思わず感動。どこまでも続く真っ

青な海と色とりどりの珊瑚礁，熱帯魚たちに囲

まれて，まるで夢のようなひとときを過ごしま

した。 

 翌日は，世界自然遺産に指定されている熱帯

雨林の町キュランダの観光。全長 7.5km の世界

長のロープウェイ「スカイレール」に乗って

壮大なスケールを誇る世界 古の熱帯雨林の空

中散歩を楽しみながらキュランダへ。途中駅で

は遊歩道の散策をしながら森林浴も。キュラン

ダでは名物のホームメイドアイスクリームを食

べ，マーケットで買い物をし，「バタフライサ

ンクチュアリー」にて幸せを呼ぶ青い蝶「ユリ

シス」に出会いました。ケアンズ周辺に生息し

ている「ユリシス」を 1 日に 3 回見ると幸せに

なれるという伝説があるそうです。帰路はアン

ティークな雰囲気の高原列車「キュランダ鉄

道」に乗車。山の斜面に沿ってゆっくりと走る

その車窓からは，緑豊かな熱帯雨林やバロン滝，

深く険しい渓谷など，見どころが盛りだくさん

でした。 

 ケアンズでの市内観光は，「ワイルドワール

ド」で珍しいホワイトカンガルーからロックワ

ラビーやカモノハシまでかわいいオーストラリ 

 

 

珍しいホワイトカンガルー 



  －機器・試薬 31(6)，2008－ 

  －746－ 

 

コアラを抱っこして記念写真 

 

 

アボリジニによるショー 

 

アならではの動物を見たり，コアラを抱っこし

て記念写真を撮ったり，「ジャブカイアボリジ

ニカルチャーパーク」でオーストラリア先住民

族アボリジニの伝統の歓迎儀式からジャブカイ

ダンサーの踊りなどを鑑賞したり，ブーメラン

や槍を投げたりとアボリジニの文化を体験しま

した。また，夕方からは蟹釣り船に乗り，取れ

たての蟹を食べました。 

 何といっても特筆すべきは，バンジージャン

プへの初挑戦です。市内観光のバスの車内で，

ガイドが「これからバンジージャンプを見に行

くけどトライする方はいますか」のひと言。観

光客全員が誰一人としてトライする気のない雰

囲気のなか，「お父さんはトライしないの」と

子供たちの悪魔の囁きが。それにより私一人だ

けトライする羽目に・・・。ジャンプ台を見上

げたときや階段を上っている時は恐怖を抱くほ

ど高く感じませんでしたが，ジャンプ台から真

下を見ると，真下にある池がマッチ箱の大きさ

にしか見えず，足が竦んでしまいました。私の前 
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     バンジージャンプ[飛び出し]            バンジージャンプ[落下中]  

 

 

バンジージャンプ[落下終了] 

に飛ぶはずの韓国の男性は，どうしても飛べず

にリタイヤ。いよいよ私の番になり，ジャンプ

台の縁に立つのを躊躇していると，真下から

「お父さん飛べないの」とまたもや悪魔の声が。

意を決し，父親の威厳のためだけに，両手を広

げて前方へ飛び出しました。落ちている時間は

瞬く間であるのにもかかわらず，とても長く感

じられました。この間気を失うこともなく意識

は清明。口の中はカラカラに乾上がってしまい

ましたが，回収された安堵感とジョッキー1杯

のビールで潤いが戻りました。 

 ニューイヤーイブ限定のイベントが，ファイ

ヤーワークス(花火)。真夏のケアンズ，納涼気

分で花火鑑賞をし，21 世紀 初の年越しは忘れ

られない年越しとなりました。 

 季節が逆転し，暖かく過ごしやすいオースト

ラリア。オーストラリアは大自然の宝庫です。

生涯一度はオセアニア(オーストラリアやニュ

ージーランド)の自然を体で感じていただきた

いです！  


