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その国の紹介や挨拶など文化紹介
をして頂きました。
　チェコ編ではドヴォルザークの
曲を中心に、ポーランド編ではショ
パンコンクールの最中でしたので
フルート四重奏の編成でのショパ
ンの曲を。また、ポーランド広報
文化センターの方からコンサート
前にポーランドの魅力やポーラン
ド語の挨拶を教えてもらうミニレ
クチャーを頂きました。パラグア
イ編ではハープの歴史の話や色々
な文化圏の曲を演奏し、ハープで
世界を旅するコンサートになりま
した。ハンガリー編ではハンガ
リー文化センターの方にミニレク
チャーをお願いし、その後弦楽四
重奏でハンガリーの曲を演奏する
コンサートでした。
　また別に音楽を通した文化交流
になるコンサートを文化庁事業（学
校コンサート）でも行っています。
　音楽を通してこどもたちが異国
情緒、文化の多様性を感じること
ができ、異文化に興味を持つきっ
かけになれば良いと思います。
　さて今回はスイスを紹介します。
訪れたい国として日本でも人気が
高いスイスですが、知られざる観
光スポット、観光資源が数多くあ
ります。
　記事の作成に当たりスイス政府
観光局サラ・ロロフ日本支局長、
メディアマネージャー押尾雅代さ
んにご協力いただきました。

　一般社団法人 May Music Office
は音楽と国際交流をテーマに文化
の多様性を認める社会の実現に取
り組んでいます。
　昨年は文化庁によるコロナ禍を
乗り越えるための文化芸術活動の
充実支援採択事業として「音楽で
世界を旅するコンサート 6 回シ
リーズ」を企画主催しました。
　6 か国をテーマにそれぞれの大使
館（チェコ大使館、ポーランド広
報文化センター、パラグアイ大使
館、ハンガリー大使館、ウクライ
ナ大使館、ブルガリア大使館）か
ら後援を頂き、様々な楽器編成（弦
楽四重奏、フルート四重奏、ハー
プソロ、木管五重奏、ハープ & ベー

ス JAZZ）でその国の音楽をテー
マにしたコンサートを中央区有形
文化財である明治屋ホールで行い
ました。
　音楽を聴くことはその国の文化
に触れる良い機会であると考えま
す。
　国をテーマにすることで、音楽
とともにその国の歴史、文化に興
味を持ってもらい、音楽を通して
その国を知ることができる、コロ
ナ渦の中でも異文化を感じる旅を
するようなコンサートになればと
思いました。
　後援を頂いた大使館やその文化
センターにも協力をいただき、大
使館職員の方にコンサートに来て、

知られざるスイスの魅力
−サステナブルな国、多様性のある国

メイ琴平～ハープで世界を旅する～③連
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メイ 琴平　ハープ奏者
　一般社団法人 May Music Office 代表理事。福岡県出身、
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ワールドミュージックシップ」の番組パーソナリティとし
て、各国大使などをゲストに迎え国や文化を紹介。また公
益社団法人国際観光施設協会季刊誌に「琴平メイ　ハープ
で世界を旅する」を連載中。
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知られざるスイスの魅力

　スイスと聞いて思い浮かべるも
のはなんでしょうか。アルプスの
山並み、時計、チーズなどが一般
的でしょうか。スイスの魅力はた
くさんありますが、実はあまり知
られていません。人口約 860 万人、
730 年前の建国よりずっと前から
育まれてきた奥深い文化が息づく、
永世中立国です。
　西ヨーロッパの中心に位置する
スイスは、日本の九州と同じくら
いの小さな国です。周辺はヨーロッ
パ連合（EU）の大国ドイツ、フラ
ンスや、イタリア、オーストリア
に加え、リヒテンシュタイン侯国
という 5 つの国と国境を接してい
ます。スイスは EU には加盟して
いないため、貨幣もユーロではな
くスイスフランを使用しています
が、多くの政策において EU との
協調姿勢をとっていますので、旅
行者にとっては不自由を感じるこ
とはないでしょう。

　国土の７割が山岳地帯のため、
起伏のある変化に富んだ景観と気
候が特徴で、数時間のうちに氷河
を抱くアルプスから椰子の木のし
げる温暖な湖畔までを楽しむこと
ができます。

四季の魅力

　スイスには日本と同じく四季が
あり、季節ごとに異なる楽しみが
あります。春は芽吹きの季節。雪
解け後、最初に山々の斜面に顔を
出すのはクロッカスの花です。そ

の後、やがて牧草地は色とりどり
の花畑の絨毯へと変化し、豊富な
雪解け水をたたえる川や湖、滝は
マイナスイオンがあふれるオアシ
スとなります。
　日照時間が長い夏は、各地が最も
賑わうシーズンです。大自然中での
ハイキングや、サイクリングなどアク
ティブな遊び方が盛んな一方で、音
楽フェスティバルや湖や川での水浴な
ど、老若男女問わず、爽やかな季節
を楽しんでいます。
　最近注目のシーズンは秋です。カ

名峰マッターホルンとゴルナーグラート鉄道
  Ⓒ Gornergrat Bahn/Ernst Christen

ミューレンでのアルプスハイキング
  Ⓒ Schilthorn

サン・モリッツでのスキー
 Ⓒ Engadin St. Moritz
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ラマツの森や、葡萄畑が黄金色に染
まるシーズンは、気温が下がるため
一段と景色を際立たせ、雪山とのコン
トラストが美しいのも特徴です。夏の
喧騒後のこの時期は、混み合うこと
も少なく、落ち着いてリーズナブルに
楽しめるおすすめのシーズンです。
　スイスには夏より冬の方がハイシー
ズンというリゾートがたくさんありま
す。それはスイスが冬の観光発祥の
地であり、スキーなどウインタースポー
ツが盛んで、世界的にもトップリゾー
トが揃っているからです。今から150
年前、サン・モリッツ地方のホテルオー
ナーの賭けによって冬の観光が始ま
りました。それまでスイスは夏の避暑
地でしたが、このホテルオーナーは、
夏の避暑に訪れた英国人客に賭けを
します。「冬のスイスも素晴らしいの
で、是非一度来てみては。もし気に
入らなければ、宿代はいらないから。」
と申し出ました。冬になると英国人は
約束どおりにやってきて、太陽が降り
注ぐ素晴らしい白銀の世界を堪能し、
春まで滞在したのです。その素晴ら
しさは瞬く間に伝わり、冬の観光が
始まったと言われています。まだス
キーが一般的でなかった時代、それ
をきっかけに氷上のそり競技スケルト
ンや、雪上ポロなどの冬の遊びが生
まれ、後にサン・モリッツは冬季オリ
ンピックを2 回開催する代表的なウイ
ンターリゾートになったのです。

サステナブルな国、スイス

　昨今、日本を含め、世界中でサス
テナブルが盛んに叫ばれるようにな
りました。山岳国で、資源の少ない
スイスの発展とって持続可能な取り組
みは必須で、スイス人はずっと以前
から高い意識を持っています。

　その一つはカーフリーリゾート。有
名観光地のツェルマットをはじめ、ス
イスにはガソリン車の乗り入れを禁止
し、綺麗な空気を保っているリゾート
が数多くあります。目先の利便性で
はなく、後世へ美しい自然を残すと
いう選択を住民自らの意思のもとに
決定しているのです。
　また、公共交通においてもその取
り組みは顕著です。スイスは公共交
通機関で行けないところがないとい
えるほどの交通網が充実しており、
41,285km2 の国 土を、28,550km の
公共交通機関が網羅しています。ス
イス国鉄や、人気の景観列車を運行
する最大私鉄レーティッシュ鉄道は、
鉄道運行で使用する 90% 以上の電
力を水力発電で生成するなど、持続
可能生が際立っています。
　150 年の歴史を誇る世界一古いリ
ギ登山鉄道、欧州一標高の高い鉄
道駅 3454m のユングフラウヨッホ、
欧州一の 110% もの急勾配を上る
ケーブルカーのシュトースなどの
アルプスの展望台は観光スポット
としても人気です。

　公共交通利用の利点はサステナブ
ルなことだけではありません。時間
に正確で清潔、安全なスイスの鉄道
は、車内の快適性が抜群であること
はもちろん、車窓に広がる美しい景
観をゆったりと堪能することができる
ことが魅力です。鉄道旅行は観光と
も相性がよく、それはもはや移動手
段ではなくハイライトなのです。
　中でも是非体験したいのは、世界
文化遺産に登録されている「レーティッ
シュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周
辺の景観」を走るグレッシャー・エクス
プレス（氷河特急）です。世界でも
珍しい鉄道遺産で、名峰マッターホル
ンを抱くツェルマットと、高級リゾートの

景観列車グレッシャー・エクスプレス
  Ⓒ Swiss Travel System

グレッシャー・エクスプレス・エクセレンス
クラスで美食を楽しむ
 Ⓒ Glacier Express
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サン・モリッツを結ぶスイス横断ルート
です。7 つの谷、291 の橋、91 のトン
ネルを抜けてアルプスを横断する約 8
時間の旅。雄大な大自然を壊すことな
く切り開いた驚きの鉄道技術と、周辺
の景観と見事に調和した景色は、感
動的な鉄道区間として、今も昔も多く
の観光客に親しまれています。
　2020 年の開通 90 年を機に、内装
を前面リニューアル。天井まで大きな
窓を配した自慢の展望車は、アルプ
スの伝統を感じさせる木材を基調と
した高級感あふれるシックで洗練さ
れたデザインに生まれ変わりました。
特に楽しみなのは座席に運ばれてく
る食事。絶景の中で味わうフルコー
スメニューは、五感を刺激する至福
のひとときです。2019 年には 1 等車
より上の最上級クラス「エクセレンス
クラス」が登場しました。全席窓側、

ワンランク上のコースランチや、専用
バー、コンシェルジュ付きで、プレミ
アムなサービスが 8 時間の行程を贅
沢な旅体験へと導いてくれます。
　人類が後世に残すべき遺産である

「世界遺産」は、必然的にサステナブ
ルであり、魅力的な観光資源です。
　スイスには建国以前、ローマ時
代まで遡る歴史を誇る葡萄畑があ
ります。ローザンヌからモントルー
まで、修道院を中心として形成さ
れた小さな村々での葡萄作り人の
暮しと伝統は、約 1000 年に渡って
大切に受け継がれ、2007 年、「ラ
ヴォー地区の葡萄畑」として世界
文化遺産に登録されました。ワイ
ン作りの産業としての経済価値、
昔ながらの村々の建物や伝統の保
全に加え、なんと言っても素晴ら
しいのは唯一無二の景観です。海

のように広がる広大なレマン湖、
対岸のアルプスの山々、そしてテ
ラス状に連なる丘陵地の葡萄畑。
この地形が作る四季折々の絶景は
見るものを魅了してやみません。
そして、この地形ゆえに、この地
には空に輝く太陽、湖の反射、石
垣の輻射熱という 3 つの太陽があ
ると言われ、素晴らしいワインを
生み出しているのです。この絶景
の中を散策したり、ワイナリーめ
ぐりをしたり、伝統の村のレスト
ランで地産地消を味わったりと楽
しみはつきません。
　スイスのワインは生産量が限ら
れており、ほとんど国内で消費さ
れるため、輸出はほんのわずかで
す。だからこそ、スイスを訪れた
ら是非味わっていただきたい希少
なワインなのです。

秋色に染まるラヴォーの葡萄畑
  Ⓒ Switzerland Tourism/Andreas Gerth
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スイスの多様性

　スイスは一般的に観光立国として
認識されていますが、その根底には、
スイスという国の特異性があります。
資源に乏しい山岳国家で、その小さ
な国土には 4 つの言語圏があるとい
う複雑な環境にあります。しかしそ
れは利点でもあります。
　山岳国をインフラによって利便性を
高め、どこにでもアクセスできるよう
にしたことは、他の国には真似でき
ないサービスの提供を可能にし、観
光促進に大いに貢献しています。日
本も山国で、登山が盛んですが、山
岳地のインフラという点においては決
定的な違いがあるため、スイスの方
が老若男女だれでもが手軽に、登山
やハイキングなどの素晴らしい自然体
験を享受することができるのです。
　また、4 つ公用語が生み出す 4 つ
の言語圏は、4 つの異なる文化の共
存を意味します。鉄道やバス乗車中、
言語圏が変わると、アナウンスの言
語も変わります。ドイツ語、フランス
語、イタリア語、ロマンシュ語という
ゲルマン系、ラテン系の混在によって、
同じスイス人といえどもメンタリティー
に違いがあり、食文化や、発展して
きた文化の違いによる建築、祭りな
ど、多様性が共存する奥深い文化が
息づいているのです。ドイツ語圏で
中世の街並みを散策し、フランス語
圏でエレガントなグランドホテルに宿
泊し、イタリア語圏でイタリア料理に
舌鼓を打ち、ロマンシュ語圏の素朴
な温泉地を訪ねるなど、一つの国で
何カ国も周遊した気分を味わえるの
がスイス。これこそスイスがミニチュ
ア・ヨーロッパいわれる所以です。
　多言語国家の多様な文化の中で、

協調性を持って生きるスイスの人々
が、国際的観光客に柔軟で、心地良
い抜群のホスピタリティを持っている
のは自然なことなのかもしれません。
　訪れれば訪れるほど驚きと発見
に満ちた、小さな国スイスに凝縮
された多様な魅力を紐退いてみて
はいかがでしょうか。

（記：スイス政府観光局 メディア
マネージャー 押尾雅代）

スイス政府観光局からの	
メッセージ

　今から 45 年前、スイス政府観光
局は日本に事務所を開設しました。
これを機に日本とスイスの素晴らしい
観光関係が始まりました。2000 年に
は日本からスイスへの旅行者の年間
宿泊数は約 100 万泊に達しました。
スイスには、清潔さや安全性、美し
い自然、四季の魅力、時間に正確な
公共交通機関や人々など、日本の旅
行者が高評価する多くの価値があり
ます。中でもその最大の魅力は、や
はり雄大な山 と々息を呑むパノラマ風
景です。スイスの自然は、前向きなエ
ネルギーを与えてくれます。この 1 年

半は、スイスだけでなく日本の観光
業界にとっても大きな挑戦でした。し
かし、ヨーロッパやアメリカではすで
に旅行が再開されていますし、日本
からのお客様も近いうちにお迎えでき
ると確信しています。スイス観光業界
の取り組み「クリーン＆セーフ」ラベ
ルは安全な旅の指標となり、旅行者
に安心感を与えてくれるでしょう。「ス
イスへお帰りなさい」と日本のみなさ
まをスイスお迎えすることが待ち遠し
いですね。

スイス政府観光局
日本支局長 サラ・ロロフ

スイス政府観光局公式ウェブサイト
www.myswiss.jp

トゥーンの旧市街
  Ⓒ Switzerland Tourism/Andre Meier

左から押尾雅代さん、サラ・ロロフさん、筆者


