初 めて の 左ハ ンド ル

そ の２

さてヨタ ヨタと 動かし ながらバ ーデン ・バーデ ンに向 かいます 。アウ トバー ン（高速 道
路）を 使うので すがル ートはほ ぼ一本 道。地 図を購入 できな かったの で前の 晩旦那さ んに
手伝っ てもら ってイン ターネ ットで下 調べを してわか ったの です。 ありがた いこと に借り
ですが あきらめ ず（実

た車に はナビ が付いて いまし た。そ こで住所 を入れ たら自動 ルート 検索して くれる のは分
かる のですが 、すべ てドイツ 語。そ の上操作 がよく わからな い！
は半 分あきら めかけ てレンタ カー屋 で聞こ うかと相 談した ）義母、 旦那さ んの３人 で試し
てい るうち に無事住 所を入 力、出発 するこ とができ ました 。ナビ はもちろ んドイ ツ語しか
話し ません が、面白 いこと に２泊 ３日の旅 を終え 帰るころ には３ 人ともナ ビが言 ってい る
こ とが分か るよう になった のです 。
日 本の高速 道路で は、ス ピードの 遅い車 は左を走 り、早 い車は右 側を走 ってい ます。ド
イ ツでは これが逆 になり ます。右 側を遅 い車や 重量のあ るトラ ックが走 ります 。アウト バ
ー ンは何 キロ出 しても良 いと言 われてい ますが 、大体の 制限速 度は１ ２０ｋｍ と出て いる
ところが 多かっ たです。 私は右 側をト ラックに 挟まれ て走って いまし た。帰り は二十 台く
らいの トラック が追い 越してい きまし た。カメ ラを忘 れたので 写真が なくて 残念です が、
バーデ ン・バー デンに 近づくに つれ高 速道路 の感じや 前から 迫ってく る山、 緑の濃さ が名
懐かし いなぁ」 と言い ながら 運転して いまし た。バー デン・ バーデン は「黒 の森」

神高速 に乗っ て大阪方 面から 京都に向 かう道 に良く似 ている のです 。思わず 「うわ ー京都
や！
の中 にあるの で 、
ドイツの他の地
域より緑が深い
のでそう思った
のかもしれませ
ん。ドイツの街
中では感じない
のですが、高速
道路の感じ、標
識の使い方が日
本ととても似て
いました。旦那
さんが言うとこ
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ろに よると 日本の高 速道路 はドイ ツをお手 本にし たのだそ うです 。どうり で親近 感があ っ
て 走りやす いと思 った。と は言え 細い場所 で緊張 したり 、よそ見 をする とすぐに 右寄り に
な ってしま いまし たが・ ・・また トンネ ルの分岐 点を路 肩と思っ て止ま ろうと したり、 帰
り の出口 を間違え パニッ クになっ たりと 同乗者 をハラハ ラさせ ることも ありま したが、 無
事 家まで 帰るこ とができ 私の運 転デビュ ーは終 了したの でした 。久々 に緊張し た時間 でし
た。

PUKIPUKI･N

掲 載の 記 事 ・写 真 ・ イラ ス ト 等の 全 て のコ ン テ ンツ 無 断 複写 、 転 載を 禁 じ ます 。
（ 株） フ ァ ッシ ョ ン ビジ ネ ス ・御 堂 筋 新聞
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