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Silver Spirit 　　地中海ショートクルーズ乗船記

　　－　ブティッククラスのクルーズ船の品質の考察　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人会員　田中　博

　乗船してから、少し時間が経ちますが、豪華さをセールスポイントとするブティッククラスと

呼ばれる大きくない船で、大きい観光地ではない港に寄港することが特徴となっているシルバー

シーは業界関連の団体や業界出版社で高評価を得ています。シルバー・スピリットに乗船して感

じた、船上などのサーヴィスなどのレベルについて、個人の素直な感想をお読みいただき、デラッ

クスといわれる同ラインの参考となれば幸いです。　　

       乗船日：2017 年 5月 6日～ 13日　

　　乗船区間：ニースからチヴィタベッキア

　　寄港地：OLBIA（サルディニア島 イタリア）、TRAPANI（シシリー島 イタリア）

　　　　　　 VALETTA（マルタ）、SIRACUSA（イタリア）

　　　　　　 AMALFI(-SORRENTO) ( イタリア ソレントは上陸できず、代替としナポリに入港）　

　　　　　　 NAPOLI（イタリア）

　SILVER SPIRIT は私の乗船後、2018 年春にフィンカンティエリのパレルモ工場にて胴体の中程

を約15メートルほど伸ばし198.5Ｍから210.7Mへ、乗客数を540名から608名に増やしたうえ、

部分改装をおこなっており、現状とは少し異なる部分もあるかと思いますが、シルバーシーとし

ての基本は同じだと思われます。また2018年 6月にロイヤル・カリビアン・クルーズ社がシルバー

シーの 67%の株式を今後取得することで両者が合意したとの報道がされております。

イタリア、シシリア島シラクーザ港の沖で錨泊する SILVER SPIRIT
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なぜこの船か ?  

　日本語の SILVERSEA® のホームページを見て

みると、魅力的な言葉の羅列が目に飛び込んで

きます。自画自賛するならそれだけの実力を備

えたサーヴィス体制が完備しているクルーズ会

社だと思いたくなります。ベルリッツやスター

ンズやジャーナリズムが設けた各種の評価や賞

が客観性をもった正しい評価であるか？という

ことはあるのですが、商業主義で成立している

現代社会においては、レストラン評価やワイン

評価なども含め、どんなに公平な評価と言い張

ろうが、業界の自らによる自らのための評価、

それも対象が高額で一般消費者にとって経験す

る機会が少ない事象においては自らの都合と業

界の事情を優先して評価することは避けられな

いことです。それらの評価が当たっているか外

れているかについて論議したところで、評価が

虚偽によるものでない限り評価者の社会的責任

が問われることはなく、新規顧客が常に生まれ、

評価を頼りにする顧客層が常にあるがゆえに、

評価業や関係団体やジャーナリズムの評価は毎

年続くわけです。もちろんそれらの評価が消費

者の支持・賛同を得られなければ顧客は去って

いくのですが、業界のほうも去っていく顧客の

ことなどは気にもとめないでしょう。少し時代

が変わり環境が変われば業界も消費者も代替わ

りとなり、新しい参加者が同じようなことを繰

り返すのかもしれません。

　心に留めておきたいのは一人の評価者が実際

に公平さを保つためにクルーズ代金を評価者サ

イドで負担したうえで乗船し、船内生活を送っ

て評価できる船は一年間で何隻あるか？という

単純なことです。名の知られている評価者は年

間 50 隻ほどを実際にチェックしているようで

す。4-5 隻／月です。ショートクルーズを中心

に選んだとしても発着港間の移動を含考える

と、普通ならば 2 － 3 隻／月できればよいとこ

ろだと思います。もちろん停泊中の船を短時間

視察することで済ます部分があるのかもしれま

せんし評価者と同じ目を持つ協力者とともに組

織的にチェックをおこなっているという建前に

なっているのでしょう。

　地球上に数え切れないほど多くの醸造元が存

在するワインにおいて、評論家がどのようにし

て体を壊さないで毎日、何本のワインを何時間

かけてチェックし、毎年評価本を更改している

のかという不思議さなど、評価の信頼性への疑

問がいつ表面化するのか？クルーズ産業が巨大

な産業となっているだけにクルーズファンとし

ても気がかりです。  

　スターン氏がサーヴィスや設備などを高評価

をしている船は、概ね大きくないブティッククラ

スとも呼ばれる 3-4 万トン、乗客数は数百名、具

体的なライン名などをあげると、Regent Seven 
Seas Cruises®, Oceania Cruises, Seabourn®
, Silversea®、大きい船では Cunard の各船のグ

リ ル ク ラ ス、NORWEGIAN CRUISE LINE®
の Haven グ レ ー ド、Crystal Cruises の 二 隻、

Hapag-Lloyd Cruises、Viking Ocean Cruises の

乗客数が千名弱の各船などです。

　SILVERSEA® の各船がハイグレードであると

いう評価はされていますが、他の代金が高いク

ルーズ船や客室ランクも同じ様に良い評価がさ

れており、スターン氏が定めている星の数であ

る 6、6 ＋が絶対的な価値を持っていると盲信

する必要はないでしょう。ベルリッツの評価も

同じ傾向があると思います。星の数は満点の場

合、いくつなのでしょう？三つですか？五つで

すか？十個ですか？概ね指で数えられ数が最大

だと思いますが。料理の世界では 20 点満点だ

がパーフェクトはありえないということで 19

点を最高点としているところもあります。星三

つを最高としたものの、評価本の販売を増やす

には三段階だけの評価では本が売れないためで

しょうか、星の次のランクとなる分類を設けて

対象を広げた格付けをしている評価本もありま
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す。ほとんどの応募者がクリアできる条件を設

け、お金を払い審査を受けると、立派な名前の

賞を授与してくれる団体もあります。業界の任

意団体が好き勝手に格付けをおこなうことへの

様々な意見はありますが、日本の国際観光ホテ

ル整備法など、政府などが基準を定めオープン

にしている設備の設置状況をもとにした格付制

度が運用されているケースも有ります。

　クルーズの場合、設備だけではなく船上で生

活する部分のウェイトが大きいので、受ける人

的サーヴィスや食事内容が重要になってきま

す。料理や人的サーヴィスは数値で評価しにく

い部分が多いのですが、それだけに評価をおこ

ない評価を生業とする業者は、あいまいではな

く具体的な説明をそえた評価をしていただく必

要があるわけです。ハードだけの評価では正し

いクルーズ船の評価はできません。なお、高級

路線を謳っているクルーズライン、クルーズ船

における乗客とスタッフとの人員比ですが、総

数での対比はほとんど意味を成さないのに、い

まだにこの数値をサーヴィスレベルの指標とし

て顧客に提示することについては改めてもらい

たいと思います。それぞれのサーヴィスには職

種や作業によって適正な人員と適切な所要時間

というものがあるわけで、人数は多すぎてもい

けないし少なすぎてもいけません。自分がサー

ヴィスを受けないレジャー・スポーツ施設の

専門スタッフの人員が多く充実していても、彼

らからサーヴィスを受けない人にとってはそれ

らの人員はゼロに等しいわけです。乗客は一人

ひとり好みも異なります。提供されるサーヴィ

スの種類によって適正人員は決まってくるわけ

で、サーヴィスの構成要素、人的構成要素、時

間構成を考えず、総数だけの比率で物事を語る

こと自体がナンセンスです。さらに生身の人間

を生きたまま切り分けて端数にして就業さすこ

とはできません。船員の勤務ローテーションな

どは乗客はあずかり知らぬところです。総数の

恣意的計算結果を PR するというのはサーヴィ

ス業としてかなり稚拙なレベルと思われても仕

方ないと思います。新規の建造計画の初期の段

階で船のコンセプトが固まり具体的設計の段階

に入れば、乗客、船員の人数は算出される数値

です。ラインや業界マスコミが人員比やトン数

などに無理なセールストーク的な意味付けをし

て PR することで一般消費者がその数値で船や

船のサーヴィス度合いを論評するだけならまだ

しも、実際の乗船体験もないのに優劣まで断定

しかねないという業界にとっては逆効果、害を

およぼす行動が引き起こされる可能性について

関係者は注意していただきたいと思います。

船の大きさ
　今や 15 万トンを超える船も珍しくありませ

ん。よく誤解されるのですが、いわゆる業界の

独禁法対策も兼ねたカテゴリーもしくはランク

分けに使われる分類において、カジュアル船で

も広くて高額で豪華な客室もあるわけであり、

一方でラグジャリーといわれる船でも狭い部屋

もあります。そして、誤解を招く元になってい

るものの一つに、クルーズ船の大きさの一つの

指標である総トン数の数字のマジックがありま

す。物の本にあるように、客船における総トン

数とは概ね容積を表すに近い一つの単位という

ことであり、トン数が大きければ（ほぼ）船内

の空間は広いことになります。それぞれの代金

によって広さが違う客室もあり、客室のタイプ

別の床面積は販売資料として公開されています

が、その他の廊下やエレベーターホールなどの

面積は不明です。定められたトン数で決まる港

湾使用料などは販売されるクルーズ代金に影響

はあるのでしょうが、乗客にとっては関心があ

る事項ではありません。船の本体の大きさや形

状により受ける波や風の影響や船の操作性など

一般客は知識を持ち合わせていません。大型ク

ルーズ船は乗客数・客室を増やすためホテル部
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門が積み重なっています。船内での上下移動は

エレベーターに頼ることが多いため、上から下

を眺める場合などは船の高さは感じても、水平

移動中心の活動をしている範囲では高さでの船

の大きさはあまり認識されません。大型クルー

ズ船の大食堂はたしかに見栄えのする一種のイ

ヴェント会場とも言えます。陸の一般的な建築

物で、一定レベルの室内装飾を備えて大勢が一

同に会して食事を楽しむ場というのは意外に少

ないからでです。多目的宴会場や社員食堂と比

較して頂く必要はありません。アトリウムも巨

大な室内空間ということでは巨大クルーズ船の

見せ場には違いありません。一昔前、高度経済

成長時代に流行った “大きいことは良いことだ”

は、現代においてもクルーズ会社の収益向上に

は有効に働いているようですが、あれもこれも

遊戯設備を導入している大型船においても、そ

れぞれのレジャー設備に洋上、船上という制限

があるものが多いため、乗客一人一人の満足度

を深化させるという面ではそろそろ限界にきて

いるのかもしれません。十数年先、二十年先に

巨大船を中古船として運用できる市場が確実に

生まれている保証はあるのでしょうか？世界各

地の港が大型船に対応できるようになっている

のでしょうか？世界人口の増加をクルーズ業界

は今後とも取り込めるのでしょうか？

　こういう視点から、いわゆる評価の高い船や、

評価の高い客室のカテゴリーを見てみると、高

い評価を得ているのは、そう大きくない船、も

しくは大きい船でも空間がある程度囲い込まれ

ている客室カテゴリーであることが共通点とし

て見えてきます。そして、概ね、大人の空間を

大切に確保しているクルーズ船ということもで

きます。審美眼の訓練ができていない若年層や、

新しい環境や事象に触れることで成長する子供

のための設備は極力排除された、ある意味では

刺激の少ない空間を演出している船内環境が高

評価を得ているとも言えます。

大きくない船のメリット　
　大きくない船は” 身の丈に合う”、すなわち乗

客に無理な行動範囲を要求しないという点で有

利です。ブティッククラスと呼ばれる船の全長

は概ね 200M ほどであり、ワンフロア内での水

平移動は100M～150Mぐらいまでで収まりま

す。この程度の距離なら方向や歩く位置関係を

見失うことはまずありません。

　全長が約 350 メートルながら上部構造物が

比較的短い QM2 でも船首側の部屋から下層階

の船尾のレストラン入り口までの歩行距離は優

に 200M を超えるでしょうか？ QM2 のホテル

部門の見通しが良いまっすぐの廊下を 200M ほ

ど歩くと距離感を感じます。ヴィスタクラスの

ホテル部門の廊下も距離は長いのですが、さら

にボート設置位置で廊下が入り込む設計となっ

ており廊下が行き止まりのように見えるうえ、

方向変換を場合によっては四回行う場合も出

てくるなど、迷路に迷い込んだような錯覚に陥

ることもあり疲労感を覚える設計となっていま

す。大きくない船は一度船内を歩いてしまうと

構造が頭に入るため紙の船内マップは不要にな

りエレベーターホールなどに固定して表示され

ている案内で事足ります。乗船後の船内探検は

一・二時間もかからず、自分の気にいる公室を

見つけることができるのです。自宅にいる延長

線上の感覚で船内で過ごせることで、ストレス

をあまり感ぜす、かといって日常生活の種々雑

多な側面からは開放されることでリラックスし

た 船 内 空

間 を 得 ら

れ る こ と

が あ げ ら

れます。

　 大 き く

な い 船 は

港湾設備、シルバー・スピリットではほとん

どの位置から中央階段が目に入る
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係留岸壁の強度などから、寄港できる港が多

いということは事実でしょうが、探検クルーズ

でもない限り、寄港地でのオプショナルツアー

が催行できる体制があるか？などから辺鄙な漁

村に寄港することはないわけで、小型船だから

寄港地の選択肢が大幅に増えるかというとそう

でもありません。寄港地に観光資源があり、乗

客が利用できるインフラ、たとえばバスツアー

が催行できるかなどがポイントとなります。観

光地全体での受け入れキャパシティが乗客数と

マッチするかが大切です。

　私の経験ですが、QM2 にてクリスマス休暇

中のカリブ海クルーズでしたが日本出発前の連

絡で、セント・トーマス、シャーロット・アマリー

寄港の予定日が変更、一つの港が抜港となった

ことがあります。変更の理由は「港混雑」との

説明でした。それ以前にも同じ QM2 で寄港し

た際はかなりの沖合に停泊してのテンダーで

の上陸であり、テンダーを着岸させる波止場も

十分余裕あることを知っていましたから “港混

雑” の意味が理解しにくく、寄港予定日の同港

の入港予定を調べたところ、バースは満杯、何

隻かは沖でのアンカーも想定される状況でした

が、もともと QM2 は着岸しないはずでしたし、

パイロット不足も考えにくい状態でした。港湾

当局のミスがあったとは思えませんでした。結

局のところ、推測に過ぎませんが、地元のオプ

ショナルツアー催行業者の引受キャパシティが

パンクしており、寄港する乗客数を制限する必

要が生じたのが原因だと思われました。そして

QM2 が属する同じグループ内で、カリブ海域

のクルーズを予定していた船のなかで QM2 が

寄港地と寄港日を調整しても影響が一番少ない

船ということになり旅程を変更する結果となっ

たと思われます。別のクルーズでしたが QM2

でバルセロナに寄港した際、クルーズ船の寄港

ラッシュの日ということで、街は他の一般観光

客も加え、メインストリートは歩くのもやっと

という混雑ぶりで早々に退散したこともありま

す。寄港地の観光が満足におこなえないようで

はクルーズ旅行の評判を下げかねません。

　寄港において着岸できない場合、テンダーで

の上陸の待ち時間が発生します。大型船では待

ち時間が長いという誤解があります。実際に

運行されるテンダーの隻数、定員、テンダー

の乗降にかかる所要時間、着岸場所との所要時

間、運行頻度によって待ち時間には差が出てき

ます。大型船でも近い距離を多くのテンダーで

ピストン運行すれば、テンダーの一般的な定員

から長い待ち時間は発生しないことは算数で導

かれることです。テンダーの順番待ちが上下階

段での行列となる船の場合やオプショナル・ツ

アー参加者優先から誤解が生じているのだと思

われます。

　天候に恵まれている時は小さな船は快適で

す。夜間に移動することが多い現代クルーズに

おいて、概ね最高速度が 20 ノット、巡航速度

が 17 ノット程度の速度が出ない船で、距離が

そう離れていない港の間をゆっくり回る旅程が

多いブティック・クラスのクルーズ船において

は、夜間の航海も低速で航海することが多く、

夜間の動力音も静かです。うるさくないとい

うメリットは船員の労働環境・睡眠環境にも好

影響を与えているのは間違いありません。乗客

よりも騒音源に近い部屋で休息する船員にとっ

て、睡眠時間帯も船は比較的静か、さらには寄

港日も多く停泊中は動力音もさらに少なくなる

うえ乗客サーヴィスも減るわけですから、船員

にとっては休息を十分に得やすいことになりま

す。小さい船の人的サーヴィスの評価が一般に

高いのは、無茶な要求をする乗客が少ないとい

うだけでなく、船内の環境を含めクルーズ全体

に余裕があるからなのは間違いないでしょう。
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大きくない船のデメリット
　前述のメリットの逆として大型船との比較で

はハンディがあるのも小型船の特徴です。船体

が大きくないため、船内のエンタメ設備の種類

は限られます。クライミングやプールサイドで

の滑り台を期待するなら、他の船を選ぶべきで

しょう。シアターの舞台が広くないため、また

出演者の乗客一人あたりの費用負担の点から

も、シアターなどで行われるショーや音楽はど

うしても小規模になってしまいます。出演者の

レベルはピンきりでしょうが、少ない出演者の

場合、ひとりひとりの技量のレベルが丸わかり

になってしまうのも小型船におけるエンターテ

イメントの内包するリスクと言えるでしょう。

　天候が荒れた際は、小さな船は当然揺れます。

大型船の広告や説明にも共通するのですがスタ

ビライザーは記載されている通り揺れを軽減す

る装置です。揺れを 100％なくす装置ではあり

ません。

　乗客の人間関係で言えば、変な乗客はまず

乗っていないでしょうが、すべての乗客がフレ

ンドリーで社会的階層、人種を意識しないとは

限りません。評価が高いクルーズ船は中の上ク

ラスを顧客ターゲットとしていると推定される

だけに、どうしても白人系の文化やマナーがス

タンダードとなりがちです。アメリカ（USA）

と一括りにしても、州によって違いもあります

し人種も様々です。アメリカは大都会が意外に

少ないですし、東海岸もあれば西海岸もあれば

南部もあります。ファミリー客も楽しめ、多種

多様な大勢の乗客が楽しむカジュアルな大型船

の場合、目立ちにくいそれぞれの乗客のバック

グラウンドが小型船の場合は見えやすいという

ことがあります。

レストラン、食事について
　船の特徴の第一に充実したレストランと素

晴らしい食事をあげる船が多くなってきていま

す。富裕層で、多くの観光地を旅行済み、何隻

ものクルーズ船に乗船済みの顧客に対し、さら

にクルーズを勧誘するに最も効果的なものは、

船上での美味しい料理、美しいレストラン、洗

練されたサーヴィスなのですから。

　クルーズ船として評価が高い船はレストラン

部門にも注力している船が多いのですが、小型

船は大型船のように多くの種類のレストラン

やラウンジが設置されているわけではありませ

ん。評価が高いクルーズ船の共通事項としてあ

げられることは、船上のレストランのレベルが

高く、かつ実質的な料理の選択肢が多いと言え

ることです。ここでいう選択肢とはレストラン

やバーの設置箇所数の数字が大きいか小さいか

ではなく、クルーズ期間中、毎日毎食にわたり

満足感を与える食事を提供できるかということ

です。

　レストランのレベルをどう評価してもらう

か？どの様な箔をつけるか？各ラインの腕の見

せ所です。スターンズなどで評価が高いクルー

ズ船は子供連れのファミリー層を主たる顧客

対象とはしていません。ゆっくり寄港地観光と

船上生活を楽しもうとする顧客の要望の多い食

事とは、西洋系の顧客を顧客の中心に据えるク

ルーズ船なら広く世界各国の料理を取り込んで

いるアメリカ料理と本格フレンチ、本格イタリ

アンなどが好まれるようです。最近は日本人で

はない職人が調理する SUSHI を提供する船も多

くなってきています。また材料の調達や調理や

食器の形状、調理場の都合、特に熱源の問題か

らでしょう、本格的な中華料理を提供する船は

あまりみかけません。

　有名シェフの監修を受けた料理を提供する

ことを前面に出している船も珍しくありませ

ん。最近ではコスタのアジア地区に配船され
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ている４隻のイタリアレストランにおいて、香

港でイタリア料理店を営業しているミシュラン

ガイドの三ツ星レストランのシェフ UMBERTO 

BOMBANA 氏が監修したメニューが提供される

ことになったとのことです。しかし有名シェフ

がイヴェントとして乗船してくれる企画を除い

て、自ら腕を振るうということは通常はありま

せん。予め決められたレシピーに従い、各調理

人が自分の持ち場で調理をするわけで、各調理

人の創意と工夫をクルーズ船で期待することは

できません。一流の料理人とは、予めメニュー

の大枠は決めておくにせよ、納得できる素材

を入手し、その素材に一番合うと思われる調理

法で調理をするという当たり前のことをきちっ

とする人たちです。いっぽう、クルーズ船上で

の料理とは、メニューを決められ、調理方法も

指定され、盛り付け方も写真入りでのマニュア

ルが完備し、材料の調達もコンピュータ管理さ

れていますから、船上の調理人が采配を振るう

余地は殆どないのが実態でしょう。有名シェフ

や有名レストランが監修したり名前を貸すとい

う商売をする以上は、一定レベルの調理やサー

ヴィスを提供することを乗客に約束しているこ

とになります。顧客の要求レベルを満たせばよ

いのですが、そうでない場合はシェフや店や船

の評判を落とすだけでなく、それらのシェフや

レストランを選んで契約し、運営しているライ

ンのマネジメントにも疑問符がつくわけです。

また料理人は基本的には一代限りの仕事ですか

ら、そのシェフが死亡したり店が廃業したりす

る場合、船上レストランにおいてはドック入り

との周期などからマイナス要因となるリスクを

抱えていることになるかもしれません。

　あくまでも私のレストランの評価基準です

が、メニュー構成が重要なのは事実ですが、食

の味の評価というのは、口に含んで舌が感じる

ウェイトは絶対的に大きくはありません。

　テーブルの配置はサーヴィスの動線に影響し

てきます。テーブルクロスの敷き方が不自然

だと落ち着きません。椅子は肘付きか肘なし

か、椅子の背の高さは必要十分か、肌が直接

当たるところは汚れないデザインなのか、椅

子を動かすときは手がかかるデザインとなって

いるかなど、乗客が座るという基本をおさえて

いるかが大切です。また隣や近隣に着席してい

る人達の姿には椅子の形状も一緒に目に入るわ

けで装飾性も重要です。著名建築家は椅子のデ

ザインの重要性を認識しているので建物ととも

に椅子をデザインしたがります。そして著名建

築家のデザインした椅子は概ね座り心地はよく

ありません。子供用の椅子はどの船でも備えて

いるでしょうが、小柄のご婦人向けに背当てと

なるクッションが用意されているかもポイント

です。テーブルの天板の形状とサイズ、テーブ

ルクロスとナプキンの素材や色のバランスも重

要です。合理化と豪華さは概ね反比例するもの

で、ポリエステル素材のテーブルクロスやナプ

キンは吸湿性がないうえ、軽くてスベスベしす

ぎてナプキンが膝からすぐに滑り落ちたりと安

物の代名詞となります。床は概ねカーペット敷

となっているはずです。船の内装品は概ね似た

り寄ったりで、超豪華なものもなければ超安物

もありませんから差異は目につきにくいかもし

れません。壁面を飾る絵画の技法や写真類の主

題やサイズや額の形状が不釣り合いでないかど

うかなども、照明とともに関係してくるのです

が、四六時中壁を見て食事をするわけではない

ので、極端な違和感がなければ良いとしましょ

う。差がわかりやすいのは、ナイフ・フォー

クなどのカトラリーと皿のデザインです。日

本食の食器ほどバラエティーがない洋食器の場

合、デザインの選択は重要です。ウェルカムの

意味でテーブルの各位置に置かれている飾り皿

やテーブルに花が飾ってあるかなど装飾性に加

え、各種のグラスのデザインや大きさが美しく

揃えてあるかもテーブルの豪華さの演出に必要
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です。またペパーと塩のグラインダーがテーブ

ルにマッチしたものが置かれているかもポイン

トです。どのようなデザインのどこのメーカー

の食器を使用するかでそのレストランの実力を

推測できることもあります。せっかく高級路線

を打ち出し有料制をとっているレストランのカ

トラリーが普通の家庭で日常的に使用している

レベルのステンレス製と大差なければガックリ

くるでしょうし、美味しいはずの料理に合わせ

た少し高級なワインを飲むのに、分厚い肉厚の

形状のあっていないグラスでは興ざめとなって

しまいます。

　メニューのレイアウトや形状、メニューの記

載の文字スタイルや大きさなどもメニューを選

ぶという食事の序章を演出するには非常に重

要なポイントです。老人客が多いクルーズ船に

おいて照明が暗いレストランでのディナーの

メニューは文字の大きさも重要です。今回は詳

細には触れませんがホーランドアメリカライン

はイヴェント・ディナーではメニュー本体を乗

客が記念品として持ち帰ることを計算しての綺

麗なメニューを売り物にしていました。そのメ

ニューのためでしょうか、料理自体の評価はと

もかくとして、同ラインの食事は良いという意

見が多いようです。

　料理が高い評価を得ている船上のレストラ

ンは、概ね名の通ったシェフやレストランや

チェーンと提携したり、高価な素材を使うメ

ニューを用意していたり、特別な食器を使用し、

内装にも力を入れているレストランでしょう。

高い値段のレストランの評価が高くなるのは、

高いから美味しいという思考回路が働くからか

もしれません。高い料金の対価として、見合っ

た豪華な食器が使われ、豪華な料理が提供され

るという期待や、高い料金を支払ったことへの

自分への賛美、ご褒美の意味が含まれる場合が

多いので評価は甘くなるのが普通です。また船

の特徴としての高級レストランはマスコミも記

事にしやすい部分です。そして美味しいという

刷り込みをしやすいことから提供する料理を自

画自賛してガストロノミーの船と謳っている船

もあるので、他人の評価などを一方的に鵜呑み

にしては失敗するかもしれません。

客室の品質
　クルーズ船の客室は概ね各種の制約が生じて

くるのが普通です。2 階建ての部屋や船首側も

しくは船尾側に広いスペースを確保した部屋も

ありますが、普通の部屋の天井高はそう高くあ

りません。船の前後や階数の客室の位置により、

また、その部屋固有の場所の状態などにより客

室での揺れや振動はケースバイケースです。

　ベッドや家具類は人体のサイズが概ね決まっ

ていますから、特別なレイアウトでない限り、

市販品もしくは規格品に準ずる特注品が用い

られるでしょう。現代のクルーズ船では客室の

大半の部分は陸の工場でユニットとして組み立

てられ、船に搬入され据え付けられます。客室

で最も重要なのはバスルームとベッドです。ク

ルーズでは一日に何回か着替えが発生します。

女性は都度お化粧も必要になります。陸の宿

泊施設に比べ一般的に狭いバスルームが多いク

ルーズ船だけに、合理的で使い勝手のよい設計

が求められます。もうひとつ重要なのはベッド

です。夜間に移動することが多いクルーズ船に

おいて、十分な睡眠を得られるかどうかが、日

中の活動に影響してき、船やクルーズの印象

を決める際の心理的な基になることがありま

す。エンジンやモーター音が心地よく聞こえる

場合もあるでしょうが、それらが体に合わない

場合はやはり休息の阻害要因となります。強制

換気などの空調音、ユニットを構成する壁や天

井のパネルの組み立て精度によってはキシミが

発生する場合もあります。高級船の証として使

用しているベッドのマットレスのメーカー名を

公表していたり枕の硬さを選べることを売り物
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にしている船もあります。床には吸音材を敷い

た上にカーペットが敷かれていることが多いの

ですが、ベッドの足が床と接する面積は少ない

ため吸音材とカーペットだけでは振動を吸収し

にくく、どうしても床の振動がベッドに伝わっ

てきます。ベッドの筐体が振動を軽減してくれ

ればよいのですが、クルーズ船のベッドには金

属フレームが使われていることも多く、その場

合、伝わってきた振動を吸収するのはマトレス

の役目となります。ここでスプリングが入って

いるものだとかウレタンが主なものだとか構造

によって音や振動の吸収度合いが変わってくる

のです。マットレスを比較して、気に入ったも

のに変更してもらうことは事実上できませんか

ら、振動対策として乗客ができることは、ベッ

ドの足に適当な緩衝材を挟み込むぐらいしか方

法はありません。

　バスルームですが、バスタブが付いている

タイプもあればシャワーのみの部屋もあります

し、大きいバスタブがある部屋や場合によって

はジェットバスが付いている客室もあるでしょ

う。日本市場では船上の大浴場というのが一つ

のキーワードになるようです。昨今の船は概ね

スパが備わっています。夜もイヴェントが目白

押しの船の場合、自室のバスタブに浸かる利用

度は意外に少ないかもしれません。なお、キャ

ビンにバスタブがあっても洗い場が用意され

ていることは稀ですので、バスタブの中で入浴

作業を終えるなど、結局のところシャワーがき

ちっとしているかが重要になります。

　狭いバスルームの場合、タオルを掛ける場所

の確保も重要になってきます。手が届きにくい

バスタブの壁にタオル掛けを設置したり、本来

ありえないバスルームの外にタオルを引っ掛け

たり、あの手この手で、場所を有効活用しよう

とする設計者の涙ぐましい努力の跡を見ること

もあります。洗濯物をバスタブの上で干すため

の洗濯ロープが設置されているかなども、重要

なポイントになるかもしれません。トイレット

ペーパーの設置位置も重要です。水栓ノブはワ

ンレバー混合水栓はさほど問題になりませんが

冷温独立の場合、ノブの形状も泡にまみれた手

のひらでも滑らない形状のものなら安心です。

　細かいところに踏み込んでバスルームの完成

度を観察してみましょう。私が一番気になるの

は、うがいをするコップの材質です。割れやす

いデザインのコップはいかに外見が良くてもダ

メです。楽しかるべきクルーズがガラスの破片

で怪我をして出血しては全てが台なしです。次

に固形石鹸を用意している場合、その使用中の

固形石鹸を洗面ボウル周辺にどう置くか？が配

慮されているか否かということです。石鹸を使

用する乗客も清掃する人も、使用中の石鹸を何

処にどう置くか？設計者がどこまで使い手のこ

とを考えているか判断できます。重要なのはア

メニティのミニボトルの形状です。シャンプー

などは各ライン、各船が特色を出せるよう、有

名な化粧品メーカーなどのものを備え付けるの

は結構なことです。それらの銘柄、香りの好き

嫌いというのは基本トイレタリーなのではあま

り気にならないかもしれません。コンディショ

ナーなどがスムースにボトルから出てくるかの

粘度もストレスを覚えるかどうかのポイントで

す。もっと重要なのはミニボトルの蓋の形状で

す。狭いバスルームが普通のクルーズ船におい

て、また一日に数度バスルームを使うことが多

いクルーズにおいて、ミニボトルの蓋が開けや

すいかどうかは非常に重要なのです。泡立った
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手で、摩擦がないスベスベした円筒状のフタを

ひねり開けることが難しい場合があります。5

ミリほどの切り欠きに爪の先をあてて蓋を開

ける仕様など、利用者のことを何も考えていな

いお気楽デザイナーと見た目の形を優先するだ

けのプロダクトマネージャーの軽薄なものづく

り、そのような欠陥ボトルを平気で採用するク

ルーズラインの責任者の無神経さのために乗客

はたいへん迷惑するのです。目を開けにくい状

況で次のボトルを開けるという作業の困難さを

少しは考えろと言いたくなります。もっとひど

い場合はシャワーブースの中の壁面などに、採

用しているミニボトルを置く適切な棚が無いと

いう不出来な組み合わせも時々あることです。

仕方ないのでシャワーブースの床にボトルを

置いたりするのですが、優雅で楽しかるべきク

ルーズの身支度において、惨めな気分を味あわ

せてくれる船には二度と乗りたくない気持ちに

なります。

電源・通信設備への対応
　急速なデジカメやスマホや USB 充電の普及

がありましたから、少し古い設計、少し古い時

期のリノヴェーションのクルーズ船は仕方ない

のですが、電気のアウトレット周りの余裕の無

さが目につく船が大半です。日本とほぼ共通の

USA のコンセントはどの船でも一箇所はあるで

しょうが、充電器の形状によってはコンセント

に直接させなくなる場合がほとんどです。当方

は変換プラグ以外にもミニ延長コードとソケッ

トを持参して、コンセント不足に対応していま

すが、充電する器具を置くスペースも含め、従

来のインテリアデザイナーの常識というものは

洗い直しが必要なようです。

エンターテイメントについて
　日本のクルーズ船ではエンターテイメントの

出演者を集客のために予め公表しているケース

が大半です。これは良いことでもあり、その出

演者の船上公演を目当てに乗船する乗客もおら

れるのは間違いないのですが、痛し痒しという

側面があるのも事実です。日本のクルーズ船の

出演者を見てみますと、概ね旬を過ぎた往年の

大物といった方が多いので、それらのオールド

ファンにとってはとても良いクルーズとなるの

でしょう。重要なのは、熱烈なファンが陸のシ

アターなどで行われるショーと同じレベルの公

演を船上で体験できるか？ということです。陸

での公演の場合、チケットの価格も安くはな

いでしょうが、それに見合うだけの内容、曲目

や演目、公演時間などお金とチケットを入手す

る苦労、出かけるという手間をかけても満足で

きる公演となるのが普通です。船上公演は、食

事の時間帯や設備などの制約もあるのでしょう

が、実際に歌ったり演技する時間は長くはあり

ません。熱狂するに至らない状態で終演となる

ケースがほとんどでしょう。

　外国のクルーズ船上でのシアターなどでのレ

ヴューやショーや歌唱については、クルーズの

販売時からアナウンスされている著名な芸術家

である場合は殆どありません。乗客もショーや

レビューの内容や出演者を目当てにクルーズに

乗船しているわけでもありません。いわゆるバ

ンドやポップス系のミュージシャンは世界に掃

いて捨てるほどいます。レビューのような著作

権が関係したり衣装や音楽など大掛かりな準備

が必要なものとなると引き受けることができる

業者も限られてきます。ここでも世界各地か

らのミュージシャンがクルーズのエンターテイ

メント部門を支えています。有名か無名かとは

別に、素晴らしい歌手や演目に出会ったらラッ

キーで満足できるのもクルーズの楽しみです。
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　前置きが長くなりましたが、シルバー・スピ

リットのクルーズの具体的なリポートに移るこ

とにします。

事前準備と日本の窓口についてなど
　個人申し込みなので ICM（インターナショ

ナル・クルーズ・マーケティング株式会社）か

ら至れり尽くせりの事前サーヴィスを受けま

した。同社はポール・ゴーギャン・クルーズや

コンド・シップのザ・ワールドなどの日本の総

代理店でもあり、高級と言われるジャンルのク

ルーズや旅行に力を入れているようです。同社

のクルーズの事前説明においては、たとえば有

料レストランは乗船後の申し込みでは席が確保

しにくいので事前に予約をいれておくこと（後

述）というアドヴァイスや、医療関係では既往

症や常備薬の英文説明を持参するとよいこと、

また既往症がある人は日本の保険会社の一般的

な旅行保険では不満足なケースが大半であると

いうアドヴァイス（事実上 AIU のみカバー）ま

で、痒いところに手が届く事前説明がありまし

た

　事前の書類においては契約に関しては重要な

ものについては日本語の翻訳での案内もあり、

その他はオプショナル案内も含め、英語の書類

でした。若干の英語学力は必要となりますが、

現在の ICM 社のホームページではかなりの内

容が日本語で閲覧できるようになっています。

事前のガイドブックは、箱入りの豪華版、表紙

などに乗客のフルネームが印刷、デッキプラン

にはキャビンの場所がわかるページが綴じこま

れているなど、顧客単位に案内ガイドを作成し、

発送しているという、当たり前といえば当たり

前だが省略されやすい案内まで手を抜いていま

せんでした。また昨今は乗客が PC で自らプリ

ントアウトして用意しろという船側の横柄な態

度がでている（タグを止めるのはどうするかは

顧客が勝手に考えろというのでしょうか？）ラ

ゲージタグも立派なものが同封されていまし

た。これらのちょっとしたサーヴィスは数年

前までのキュナードのグリルクラスでは、当然

のように行われていました。キュナードでは船

長の顔写真や、キャビンの具体的な位置を示す

デッキプランまで入ったページが綴じ込まれた

ガイドブックもありましたが、最近は簡素化さ

れてしまいました。シルバーシーは過去に乗っ

たクルーズラインの中で、事前の書類などが一

番充実しデラックス感がありました。高級で洗

練されている船だと顧客に刷り込むための道具

は完璧に揃っていたと思います。乗船前からシ

ルバーシーというブランドへの忠誠心が芽生え

るのも不思議ではありません。

箱に入って届けられた

書類など

事前案内書の表紙

　（部分拡大）

ラゲージ・タグ綴の表

紙、中には氏名、部屋

番号が印刷割れたタグ

が製本され収まってい

る。

表紙の地模様はギリシ

ア、イタリアの海域の

地図が描かれている。

金属ワイヤー付きの荷札

は普段使いにも実用的 .

　一つだけ注文しておきたいこととして、旅程

の各港における該当日の日の出・日の入り、お

よび平均気温を一覧にした資料を印刷して事

前に配布するか、ホームページから取り出せる

サーヴィスをしてもらいたいとおもいます。オ

プショナルツアーの歩行度合いに関する情報だ

けではなく、おおよその気温や日照時間がどれ
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ぐらいあるかも持参する服装の準備、寄港地で

の観光にさける時間など、クルーズの目的の一

つである寄港地観光への情報として重要です。

陸での観光は地元の業者にオプショナルを丸

投げして、あとは知らないということは観光ク

ルーズとしては合格点とは言えません。大都会、

有名観光地でない港をも寄港対象とすることが

売り物の小型船では、オプショナルの設定内容

も含め、ネットで得にくい寄港地の情報は予め

提供していただければと思います。

ブティッククラスの外形ほかの概要
　シルバー・スピリットは改装前も後も、船体

はそう長くなく、かつキャビンが多く設けられ

ているため外形上のスタイリングは特に美しい

とは言えません。レストラン部門が充実してい

ることになっており、基本のレストランが入れ

替え制でないため乗客の食事時間帯が集中しま

せん。全員が顧客対象となるシアター（原則一

回公演）を除いては、広いスペースは意外に少

なくシアターとメインレストラン、プール周り

をのぞいては大きな空間というものはありませ

ん。新造船のシルバー・ミューズにおいても

客室部分の積み重ね、特に船の前半分の上部

が大きく見え（上部の前方はジャンボジェット

機に似ており、かつ横から見ると二こぶ駱駝の

ように見えるためサイズは違うが Carnival の

Conquest クラスほどのスマートさに欠ける）、

寄港地の港の制限をクリアするためにも船体の

長さ・幅も大きくしないで、ゆっくりクルーズ

するコンセプトからスピード感があまりない外

形デザインを採用しているものと思われます。

乗客・乗組員の構成
　ニース発ローマ着ということもあり、乗客の

出身地は米国・中南米とヨーロッパ各地、オー

ストラリアからの白人が 98％ほどと推測され

ました。アジア系は当方日本人 2 人と中国系

の中年夫婦（国籍不明、交流なし）、オースト

ラリア人との夫婦である中国系タイ人女性の 5

名、黒人は女性 1 名だけでした。ロシア、フラ

ンス、ドイツなどの乗客もかなりいたようでし

たが、そういう人たちも大半が英語スピーカー

なので、外見上からの国籍判断はむつかしく、

かつ自己紹介するとき以外は国籍は無関係でし

た。なお米国人乗客の大半は、中流の上、大都

会以外の居住者が多いようで、トランプ大統領

の選出で再認識させられた保守的白人層も多い

と思われ、服装も乱れた人はおらず、バカ騒ぎ

する人も見かけませんでした。このあたりがシ

ルバーシーの高級感に結び付いている要因であ

るともいえるのでしょう。

　従業員は主たるポジションは白人系（世界各

地出身、どちらかというとヨーロッパの辺境）、

接客系は大半がフィリピン、次にインドネジア、

インドでした。

　顧客の中心層がほぼ限定されている（白人系

の 50-60 歳代、カップルか家族）こともあり、

またキャビンによるクルーズ代金のレンジが狭

く、差が大きくないこともあり、大型船より中

型・小型を好む、大型船のようなイヴェント目

白押し目的ではなくゆっくり周遊を楽しみたい

リピーターが多いように思われました。

チビタベッキア港に停泊中

のシルバー・スピリット

（改装による延伸の前）
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オールインクルーシヴの検証
　日本ではクルーズ代金に含まれているインク

ルーシヴな種々のサーヴィスの対価を「無料」

と無神経に表現する人が多すぎます。追加料金

なりテーブルチャージ料名目なりで別途料金が

徴収される場合は「有料」という表現となる

のですが、追加料金が不要というのは、基本料

金やクルーズ会社の利益に貢献した見返りのリ

ピーター特典にそれらの代金が含まれていると

いうことであり、都度、金額をカウントしない

だけであり、相当する代金は前払い一括支払い

済み、もしくはリピーターとして船会社に利益

貢献したクルーズ代金の内の極わずかな割引に

相当するため基本は有料のサーヴィスです。「無

料」＝「タダ」＝「得をした」と思わせる悪質

な言葉の誤用です。

　さてシルバー・スピリットの場合、スパや一

部のレストラン、フランス料理と SUSHI のディ

ナー以外は、テーブルチャージ相当の追加料金

は不要、そして特定高級銘柄以外のアルコール

は、オーダーごとのカウントにはならず、イン

クルーシヴとなっていました。アルコール好き

の人にとって見れば “飲み放題” と受け取られ

るかもしれませんが、泥酔するまでアルコール

を飲む客などはシルバー船では想定されていな

いとおもいます。

　当方もですがアルコール好きの人でも、朝食

にスパークリングワイン（当方のキャビンはス

プマンテ）、ランチにワイン二杯程度、オプショ

ナルツアーから戻ってビールなど一杯、夕食前

のアペリティフなどでスパークリングワインか

カクテルを一杯、夕食時にワイン二杯程度、ア

フターディナー時にアルコール類一杯程度の消

費量が標準的でしょう。ワインに換算したとし

て一人 4 から 6 杯／日程度、多くともボトル一

本程度です。シルバーシーが仕入れているイン

クルーシヴの酒類の原価は不明ですが、日本の

小売店で末端小売価格一本 1,000-1,500 円（レ

ストランでのボトル価格が 4,000 円ほど）程度

の赤ワイン、スパークリングワインで日本の小

売価格で約 2,000 円のものが提供されていると

想定すれば、流通を想定すればラインの仕入れ

はボトルあたりで概ね数百円から 1,000 円まで

と推測されます。さらにワインをきちっとした

単体での価格で販売するならソムリエ職が必要

になり人件費が発生することになりますが、こ

の船ではソムリエ職専門として働いているソム

リエはほとんど見かけませんでした。本来なら、

ワインリストのメンテという在庫管理と定期

的な印刷し直しが必要な厄介な作業が発生しま

す。インクルーシヴでないと仮定すればクルー

ズカード等で会計処理されることになるので

すが、会計処理の手間よりはソムリエの配置確

保と在庫管理の手間の方が大きなコスト要因と

なってきます。

　シルバーシーはレストランをセールスポイ

ントとしていますので、ワインの選択肢は多

いほうがよく、かつそれなりの富裕層が乗る

船ですから、いわゆる高級ワインも有料で船内

においてあるのですが、有料のワインを頼んで

いる客は少なくとも乗船期間中の当方が利用し

たレストランでは見かけませんでした。このこ

とを振り返って考えてみると、各レストランの

メニュー内容や内装設備などが超高級ワインを

求めるほどでなかったこと。ドレスコードがブ

ラックタイ指定での着飾ってのディナータイム

フレンチレストランには Château Margaux や

Château Pichon-Longueville Comtesse De Lalande

などがとりそろえてある。料金別途。
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が設定されていなかったこと、また航海海域の

関係かもしれないのですが、イタリア産などの

そこそこのワインが日々、銘柄を変え用意され

ており、わざわざ有料のワインリストをチェッ

クしてワインを選ぶ必要性を感じなかったこと

があげられます。

　船側にとってみれば、ソムリエ職がほとんど

いらないという人件費削減の隠れたメリットが

あるのでしょう。シルバー・スピリットのレス

トランにおいて、ソムリエ職的なサーヴィス要

員はいないことはなかったのですが、実質ウェ

イター業務と兼務で働いていました。私が少し

親しくなったインドネシア出身のウェイターは

ウェイターとして船上のサーヴィス業のキャリ

アを始め、その後マネージャーからの勧めでソ

ムリエの勉強を始め資格を取得したとのことで

した。ウェイターのワインサーヴィスにおいて

はワインの在庫の内容や知識を習得さす教育や

期間が不要で、ウェイターでサーヴできるとい

う大きなメリットがありあります。

　客は酒類をがぶ飲みしないという前提に立て

ば、一人一日、想定原価千円程度でインクルー

シヴをうたい高級船というイメージを打ち出

すことは有効と言えるでしょう。ラウンジなど

のカクテルの原価などはしれているのは当然で

す。アルコールを飲まない人にとっては余分な

お金をクルーズ代金に込みで支払うことになり

ますが、その推定される金額に目くじらを立て

る乗客にとってインクルーシヴという料金制度

の船は乗らないほうが良いのかもしれません。

　“オールインクルーシブ " という用語が日本で

実質的に広まったのは、今から 40 年ほど前、

地中海クラブ（現、クラブメッド）が日本で営

業展開をした頃だったと記憶しています。地中

海クラブはファミリー向けのアクティビティを

中心としたレジャー村での生活を基本としてい

ましたから、水着やスポーツ着で気楽に飲食す

るのが前提です。当時はアナログのキーが一つ

で、LAN 回線での経理処理などはできない時

代でした。さらにフランスなどでの普通のワイ

ンなどは安いものですからソフトドリンクも含

め、わざわざ濡れた手の子供などににサインを

バックヤード

の高級ワイン

の酒庫は管理

が厳しい。

クルーズ代金に

含まれた普通の

ワインの箱。

銘柄の選定は、大量生産の

醸造元ではなく、流通範囲

が狭い銘柄が多いようだ。

価格帯はごく普通のものだ

が、品質は概ね良かった。

ラウンジでの夕

食前のスパーク

リンワイン。

（布製のコース

ターあり）

椅子の張地はモ

ケットの高級品。
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してもらい、その伝票を集計して清算するなど

非現実的で不合理なことをせずに、全ての基本

サーヴィスは代金に含まれるというオールイン

クルーシヴの料金体系を採用したのでしょう。

　以前、経済関係で影響力を持っている新聞

社の系列の雑誌においてシルバーシーの乗船リ

ポートがタイアップ記事として掲載され、“オー

ルインクルーシブ” があたかも高級で洗練され

進んだサーヴィスであるかの案内がされていま

したが、インクルーシヴのシルバーシーの船が

絶対的に高級ということではありません。むし

ろ上品なカジュアル船と捉えたほうが正しいか

もしれません。いっぽうで、間違っても “飲み

放題” 的な居酒屋のシステムと同様にとらえる

ことだけは避けてもらいたいものです。

キャビンでバトラーがスパークリングワインを準

備してくれる（コースターはクルーズの最後まで

用意されなかった）。

ラウンジで夕食前のアヴァン・アミューズ。

レストランのオペレーションの問題
　SPIRIT はオペレーションやレストランスペー

スに問題を抱えているということが、乗船前の

フレンチ・レストラン予約時に、また具体的に

は乗船後にいくつかの問題点で判明しました。

乗船前にデッキプランなどで、いわゆる大食堂

（一回制）以外のレストランの床面積や収容人

数の概要は想像できていたつもりだったのです

が、過去の他のラインのクルーズでは経験した

ことがない、まさか？という事象もありました。

　先に少し触れた、有料レストランの予約制度

についてですが、事前に日本の代理店から説明

を受けていたように、フレンチ・レストランに

おいては出発前の申し込みで、日本を出国前の

段階ですでにウェイティング状態であり、乗船

してから再確認が必要という連絡を得ていまし

た。乗船した後に、当日や前日になって “予約

しようか？” というゆったりとした予約は通用

しないという情報でした。有料レストランにお

いては席取りゲームがあるのです。リピーター

が、クルーズ予約と同時に毎晩フレンチレスト

ランのディナーに予約希望を入れるということ
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が原因であるとの ICM 社の説明を受けてい

ました。有料のフレンチ・レストランで食事

をとりたいリピーターはほとんどすべての夜

に予約希望を出しているとのことで、運よく

予約が取れればラッキーというスタンスな

のです。したがい、真面目に日を指定して予

約を入れたい乗客にとっては大変な迷惑であ

り、仮予約希望をベースに予約をコントロー

ルされたらたまったものではありません。予

約希望であふれる状況では何が本当の希望

かわからなくなる船側も困ったものでしょ

う。ですから実際に乗船して、即、レストラ

ンの予約調整の作業が、指定場所にて行わ

れるのです。この乗船後の調整は乗船時に案

内はあるのですが、この場所に指定時間中に

赴かないと、乗船前の予約希望は取り消され

るようです。実際に予約調整の場に行ってみ

ると、テーブル単位をもとにした事前の予約

作業（コンピュータ処理）はかなりアバウト

のようで、先着順でテーブルを押さえている

わけでもなさそうでした。要は実際に乗船し

てから、（再度）予約の確認を受け付けるとい

う形で調整を行うシステム運用になっていたに

違いありません。このことを冷静に見てみます

と、有料レストランの収容人員が、船全体の乗

客数や、販売されているそれぞれのクルーズの

日数とマッチしておらず、結果として有料レス

トランのキャパ不足が発生する短いクルーズが

（左上）有料レストラン La Champagne( 現 La 

Dame、基本コンセプトは同じ）

（右上）ドーバー・ソール、カマンベールブイヨン、

La Champagne にて

（下）La Champagne のフランス語と英語のメ

ニュー、料理名上段がフランス語、下段が英語

で少し細く説明単語あり。
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多いことになります。また追加料金自体にそう

高額な印象を抱かない乗客層が多いからでしょ

うか、計画的にレストランを予約するのでは

なく、予約が取れればいつでも有料レストラン

を利用してもよいという乗客も多いからなので

しょう。なおシルバー・スピリットの 2018 年

の改装においても、有料レストランの席数が大

幅に増えたということはないようです。有料レ

ストランをゆっくり、何回も楽しみたい場合は、

ロングクルーズに乗船すると予約が取れるチャ

ンスが増えるということになるのでしょう。

　ランチ時はブッフェにもなるイタリア料理レ

ストランが、夕食時は形式的には要予約（追加

料金不要）、プールサイドのステーキ・海鮮レ

ストランもディナー時は要予約（追加料金不

要）、SUSHI レストランはランチ時は予約不要

の追加料金不要だがディナー時は要予約、要追

加料金、フランス料理はディナーのみ営業の要

予約・要追加料金となっていました。夕食時に

は原則的に予約が必要というのは、行ってみた

ら満席で待たされるということが無いよう、ま

た満席の場合は空くであろう大まかな時刻を

乗客に知らせるという点で正しい運用と言えま

しょう。SUSHI レストラン（ディナー）とフ

ランス料理レストランが要追加料金なのは、当

方のほぼ間違いない推測ですが、SUSHI レス

トランのランチでは高額な材料は昼夜兼用のメ

ニューにのっていても昼は除外されますし、フ

ランス料理レストランは、もっとわかりやすく

て高級素材を使った料理などをメインに揃えて

いることから、追加料金不要のレストランで供

される料理よりも高い食材を使用したメニュー

構成となっていました。高い素材を使った料理

が美味しくて、安い素材の料理が美味しくない

ということはまったくないのですが、せっかく

の優雅であるべきクルーズですから普段あまり

食べない高級素材を使用した料理を賞味したく

なるのは自然のことでしょう。

　結局のところ、椅子取りゲームに参加してい

ない、もしくは椅子取りゲームから脱落した乗

客は The Restaurant（乗船時の名称） という大

食堂に営業時間内に赴くことになるのですが、

The Restaurant の内装やカトラリーも食事も良

いので、有料レストランの席不足が大きな問題

になっていないものと思われます。

　ではフレンチ・レストラン La Champagne

（現 La Dame） が内装や食器が豪華かといえば

そうでもないのが面白いところです。世評で

はそこそこの評価のはずであり、フレンチ・レ

ストランは料理を得意とするホテルの加盟団

体 Relais & Châteaux® と提携していたのです

が、皿など食器は中級品で内装も特に豪華とは

思えませんでした。ただしそこそこのワイング

ラスがあらかじめ並べられているなど一定のレ

ベルを保っているのも事実です。料理の内容は

可もなく不可もなくで特に印象に残るものでは

ありませんでした。また メインのレストラン

The Restaurant は広いものの区画を仕切るパー

ティションが有効に配置されていたりして、落

ち着いた雰囲気を醸し出していました。The 

Resutaurant の席数は乗船時は 388 席とのこと

でしたので、2 人ベースで当時 540 名の乗客定

員であり、営業時間帯が長いので、満席になる

ことはまずないし、米国人乗客はスタート時刻

が早い人も多いのです。広くない他のレストラ

ンを予約制とすることで、この The Restaurant 

のキャパで十二分にディナーは対応できていま

した。（2018 年の増築改装では乗客数も若干

増え、２つの名称に分かれたこのレストランス

ペースの収容人数も少し増えているようですが

余裕ある運営は変わらないと思われます。）

大 食 堂 で あ る

The Restaurant

のウェイターの

配置図（乗船時）
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　問題は朝食のサーヴィス体制にありました。

レストラン接客要員の勤務シフト、キッチン

キャパのどこが悪いのか不明なのですが、この 

The Restaurant で朝食をとろうとすると、時

間がかかることを覚悟しなければなりません。

The Restaurant に来る乗客が時間帯によっては

集中し、キッチンの調理キャパがついてこれず

待たされるのではありません。本当にまばらな

客しかいないのに調理に時間がかかりすぎなの

です。そして、少ない客に合わせるのでしょう

接客要員がほとんど配置されていないのです。

食べにくる乗客がほとんどいないということか

ら結果的にそうなったのでしょうが、提供する

時間が決まっているルームサーヴィス用の調理

を優先しているのでしょう。“遅い” と文句を

言う客もいるのですが、得られる答えは  1. 急

ぐならセルフサーヴィスのブッフェへ行くか、  

2. 時間通り持ってくるはずのルームサーヴィ

スをとってもらいたいとのことでした。The 

Restaurant で朝食をとることができるのはオプ

ショナル・ツアー出発時刻に余裕があるか、ゆっ

くり朝食時間を過ごしたい人に限られます。ブ

ティッククラスで、毎日小さな港に寄港し観光

するのが謳い文句の船にしては、本来の食堂で

オプショナル・ツアーのスタート時刻を気にし

て食事をしなければならないのは、食事を売り

物としている船としては欠陥と思われます。な

おルームサーヴィスの朝食は一度だけオーダー

用紙が行方不明のトラブルがあった以外は、定

刻通りに部屋に届いたので一般的に時間がかか

るはずのルームサーヴィスが、この船ではかな

りレベルの高い給仕体制となっていると思えま

した。また急いで朝食を済ます方法としてのセ

ルフサーヴィスの朝食は、料理を自らが盛り付

けて、運ぶという、家庭や学食、社食と基本動

作が同じになります。非日常性ではなく日常性

で一日をスタートすることは洗練されたクルー

ズにそぐわないと思うのですが、ブッフェには

強固なブッフェ肯定派もおられるのですが、足

腰が弱くなった老人や、杖が必要な乗客も多

い熟年層を対象にしたクルーズ船で、高級サー

ヴィスをうたうなら、皿やトレイを乗客に運ば

すことは乗客へのもてなしの基本から外れると

いうことを認識していただきたいと思います。

高級路線ラインのご自慢の一つである乗客と乗

員の総数での人員比はこういう場面で、具体的

意味を成さないことと理解されることとなりま

す。

The Restaurant ほか大半のレストランの
タブレットオーダー受注について
　紙メモではなくタブレットに指タッチで入力

方式であり、配膳もこの入力されたデータによ

るので、受注ミス、作り忘れ、配膳ミスは生じ

ませんでした。特に感心したのは、この船のメ

ニュー構成が、一般的な西洋料理のメニュー記

載方法からすると、少しバラエティーに富み、

シルバーシーの料理の表現方法に慣れているリ

ピーターでない場合、メニューのタイトル文字

から想像しにくいものが少しあります（P16 の

メニューだと同じドーバーの舌平目でもカマン

ベールとノルマンディースタイルの二つが載っ

ています）。したがって、前菜的な料理を二

皿、メインは無し、とか少し変則的にメニュー

を選びたい場合はウェイターに具体的な料理の

量を尋ねたほうが良い場合も無きにしもあらず

です。細かい調理方法に対し注文を付けたい場

合でも、このタブレットのプログラムには各調

理の注意事項などが表示されるようになってお

り（一部の画面を横から確認したにすぎないが）

注意事項やキッチンへの伝達事項がタブレット

に入力できるようになっているようです。

　話は戻りますが、クルーズの予約段階で健康

状態の事前申告が求められていました。私は塩

分摂取を注意すべき状態でしたのでその旨事前

に文書で ICM 社へ提出したところ、乗船後、則、
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食事制限があると申告した乗客はレストラン

に集められ、出した申告がレストラン・マネー

ジャーに届いていることを知らされました。実

際の調理にどこまで健康上の注意が生かされ

るかは別として、データ上も顧客管理ができて

いるという安心感を得られましたが、訴訟社会

の米国の乗客を主要顧客とする船ならではと感

心しました。シルバーシーはモナコ・モンテカ

ルロの会社ということで、諸会議などはモナコ

で開催されるとのことですが、オペレーション

はフォートローダデルの事務所が担当している

との話も聞きました。クルーズ船の安全衛生に

かけてはアメリカ基準が事実上スタンダードと

なっているのですから、乗客数が多くないとい

うブティッククラスでの顧客管理のしやすさも

あるのだと思われます。

　その他のレストランについては、プールサイ

ドの石焼（熱せられた瓦状の石で焼く）は肉汁

が落ちない、大きな有頭エビと肉が並べて出て

くると、少し食欲が引きましたし、風向きによっ

てはかなり煙が体や服に染み付くワイルドな楽

しみが味わえました。SUSHI はランチのみ利用

しましたが意外に悪くありませんでした。職人

はベトナム系に見えましたが、今どき日本で職

人を経験した職人を確保するのは難しいでしょ

うし、材料も築地で入手されるものと比較して

はいけませんが、世界の食糧事情は似通ってお

り、日本の普通の寿司店と大きな差はありませ

んでした。

　2018 年の改装によるレストランの変更に

ついて簡単に触れておきます。改装前は The 

Restaurant という名称だった大食堂が 2 つの

レストランに分けられました。一つはシー・

フードのレストラン ATLANDIDE、もう一つが

夕食時のみ営業の、インド料理、ヴェトナム料

理、タイ料理の INDOCHINA というレストラン

です。フレンチ料理は、名称が　La Champagne

から La Dame に変更。寿司の SEISHIN は変わ

らず。プール周りのデッキ 9,10 にあった石焼

き THE GRILL の上層階のデッキ 10 の部分が 

SPACCANAPOLI という名称のイタリア料理に

変更されています。また　デッキ 8 の STARS 

SUPPER CLUB が SILVER NOTE という名に変

更されています。整理しますと、従来は西洋料

理全般、イタリアン、フレンチ、アメリカ的グ

リル、寿司だったものに、アジアン三種類にピ

ザ系イタリアンが加わりバラエティさが少し増

えたといえます。  

シーフード＆ステーキ、石焼き　THE GRILL

寿司の SEISHIN　ランチ

黒ずんだステンレスのデザートカップ。これだけは

まったく高級感はなかった。
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レストランメニューの記載内容などについて
　多民族国家米国やヨーロッパの乗客にとって

みれば、英語で書かれ、使われる料理単語で英

語以外のフランス語やイタリア語が混ざるこ

とに抵抗はないかもしれません。メニューは

具体的な調理の説明も併記されていますし、使

われる材料からして突拍子もない料理が出てく

ることはありません。料理を売り物にしている

シルバーシーのレストランですからメニューの

記載方法も、深読みしなくても良いのですが一

ひねり二ひねりされた記載のものも見受けられ

ます。 The Restaurant の当日のメニューは事前

に各キャビンに届けられており、ざっと目を

通し、何を注文しようか？あらかじめ下読みし

て候補を絞っておくことが可能なのは評価でき

ました。追加料金要のフレンチ・レストランの

メニューはフランス語に英語の説明添えとなっ

ていました。美食家を満足さすための料理です

から客の方もそれなりの料理の知識が必要とな

りますが、料理、調理は地域性や歴史、料理人

の創意と工夫と流行がミックスしたものですか

ら、知識を積み重ねた上で料理人の創造性を楽

しむことができれば最高でしょう。

朝食のルームサーヴィスについて
　朝食のルームサーヴィスは A4 サイズ折りた

たみで 2 名分のメニュー兼オーダー用紙を用い

てドアの外にかけての発注です。サーヴされる

時間帯は 6：00 から 10：00A.M. の間で、サー

ヴされる時間帯は 6：00-6：30A.M. のように

30 分間区切りとなっていましたが、実際の配

膳はこの開始時刻から 5 分以内でした。一人の

バトラーで朝食のルームサービスの配膳は多く

ても 5 部屋程度とのことでしたから、注文時刻

が重なった場合でも誤差はおおむね 15 分程度

とルームサーヴィスとしては的確な体制だと言

えるでしょう。

　シルバー・スピリットの食事の評価が高く

なるのは、選択肢が幅広いということにある

と考えられます。ルームサーヴィスの朝食のメ

ニューをみても、幅広い選択肢が示されていま

した。一つだけ原文で実例をあげておきます。

＿ は数字、□はチェックを入れる□です

FROM THE GRIDDLE

＿ □ EGGS   □ EGG BEATERS SERVED

　 □ SCRAMBLED  □ FRIED   □ POACHED 

　 □ BOILED( ＿ MINUTES)    □ BENEDICT

  　　SERVED WITH  

        □ ENGLISH BACON 

        □ CANADIAN BACON 

        □ AMERICAN BACON

        □ LINK SAUSAGE  

        □ CORNED BEEF HASH  

        □ GRILLED TOMATO

        □ BAKED BEANS     □ HASH BROWN

        □ FULL ENGLISH SPECIAL

OMLETTE  □ PLAIN  □ HAM   □ CHEESE 

       □ MUSHROOMS   □ ONIONS

       □ PEPPERS   □ HERBS

SOUFFLE    □ BACON AND SPINACH 

    □ ARTICHOKE AND SPINACH

    □ CUMIN-SCENTED EGG-WHITE OMLETTE 

         FLORENTINE

　作る方からすれば、ほぼ同じ調理の料理にお

いて、加える材料をどうするかだけの違いです

から、調理の手間はそうかわりません。材料の

ストックやストックスペースも、種類が増えた

からと言って単純に比例して増加はしません。

船内で焼くパン類なども極端に種類を多く用意

しない限りパンを焼く機械が足りなくなること

はありません。選択肢を増やし対象の種類を増

やすことは、少しだけの手間などの増加で、顧

客の満足度を高める効果があります。もちろん
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調理の種類が全く異なり、調理器具も専用のも

のを使うような料理の種類を多く用意する場合

は、調理人の技量、調理器具（置き場も含め）、

食器、材料の保管場所、材料の調達港など、準

備の対象が広がってきますから限られたスペー

スと設備の船上では限度があるのですが、一般

的な調理のジャンル内にて選択肢を広く提供し

ていることで、シルバーシーは食事に力を入れ

ているラインという世評を獲得できているのだ

と思われます。

　総じて、シルバー・スピリットのレストラン

の調理自体は不可のレベルはなく、かといって

超絶賛するレベルでもありませんでした。普通

に美味しく食べられる、良い料理を提供してく

れる良いクルーズ船と言えるでしょうか。食事

の場所が制約され、お仕着せの料理を文句も言

わず食べるか、毎日のメニュー選択に苦労しが

ち、もしくはライン側が勝手に組み立てた選択

肢が殆ど無いコース料理が主流の多くのクルー

ズ船と比べシルバー・スピリットは、好みの料

理を船上で食べられる可能性が高いという食に

関しては充実したクルーズ船ということができ

ると思います。

　午後 10 時から始まるシアターでのショー自

体が規模・レベルなどから限界があるため、無

理にショーの時間に合わしてまで食事をとらな

くてよい、という乗客も多いのでしょうか、食

事はゆっくりおいしい酒とともに楽しむもの、

という基本姿勢を大切にする乗客にとっては、

評価は悪くはならないというゆとりある船でし

た。

　またフレンチ・レストランの料理自体

が、一部の高級材料を用いたもの以外は The 

Restaurant と内容やレベル的に大きな差がない

ため、手間をかけて席取りゲームに参加してま

でして食べる必要もないので、とりあえずフレ

ンチレストランは予約希望を入れておくが、ク

ルーズ中に一回程度食事ができれば十分であ

り、The Restaurant も超高級感はないものの、

良いレストランという評価になっていると思わ

れます。

　料理自体は、ありがたく頂戴し賞賛・絶賛し

ないと叱られそうな能書きや演出の料理が出て

くる飛鳥 II やにっぽん丸と比べて、シルバー・

スピリットの料理の方が素直で素材の持ち味を

十分に生かしていると感じました。

　何でもかんでも添乗員が手配してくれる団体

旅行に慣れきっている日本人旅行客には乗船前

のレストラン予約、乗船後のレストランの予

約確認作業、メニューの解読など少し敷居が高

く感じることもあるでしょうが、欧米のリピー

ターが多いラインのレストランや全体の運営の

良さを感じることができる船でもあります。

　当方の乗船日にニースで下船したクルーズで

は日本人団体が 20 名ほど乗船していたとのこ

と、ICM 社では年に 2 回ほど ICM 社員が乗船

添乗する団体向けツアーを企画するとのことで

した。

キャビンについて
　あくまでも乗船時点での 509 についてのみ

であることを了解のうえお読みいただきたいと

思います。

　このキャビンは初めて足を踏み入れた際の初

印象は悪くないが期待したほどの高級感はない

というレベルでした。

そして実際に生活を

始めると良いところも

いくつかあるが、詰め

が甘い設計と設備、備

品の採用など、どちら

かというと問題も多い

キャビンでした。

廊下側からバスルームの床などを見る。バス

ルームの床は木目調の樹脂床。人工石材によ

るボーダーと高級感にあるれているのだが・・
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一見高級感があるところ
　バスルームの床が木目調であり人造石のボー

ダーが貼られている船は初めての経験でした。

バルコニーの床に木のスノコが置かれており、

清掃で煤やゴミがすのこの下に落ちるため目に

見える部分はきれいでした。

　居間、ベッドルームそれぞれの壁面一面がミ

ラーでかつそれぞれのミラーの裏側にテレビ埋

め込み（リモコンは共用で一個）テレビは船内

LAN 接続のインタラクティヴ（下記に記述する

が使い物にならない欠陥品）と、よく推敲され

たと思える設備が導入されていました。

　アメニティは私の部屋の場合、二種類が用意

されていました。一つはホテルなどでよく見か

けるブルガリですがボトルのキャッ

プがグリーン色の “thé vert” シリー

ズ、もう一つがドイツのセバファル

マ 社 Sebaharma の Sebamed® で、

Sebamed はヒンジキャップでボトル

本体の形状が滑りにくく、片手での

キャップの開閉操作もスムースにで

きる形状のものでした。ブルガリも

キャップが跳ね上げ式のヒンジ式でしたが、少

し爪の先で開けにくかったのですが、双方とも

ボトルの胴が円柱形でなく、キャップも円形で

直径が小さく摩擦が生じない回しにくい形状の

ものはではなかったので良としましょう。

　ルームサーヴィスの食事対応のためテーブル

を拡張する板をうまく採用していたりベッド

ルームの足の方を通路としてうまく設計されて

いましたが、ベッドの足元の通路となる幅はあ

と 10-20 センチほど広いと歩行の際の余裕が生

まれると思います。

　乗船後まもな

く、バトラーが

うやうやしく扇

型の金属トレイ

の上にトイレタ

リーのミニボト

ルを並べて銘柄

の説明をしてく

れた。

　左が Sebamed

でノッチの長さ

10 ㍉、 右 が ブ

ルガリで 8 ㍉。

高さもわずかに

違う。

他のクルーズ船などで使われていたボトルの形状
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　居間部分とベッドルーム部分を区切るドレープとしっか

りしたカーテンボックス。このカーテンの壁側の下に折り

たたみのテーブルトップが収納される。天板の裏側にはガ

タツキを吸収するクッションテープが貼られている。

　ベッドの足元のキャビン入り口と居間部分をつなぐ廊下

部分は余裕がなく、カートも通れないしせっかくの楕円形

スツールも使えない。壁面は鏡なのだが、ここの天板は奥

行きがあまりなく天板も角がアール付きなので化粧品の瓶

などを置いて化粧するには向かない。下部も奥行きが殆ど

無いので収納棚引き出しも中途半端になる。多分ベッドサ

イズの規格値を平面図上に置いて人間が通れれば良いとい

うことで部屋のサイズなどを調整した結果なのだろう。高

くないクルーズ代金の部屋なので我慢の範囲。

ゴミ箱の底には意匠性

のある紙シートが敷か

れている。
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ダメ手抜き設計
　バスルーム内のタオル掛けの不足および位置

が不適切・不完全でした。バスタオルかバスロー

ブ最低でも二つ、二人分で普通は四つ掛ける場

所（とフェイスタオル二箇所、と予備のタオル

置き）が必要なのですが。通常の姿勢状態では

バスルーム内には実質一つしか掛けられない設

計でした。バスタオルをかけるバーはバスタブ

の上方しかなく無理をしないとタオルを掛ける

ことができない位置にありました。バスタブの

上はシャワーを使用するとタオルが濡れる位置

です。つまり大サイズのリネンを下げるにはバ

スルーム内にはフック一つだけとバスタブの上

にバーが二つで、このバーは使いにくいとなる

と、四つ、最低でも二つあるべきものが実質一

つしか無いのです。バスルームの外の廊下に、

バスタオル、バスローブ掛けのフックが三つあ

りました。つまり二人使用の場合、濡れたバス

タオルのうち一枚は廊下に出て廊下の壁のフッ

ク（か位置が悪いバスタブの上）にぶら下げる

こととなります。

　洗面ボウルの信じ

られないが、よくあ

る選択ミスがまかり

通っていました。止

水 栓 が 手 で の プ ッ

シュ式はかまわない

のですが、水や湯が

あふれ出るタイプで

す。さらにボウルのヘリの位置が高すぎ、ス

パウトの高さと、コップとボウルのサイズ高

さが不一致で大変危険。ボウルの横において

あるガラス製コップに水を入れようとスパウ

トの下、ボウルの上にコップを持ってくる際

に、ほぼ 100％の確率でガラスコップがスパ

ウトに衝突する。気をつけないとかなりの確

率でガラスコップが割れます。危険！素人が

選択したのでしょう。混合水栓レバー式のレ

バーの位置と太さがなっていないものが採用

されていました。細い棒状、水栓の裏側後ろ

側の下に位置するため、手を伸ばし細いレバー

で微調整を強いられるのですが、当然うまく

調整できません。見た目優先は狭いところで

はだめです。

　普通のタオルの長さ選択ミス、要はタオル

の長手方向の長さが短く、タオル掛けバーに

かけてもタオルの重心バランスがわるく、バー

の断面が円形状で滑るため、タオルが床に落

ちる。何も考えずタオルのサイズを選択して

いるとしか思えません。

　トイペレットペーパーのロールホルダーの

位置が全くダメで、このような位置を選んだ

設計士は経験が浅いに違いありません。上半

身を回しにくい状態で、ほぼ横の背中方向に

腕を無理にまわさないとペーパーの端をとら

えられない、視界に入れるのも難しい位置の

取り付けでした。人間は軟体動物ではありま

せん。誰も実際にテストしないまま無責任体

制でゴーサインが出たのでしょう。

　ストレスがあってはならないバスルームだ

けに、デザイン事務所のチェック体制のレベ

ルが低いのか、担当の設計士がいい加減に仕

事をしたのか、フィンカンティエリが悪いの

か、発注側がチェックせずｏｋを出した仕様

なのかはわかりませんが、過去に乗った船の

中で、一見デラックスさでは上位ですが使い

勝手としては最低のバスルームでした。

バスルーム内でタオル

大サイズかバスローブ

（二人なら計 4 つ）を

吊るす箇所は実質一箇

所しか無い。バスタブ

上のバー二本の位置は

シャワーで濡れるため

不可。廊下にフック三

つはあるが。
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オーバーフローホールがない洗面ボウル、排水

栓はハンドプッシュ式。　混合水栓のレバーは

細い棒で取り付け位置も低く微調整が非常にし

にくい。洗面ボールのヘリが立ち上がっている

こともあり、デザイン優先で使いがっては最悪

だが、この組み合わせはたまに見かける。

鶴首状のスパウトと洗面ボウルの上のヘリの間の間隔が、

ガラス製コップのサイズがなく、ガラスコップを注意して

傾けない限り、スパウトかヘリにコップが当たり危ない。

タオルの長手方向が短いためバーからすぐ滑り落ち

る。タオル使用後、少しだが神経を使ってバランス

をチェックするという余分な作業が発生する。
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　一見しただけでも、ペーパーホルダー

の位置が悪いのは解るのだが、実際の使

用時においては、便座と洗面台の側板の

長さが狭く、モモ・膝は洗面台の下部の

空間部分に少し入る姿勢となる。

　トイレットペーパーが影の位置にな

る。そして体の上部は洗面台の側面の

タオル掛けバーにほぼ接触する体位と

なる。すると座った状態ではペーパーを

しっかり見ることが難しくなり、左手（無

理して右手でも）でペーパーの端を捉え

るのがほぼ困難。フラッシュボタンの位

置も良くない。

　前述のベッドルームのベッドの足元の

廊下部分の狭

さとも原因は

同じ。バスタブ

の設置の長手

方向の長さを

基準として無

理やり部屋全

体の長さを節

約しようとし

た結果だろう。

　この状態の解消は、洗面の側面のティッシュの下の裏（紙

が濡れないため）に特殊金具でトイペの位置変更するか、洗

面台の奥行き変更か部屋のユニットのサイズからの見直しが

必要だろう。つまり全面改装以外は解消が難しい？

　狭い居住空間の設計の難しさがわかり易い例であるが利用

者としては許せない設計だ。

客室廊下幅もA4サイズで簡易採寸。鏡設置は良いし、

ちょっとした棚も悪くはないのだが、その為に通路を

広げる必要があり、どっちもどっち。
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客室の造作や備品について　

　ミラー埋め込みＴＶ（フィリップス製）が居

間部分とベッドルーム部分の壁面に計二台設置

されていました。リモコンは一台で TV 二台の

共通セッティングでした。チャネル切り替え等

リモコンの性能、反応が悪すぎました。さらに

OS が何だったのかは不明ですが、インタラク

ティヴの OS の処理速度が非常に遅いものが採

用されていた可能性が高く、故障か？と思える

ほどの不愉快さを味わいました（日本でも初期

の Android テレビの反応の遅さは有名であり、

同 OS を採用したメーカー品は欠陥品ではない

かと騒がれたことがあります）。今回は二台と

も、リモコンの電池が切れているのでは？と思

えるほど反応が無い、あってもリモコンを向け

る方角がむつかしい、長押しなど押し方にコツ

がいる、など、イライラどころでは済まない不

愉快なＴＶでした。さらに輪をかけて不愉快な

のがＬＡＮでメッセージなどの確認ができる仕

様となっていたのですが、ＬＡＮへの切り替え

が遅い、切り替わってもメニュー階層を進むと、

とたん、先が進めなくなり、無意味な画面で止

まってしまう。メッセージ有りで確認するとど

うでもよいＰＲメッセージだったりと、時間の

無駄どころか心底不愉快になる設備でした。リ

モコンを TV が裏に設置されているミラー壁面

に向けて投げつけたいほどのストレスでした。

事前に送付されてきた船内設備の説明書にもわ

ざわざテレビリモコンの説明のページがありま

したし、部屋には A4 大のリモコン説明書が単

票で置いてある理由は、要はリモコンとインタ

ラクティヴ TV が実用に耐えられるレベルでは

なく苦情が絶えないということだったのでしょ

う。当方は 2004 年就航の QM2 に 2006 年乗

船し、当時まだブラウン管式だったキャビンの

船内テレビで、テキスト形式の電子メールを陸

と送受信したことがあります。当日のレストラ

ンのメニューを予め船内テレビでも確認できる

完成度の高いものでした（本来は食事時間前に

客室からレストランにワインを事前に発注もで

きるシステムと就航前にアナウンスされていた

が、その処理は実現できていなかったが）。そ

の後、日進月歩のネット環境の整備技術の進

歩があったはずなのですが、シルバー・スピ

リットの客室 TV に関しては液晶パネルの薄さ

以外は退化したと判定せざるを得なく残念でし

た。2018 年の改装において TV の不具合さが

解消されたかは不明ですが、TV の製品寿命か

ら少しはマトモな TV に変更されているものを

期待したいものです。いずれにせよ、思いつき

や、新しものを推薦する納入業者やデザイナー

の言うことを検証せずに鵜呑みに採用する設計

や造船所や発注者の責任者は、一度で良いから

クルーズ代金を自己負担して乗船し、自分が採

用を決めた器具などの使い勝手などを船上で自

ら体験すべきでしょう。安易な仕様決定は乗客

に対し大変失礼であるし、反省しない原因者が

失敗の積み重ねを誇るべき実績として誇示する

ことはよくあることです。こういうことはベル

リッツやスターンズは評価項目のリストには設

備項目の有無だけで評価しているのでしょう。

本来の評価とは設備の有無ではなく使い勝手を

チェックすることなのですが。

ミラーの裏に設置され

た TV。TV を ON に し

た場合でもミラーの反

射は気にならない。OFF

の場合は TV パネル位置

も通常のミラーでよく

考えられている。

反応が鈍く角度や

押し方にもコツが

いるやっかいなリ

モコン。
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電源アウトレットの不足
　携帯端末、デジカメが一般化する少

し前の仕様なのでしょうがコンセント

が明らかに不足していました。さらに

欧米の乗客があまり使用しないと思わ

れる iPhone スピーカー兼目覚まし（目

覚ましはこれだけ、スピーカーとして

は安物になる。2018 年改装では Bose

が採用されたとのこと）が米規格コン

セントを一つ占拠しており、かつこの

器具の取り扱い説明書類がないという

不親切さでした。

居間部分の壁面下カウンタートップの角のコ

ンセント、アメリカ合衆国規格コンセントが

iOS 用目覚まし兼用スピーカーの AC/DC コン

バーターに占拠されており、もう一つはフラン

ス・ドイツなどのヨーロッパタイプ。

備品・雑品がちぐはぐ
　シルバーでは各客室でワインやスパークリ

ングワインがウエルカムシャンペン以外でもイ

ンクルーシヴで楽しめます。しかるに客室には

ワインオープナー（ティレ・ブション , コルク

栓抜き）はあるがシャンペン・クーラー（バケ

ツ）での氷が常備されていませんでした。さら

にトーション（ﾄﾙｼｮﾝ）・ナプキン、シャンペン

ストッパーが

用意されてい

ないという備

品の漏れがあ

りました。バ

トラーに聞く

と、マニュア

ルには定めが

ないそうで？

要望があれば

持参するとの

ことでしたが、

スパークリン

グワインを冷

蔵庫内に用意

しておきながらおきながら付随すべきアイテム

がそろっていないという一流では考えられない

サーヴィスと判断されてしまいます。また、ワ

イングラスなどの下に敷くコースターが標準仕

様としては備えていないルールとなっているよ

うでいちいち頼まなければなりませんでした。

上級のサービスならグラスには紙製などの埃

よけが被せられているのが普通です。一方、綿

製の折り畳みハンカチのようなコースターにも

ギリギリ使える ? 折りたたんだ少し黄変した布

（ちゃんとした布製のコースターはラウンジで

使われている）が 2 枚用意されていたり、高密

度のポリエステル繊維の眼鏡ふき（社名の印刷

入り）が用意されていたりと、チグハグ感がぬ

ぐえませんでした。ホテル部門マネージャーの

知識不足か怠慢なのかそれとも単にバトラーが

手を抜いていたのかは不明です。（高級サービ

スの定義もいくつかあり、客や主人が自らお茶

をいれるセルフサーヴィスなどは論外で、お茶

や、飲み物、必要な食器などは召使いに都度持っ

て来させサーヴさすのがあたりまえという伝統

的な高級なホテルもあります。）
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前ページの右上の写真の棚の状態で入室した。コースター

の準備がないワイングラス。ホコリカバーは用意されてい

ない。ということはこのキャビンは世間で言う上の部類に

は属していないことになるかもしれない。ウェルカムシャ

ンパンの準備がされていないのは、キャビンの代金として

そうかもしれないが、シャンパンクーラーがあるのに氷の

準備がされていないということは、いちいちバトラーに準

備を頼むという、本式の召使いの使い方をせよということ

だろう。使用人を使うというのも慣れが必要である。スプ

マンテはミニ冷蔵庫の中に冷やしてあった。

普通のハンカチのような小さなクロスなのだが、問題はシ

ワがあるものが折りたたんで置かれていることだ。クロス

やナフキンなどこの種の布類はシワの有無で新しいものか

どうかを判断するので、これだと使いまわしであるという

サインになってしまう。バトラーはそういう知識がないの

かもしれない。客としては中側が汚れているのでは？とい

らぬことを考えたうえ、当然不愉快になる。

ポリエステル繊維の拭きクロスであり、濃いグレーにシルバー

色の社名が印刷されており、ちょっとした親切心が嬉しくなる

のだが、このクロスも写真の状態で置かれていた。

この種の主にメガネ拭きのクロスは個人専用に使うものなので、

新品なら乗船の記念品として持ち帰り可と明示してもらえば評

価も高くなるし、早速使用して航海中、シルバーシーのブラン

ドを褒め称えることになったはずだが、実際はシワとたるみが

発生しておりホコリも付着した状態だった。皮脂などが付いて

いたらかえってレンズが汚れると思い使用しなかったし記念品

として持ち帰りもしなかった。　

　ベッドルームと居間の仕切りの

カーテン・ボックスはよくできてい

ました。

ベランダ側のカーテンも遮光性もよ

く遮光裏地の縫製もきちっとできて

いました。
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　高く評価したいのは、クローゼットに備えて

あったハンガーの種類と形状です。御婦人のイ

ヴニング・ドレス用からコートまで、特に木製

の社名入りハンガーは形状が二種類用意されて

いました。こういう些細なことがきちっとでき

ている部分もあるので、この点は他のラインも

見習ってもらいたいものです。

　まとめますと、いっけん綺麗で、よく考え

られていると思えるものも多いのですが、バ

スルーム周辺の細部の設計ミスと備品の採用ミ

ス、ＴＶがらみでストレスなど、くつろげるキャ

ビンという評価は与えるには及ばないという

感想でした。バスルーム関連のマイナス要因が

あるのに何故、世評がそう悪くないのか不思議

でもあります。他のタイプの部屋は設備の設置

状況において問題が少なかったのかもしれませ

ん。この船の客室の内装のデザインを担当して

いる事務所名は公表されています。フィンカン

ティエリが建造したＱＶ，ＱＥのキャビンの内

装を担当した事務所と紹介されています。イタ

リアはホテルや住設機器などはモダンデザイン

の使い勝手は別にして、ヨーロッパでも一・二

を争う高いレベルにあると経験からも判断して

いただけに、また、ラインの本部が世界有数の

富が集中し、高級ホテルが乱立するモナコにあ

るがゆえに、なぜこのような中途半端で誰が見

ても要指摘事項が少なくないキャビンができて

しまったのか？などをあれこれ想像してみるの

もクルーズ船を知る一つの教材なのかもしれま

せん。

共有部分について

エクステリア
　特に豪華というわけではなく、チーク床張

りのオープンデッキも一部のみでしたが、テ

ントの屋根の仕様は良い部材が使われていまし

た。オープンデッキの一部分は、雨水の排水が

考慮されていない部分もあり雨が降ると溜まっ

た水たまりがオープンデッキの床上を移動する

など、どのような設計上のチェックがされてい

たのか、笑えてくるところもありました。一つ

評価できたのは、プール周りの屋根のあるテー

ブルコーナー、左右両舷、ガラス窓の壁面の部

分に、日よけカーテンが設置されていたことで

す。取付方法は簡易取り付けの縫製なので潮風

に当たってもドック入り時などに洗濯しやすい

でしょう。

階段周りは床材

が三種類。

階段の上は樹脂、

踏み板は木製に

塗装、下の階は

塗装なしのチー

ク。同じでなく

てもよいがチグ

ハグ感を感じて

しまう。木目の

使い方や階段周

りは、本当はデ

ザイナーの腕の

見せ所なのだが。
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( 左）階段上部、

照明器具のあた

り か ら、 雨 水

が滝のように落

ちている。下の

デッキのテーブ

ル席あたりも倍

近い降水で大変

な状態。

（右）上のオー

プンデッキの

床の端には雨水

や清掃などの排

水溝（通常は 1 センチ程度の段差の溝）が無いため、

この上部デッキの大半の屋根がない部分の雨水は溜

まる一方であり、逃げ場を見つけて下に落ちる。

　なお、プリンセス船にも言えることなの

ですが、ファネルまわりに美的デザインが

採用されておらず、まるで工場プラントの

煙突のように、金属パイプがむき出しなの

は他の部分の外形デザインとコントラスト

にもならず興ざめです。銀色に輝いていて

よくあるプールサイドなのだが、天井はテント地をあしらったロープでの仕上げ、余裕あるベンチシー

トの並べ方、窓際のカーテンとハンドレールなど、無理せず自然なセッティングで良くできている。

も不釣り合いです。最新のシルバーシーの船は

少し改善されていますが、スピリットもそう古

い船でもないのにみっともないデザインがなぜ

採用されてしまったのか？それとも時代の流行

だったのでしょうか？
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船内案内板およびエレベーターボタン
　大きくない船なので、サインを頼りに目的の

公室に行くことは初日程度なので、案内板の文

字が大きくないなど、少し老人には不親切な

ところがあっても実用上大きな問題はありませ

んでした。一つだけ最後まで戸惑ったのがエレ

ベーターの階数ボタンです。写真をご覧くださ

い。京都弁でいうイケズな設計です。もう少し、

ユニヴァーサルデザイン的発想を持った人がデ

ザイナーにいなかったのでしょうか？何も考え

なかったのでしょうか？それとも意地悪でわざ

と混乱を仕掛けたのでしょうか？白文字ボタン

も黒ボタンも、ベースの板から独立して少し厚

みを持っているので、どちらもボタンに見える

のです。点字は黒ボタンの方に刻印されている

のですがわかりにくく、最後までどっちを押せ

ばよいか覚えられませんでした（反応が遅いこ

ともあり常に両方押していました。どっちで機

能したのか最後まで不明です。）

マジェスティック・プリンス

シーウィッチ（海の女神）と上部が焦

げた配管はそぐわないと思うが。

さらに整流板のような小さい翼。

誰も注視しない部分だし、ラインとし

ての外形デザインの方針なのだろう

が。各々のデザインの時代がずれてし

まったようだ。

シルバースピリット

デザイン的には考慮さ

れているのは解るのだ

が 4 本（前後）の太さ

と間隔が少し不自然だ

し、白を基調色として

いるのだから金属色む

き出しはやはり違和感

がある。
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ランドレット
　各客室階のキャビン方向に入った廊下部分に

一カ所ランドレットが用意されていました。プ

ラスチックの洗濯カゴが銀色のものが使われて

いたのは、船全体のデザインの統一性という点

からも合格点をあげたいと思います。もしこの

かごが黄色や赤色だったら、リピーター獲得は

無理でしょうから。ミーレの洗濯機乾燥機が一

箇所に二台しか設置されていないため、ロング

クルーズなどではあきらかにキャパ不足なので

しょうが、ランドレットが設置されているだけ

でもマシでしょう。優雅にクルーズを楽しみた

いなら下着も含めランドリーに出せということ

でしょう。日本船のように洗濯場が（ほぼ）一

カ所に集中の場合、洗濯場とキャビンとの行き

来が生活臭となるのに比べると基本は有料ラン

ドリーを使う方がスマートという考え方と考え

れば納得です。

写真には写っていな

いが可倒式のアイロ

ン台も備えられてい

る。

船内使用 用語のガイドと接客要員のゆとり
　ネイティヴの英語スピーカーでない限り、

ちょっとした言葉の使い方の差のニュアンスを

習得するにはかなりの経験が必要となります。

船内サーヴィスで使用する英語の丁寧さもライ

ンによって差異を感じることもあります。たと

えば、「レディーズ・アンデゥ・ジェントゥル

メン」で呼びかけるか「ハーイ・フォークス」

で呼びかけるかの差などがあります。ビールを

きちっとしたコースターを敷いた上品なグラス

とともに提供する船もあれば、バケツにビール

瓶をセットにして客に販売し、客はビール瓶を

ラッパ飲みするのが普通というクルーズ船もあ

ります。クルーズ業界の人件費の安さを求めた

求人の結果、今や五十ヵ国以上の国の出身者が

働く船も珍しくありません。彼ら彼女らの共通

語は、シルバーシーも含め大半の船はアメリカ

英語が事実上の標準語となっていますが、英語

でも各種のコミュニケーションにおいて丁寧な

表現があるので、接客要員は普通の英語学校で

は習わない丁寧表現の知識も必要になってきま

す。乗客の大半が裕福な熟年層であるシルバー

シーにおいては接客要員の言葉使いにまで神経

を配っており丁寧英語の使用が奨励されていま

す。シルバーシーの場合、スタッフはみな、心

に余裕がある人が大半だとみうけられました。

余裕があるというのは、収入もあるでしょうが、

小型船としてのクルー、接客要員へのメリット、

すなわちレストランなどが入れ替え制のところ

がないため、時間に追われてサーヴする場面が

ほとんどなく、ゆとりをもって対応できること

や、リピーターが多いため乗客とサーヴィス面

について、いちいち細かいコミュニケーション

を取る頻度が少なくて済むなどが、結果として

勤務にゆとりを与えているのでしょう。

英 語 で の 丁

寧表現ガイダ

ン ス。 食 堂

のバックヤー

ドの壁に掲示

されていたも

の。
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その他の公室関連
　シアターの客席は、飲み物を置く小さなテー

ブルが完備され、かつゆとりある横幅、前後席

の幅が確保されていました。

展望ラウンジのガラス面の材質、
設置角度と夜間照明の反射の問題
　今回の航路の中での見どころの一つに、メッ

シナ海峡の夜間通過がありました。昼間の通過

は 2011 年に経験済みだったのですが、二時間

ほどのスペクタクルであり、クルーズの楽しみ

の一つとしての陸地の夜景を楽しむことが挙げ

られます。展望ラウンジは外にも出られるので

すが、外は椅子がないこともあり、中で座りな

がら夜景を楽しむことになりました。展望ラウ

ンジの照明は照度を落としてくれていました。

が、なんと天井照明ほかが、ちょうど前方の（壁

面となる）ガラスに反射して外の景色の夜景を

邪魔するのでした。天井高、天井照明の位置と

照度、人の目の高さ、ガラスの表面の反射率、

ガラス板の設置角度などがすべて関係してくる

のですが、個々のガラスは上が前方（外側）に

出て、下側が室内側に傾いている設置角度だっ

たので、室内の天井照明が反射して目に入って

きたのです。昼間なら全く問題にならないので

しょう。雨の水滴の落ちる角度や空気抵抗など

からガラスの角度も決められているのでしょう

が、ガラス面の光の反射というのはガラスの採

用や設置において望ましい基準などはあるので

しょうか？

座っての陸地を見る視線の位置に天井照明が映

り込み、外の夜景がかなり見にくくなる。

リネンのシワ
　細かいことになるのですが、レストランの

テーブルの布製カバーが少しサイズが合ってい

ないことは許容範囲としても、シワがあるリネ

ンがそのまま使用されていました。多分、アイ

ロン機械を通す際の不具合だったのでしょう。

陸も含め普通のレストランならセッティングす

る際、シワがあるものは使用しないのがあたり

まえです。そのまま使用するのは従業員の甘え
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であり、マネージャーもチェックしていないか、

わかっていても許容範囲として認めているのか

もしれません。見る人が見ると非常にみっとも

なく、こういう些細なことが船の品位を落とす

要因と感じ取られてしまうかもしれません。

船内 Wifi について
　一人一日一時間まで追加料金不要。それ以上

の使用はいくつか有料のコース設定あり。速度

はたまに遅くなることもありましたが（海域に

よる船の集中状態？乗客の使用集中時間帯？）

通常のメール使用、ならびに静止画の閲覧にお

いては支障はありませんでした。

Wifi の 一 時

間を超える

利用の場合

の有料プロ

グラムの案

内。

物品販売について
　公室周りの廊下のほとんどの壁面を埋め尽く

している販売用絵画は、ラインの営業方針なの

でしょうし、絵画の実物を見て購買するギャラ

リーなどが無い街に住んでいる人が多い米国人

（アメリカの大都会というのは本当に数えるほ

どしかない）にとって、実物を見て気に入れば

購入するというチャンスが船上に用意されてい

るのは悪くはありません。価格的にも高額な物

は置いていないので、船内の装飾費を安くあげ、

かつ売り上げが期待できる売り場としての壁面

利用は悪いことではないのですが、他のライン

の船内展示とくらべ販売用の絵画の枚数が多す

ぎるために作家の説明を兼ねた値札と価格表示

が目立ちすぎます。広くない船なので区画を区

切ってギャラリーを設置するわけにいかないの

は解るのですが、度が過ぎると安物の展示即売

場的に見えてくるので高級ブランドのイメージ

を少し損なうかもしれません。

　いわゆる船内のブティックは申し訳程度の衣

料と宝飾品の販売スペースしかありませんでし

た。シルバーシーのロゴなどが入った記念品に

なりそうなものも販売されていませんでした。

安っぽいグッズを置かないというのもラインと

しての高級感の打ち出しとしては理解できます

し、衣料などは寄港地でショッピングすること

に任せれば済むことなので、合理的といえば合

理的なのかもしれません。

装飾兼販売商品の展

示がいたるところに

ある。右はレンブラ

ントで 7000 ドル。
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エンターテイメント
　正直なところ印象に残っていません。その理

由のひとつに、クルーズ期間中のエンターテイ

メントの中心的存在となるはずだったクラシッ

クを中心とした男女の歌い手のグループがいた

のですが、クルーズの早い時点で開催されたリ

ピーター向けの夕刻に開催されたパーティーの

様子の一部をたまたま会場外で聞いていたので

すが、聞こえてきたソプラノ歌手が歌うトスカ

の Vissi d'arte, vissi d'amore（歌に生き、愛に

生き）の後半が引きつった状態となっていたこ

とから、以降、この歌手たちが出演する出し物

は聴きにいかないことにしました。たまたま体

調不良かキーの選び方などの手違いがあったの

かわかりませんが、高音が届かない女性歌手の

姿を身近に見ることは楽しくありません。代わ

りと言ってはなんですが、ゆっくり夕食をとり、

食後はラウンジで軽くアルコールを楽しむ夜が

基本となりました。

船内新聞などの配布される書類の紙質と印刷
　事前に送付されてきたガイドブックの丁寧で

高品位な製本に始まり、船内新聞や簡単な案内

通知の文章に至るまで、使用されている印刷用

紙は、厚みやインクのノリなど、全てが完璧に

近いものでした。船内で配布される書類は基本

的に船内で都度、印刷されているはずなのです

が、今まで私が経験してきた多くのラインの船

内新聞などとは、紙質や印刷機の品質が数段優

れているものと、ひと目でわかりました。ひょっ

としたら特に急な変更がない場合の分は陸の

然るべき印刷所で印刷されているのではと思

えるほど綺麗な用紙にきれいな印刷でした。当

然といえば当然ですが紙のエッジで指の皮膚を

切ってしまうような仕上げのものは使われてい

ません。こういう、気にもとめなくて良いこと

がきちっとできているというのが、評価の高い

クルーズ品質の基本となっています。寄港地の

案内のカラー写真のインクの濃度も適切で、つ

い書類の中まで目を通すという効果も生まれま

す。毎日、数度目を通すスケジュール表もある

船内新聞だけに、この高品位な印刷物だけでも、

シルバーシーへの評価が高くなることは間違い

ありません。

寄港地　港　など
Nice
　簡易建物のチェックイン建物。たまたま雨で

したが、クルーの出迎え体制は最悪。チェック

インの建屋に着く前の車を降りる場所で、テ

ント内に置いてあった船の傘を使わしてくれな

い、補助の人がほとんどいないなどチェックイ

ン手続き前から超不愉快でした。

　発着場はいわゆる旧港なので大きくはなく客

船の乗降設備はなく、小型船と定期フェリー程

度（バースは専用の別の場所）の利用でした。

チェックインの建屋には乗組員向けの町の案内

地図なども置いてあり、そこそこ親切な管理と

見えました。場所的にはニースの繁華街からは

徒歩圏内なのですが少し坂を越えたりしなけれ

ばなりません。2017 年時点では空港へ通じる

トラムを新設工事中でしたので完成後は便利に

なるはずです。なお、ニースは海岸は砂浜では

なく石ころだらけ、町はごみごみしており市街

地はリゾートとは言い難い観光地です。

傘一つで三人、備え付けの傘があったのに使わせ

てくれない。本末転倒。サーヴィスを勘違いして

いる。他の乗客も証拠写真の為？撮影している姿。
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ニース港を東側から望む。画面右側の帆船はClub Med 2でシルバー・スピリットもこの位置に停泊する。

画面中央の少し右に停泊している小さく見える帆船は SEA CLOUD 社の SEA CLOUD II( 船籍はマルタの

VALLETTA、同社の日本窓口はアンフィトリオン・ジャパン株式会社 )。

写真の右の奥（建物で殆ど見えない）が旧港、写真の左の海岸線がいわゆるニースの繁華街。

ターミナル内にはク

ルーの為にも、港周

辺の案内が用意され

ていた。（写真右のパ

ンフレット）　　

Olbia　イタリア
　サルディニア島は初めての訪問です。サル

ディニアの北にはフランス領のコルシカ島があ

ります。入港したのは島の北にある Olbia とい

う港で、滞在時間と港の位置から Porto Cervo 

という別荘地での小休憩と Luogosanto という

町の郊外の Pietro Mancini というワイナリーを

訪問するオプショナル・ツアーに参加しました。

ここのワインは Vermentino di Gallura という

D.O.C.G（Denominazione di Origine Controllata 

e Garantita、統制保証付原産地呼称）となりま

す。樹木が少ない山並みの風景やチヴィタベッ

キア、リボルノ、ジェノバとを結ぶ充実したフェ

リー乗り場など、ブティッククラスならではの

寄港地を楽しめましたが、あともう一泊停泊し

て Olbia の町や地中海文化の遺跡を観光してサ

ルディニアを堪能できればと思いました。

右 よ り MOBY の WONDER、tirrenia 社 の

Amiscora(2018 年 1 月に Grimaldi 社に返却）、

Grimaldi 社の ZEUS PALACE.

写真中段はフェリーターミナルの内部
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Trapani　 イタリア
　シシリアは二回目の訪問でしたが、島の西に

ある Trapani は初訪問でした。クルーズ参加を

決めた段階で Trapani の観光は Google の空撮

マップのチェックから、港近くにまで広がる塩

田の訪問と決め、付随しての Mozia 島観光のオ

プショナル・ツアーに参加しました。Mozia の

発掘資料を中心とした博物館ほかボートと徒歩

での島めぐりでしたが、考古学的に詳しい展示

説明があったのですが、地歴の事前勉強不足を

少し反省しました。塩田から取れる塩はピンク

フラミンゴが描かれた紙の箱の塩 “Mothia” で

も知られており、日本でも入手できます。観光

資源の豊富なシシリアでの Trapani だけの寄港

でしたが塩田の観光は価値のあるものでした。

塩田に隣接するバースに停泊中の、Phenix 

Reisen 社が運営する Albatros（Wiki によれば

1973 年 Royal Viking Line の Royal Viking Sea

として就航し、その後何回か名前が変わってい

る。ファネルの形状が 1969 年就航の QE2 と

似ていることで知られているとのこと）

トラパーニ港から約 15 ㌔南にあるモティヤ島

近くにある塩田。

Valletta　マルタ
 二回目の訪問となり、一回目は滞在型ツアー

での一週間弱の滞在でかなりの部分を観光済み

だったのと、今回は出港時刻が遅いということ

から Valletta の町を自由散策することにしまし

た。マルタといえば人間の数よりも猫のほうが

多いといわれる猫の国ですが、前回訪問時の経

験からもヴァレッタの市街地には猫のたまり場

はあまりないようで、今回実際に見かけた猫は

飼い猫一匹だけでした。

　ヴァレッタの対岸には補修などで知られてい

る Palumbo 造船所のドックがあります。港の

停泊場は市街地の中央近くにあり、絶壁に近い

丘を有料リフトで上がれば観光のメインのカテ

ドラルなどへ徒歩 10-15 分。英語が半分公用

語で英国統治下の時代もあったので英国製郵便

ポストがまだ使われていました。停泊時間が長

かったこともありオプショナルの選択肢も多く

設定されていました。

　触れておきたいのがクルーズポートの建物で

す。規模はそう大きくは

ないのですが周りの雰囲

気にマッチした飲食店や

事務所や店舗が入居する

低層棟があり、この建物

の窓がデザイン性を持っ

た彩色が施され、シンボ

ルマークとして扱われ、
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かつクルーズ船の船上の乗客に向けて美しい夜

間照明がされていたことです。機能だけを追っ

たり、意表を突くことで話題性を求める外形デ

ザインではなく、まちなみと融和する装飾性に

富んだ港の建物は、その町の記憶を良いものと

して留めてくれます。

Valletta の昼下がり。後ろ向きに映っているフェリーは写真左奥にある Palumbo のドック

に向かう ANEK LINES の OLYMPIC CHAMPION。右は停泊中の SILVER SPIRIT。

下左の写真は全体の案内図だが、こ

の写真の右下角のクルーズターミ

ナルのシンボルマークが左の写真に

あるドアの色と夜間の姿を現してい

る。下右の写真の右上の案内表示に

もこのバーコードのようなカラーの

シンボルマークが使われている。夜

間照明は流行りだが、さりげないと

ころまで計算し演出されているのを

見るとデザイナーの力量に脱帽させ

られる。



Siracusa    イタリア
　初めての訪問でした。テンダーで

の港への上陸でしたが、港の場所が

街の観光に適しているのとオプショ

ナル・ツアーのコースの多くが中途

半端に思えたので Ortigia 島を自由

散策しました。ヴェニスとはタイプ

が異なるものの昔から栄えてきたシ

ラクーザはもう一度は訪れ、宿泊す

る価値のある場所だと感じました。

帆船 SEA CLOUD (SEA CLOUD 社 ) の前にテン

ダーで上陸。SEA CLOUD 社のホームページと

Wiki によれば SEA CLOUD は 1931 年に建造

され、その後幾多の変遷を経て、現在は伝説的

なクルーズ帆船になっているとのこと。

旧税関の建物の前に設置されたテンダー乗り

場。理由は不明だがシルバー・スピリット備え

付けのテンダーは使用されず、地元のボートが

使用された。なにか取り決めがあるのだろう。

Amalfi     イタリア
　日本で販売されているツアーの南イタリアの

ハイライトは” アマルフィ海岸” であり、いか

にも世界一きれいな海岸のような写真がパンフ

レットに使われています。海から眺めるともっ

ときれいなはずだ！ということで今回のクルー

ズでは最も期待していた寄港地でした。テン

ダーでの上陸場所も事前に調べていました。少

し沖に停泊すれば陸を眺めるのもちょうどよい

と期待していました。

　街自体はとても小さくカテドラルとその周辺

の散策になるのですが、近隣の観光のハブ的要

素もある町のようで多くの観光客で賑わってい

ました。山に少し入ったあたりに、昔栄えた製

紙工場が現在も稼働中とのことで、時間的余裕

があれば訪問する予定でしたが、天候悪化のた

め断念、海が荒れだしたので早々に船に戻るこ

とにしました。

Sorrento　 イタリア
　今回のクルーズはハイライトのアマルフィ

の後の同日午後に Sorrento に向かい、沖に錨

泊でのオーバーナイトが予定されていました。

オプショナル・ツアーなどはソレントを基地

とすると便利なようでした（交通渋滞、駐車ス

ペースなど？）。断崖絶壁の上に市街地がある

ので、一日目はテンダーでアプローチしリフト

で市街地へ上がり散策程度を予定していました

（Google マップのありがたさ）。ところが強風

がふきあれ、偵察テンダー

が引き返してきました。テ

ンダーでの上陸ができない

のは誰が見てもわかりまし

た。ここでその後の天候の

予測と、午後の時間帯をど

うするかの判断が行われた

はずです。結果からすると、
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海上からでないと得られないアマルフィの眺め、クルーズ船ならではである。

クルーのロープワークなどは訓練不足だろう。単に引っ掛けている

だけ。波の都度 1.5 メートルほど、かつ間が 40 センチほどあくか

ら乗降は命がけである。（テンダーの乗降口の位置を見てください）

別の事象とはいえシルバー・シャドーのことが頭をよぎりました。

2012 年 4 月 23

日、大阪港にて

応急塗装作業中

のシルバー・シャ

ドーの船首部分。

どっちもどっちの判断だったのでしょうが、急

遽ナポリに向かい、ナポリでオーバーナイト停

泊、ただし港の事情で翌日の出港は午後二時と

いうことになりました。ナポリには夕刻までに

到着しました。海からナポリへのアプローチは

以前カプリを訪れたことはありますが、細かく

観察しながらのアプローチは実質的に初めてで

した。停泊したクルーズターミナルの立地もよ

かったのですが、夕食時間の迫ってくる時間帯

であり陸に上がった乗客はほとんどいなかった

はずです。この間に、本来ソレント発のオプショ

ナルの代わりにナポリ発のオプショナルが発表

されました。寄港予定がなかったので事前に何

の下調べもしていませんでしたし、停泊時間が

中途半端ということ、夜のナポリは避けたほう

がよいこともあり当日は下船しませんでした。

そして今回はナポリの観光は無しとしました。

ナポリと代替えオプショナル・ツアー
　まずオプショナル・ツアーですが当方が申

し込んでいたのはソレント発でソレント二日目

の朝にテンダーで上陸し、海岸線をドライブ

しながらポジターノ郊外の著名ホテルのレスト

ランでランチをとり戻ってくるというものでし

た。代替えのオプショナル・ツアーは朝にナポ

リをバスで出発しポジターノの町を散策し戻っ

てくる（時間的制約からランチは無理）という

ものでした。ポジターノは熱海かカプリみたい

な観光地ですが、せっかくの海岸線のドライブ

ということで参加したのですが、ナポリを出た

辺りで交通渋滞に巻き込まれました。このバス

ツアーは二台・二グループで催行されたのです

が、当方乗車のバスはなんとかポジターノに向

かいましたが、ポジターノでの滞在時間は 30

分ほど、ごみごみした土産物店街を歩くだけの

ツアーでした。もう一台のバスはポジターノ行
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きをあきらめソレントの街での時間つぶしのツ

アーに途中で変更になったとのことでした。当

初のランチ付きオプショナルも高価額設定だっ

たのですが（著名レストランなので公表されて

いる表の価格は安くない）、バスで往復だけの

ツアーでも価格は少し安くなった程度の高価格

でした。このあたり一帯の観光地は駐車場料金

一つとっても超高物価となっています。

　なお、二日目は天候は回復し、絶好の観光日

となりました。このバスツアーでソレント湾を

上から眺める道を通過したのですが、湾には

まるで絵に描いたように浮かぶクルーズ船の

姿が目に入りました。Seabourn Encore、TUI

の Thomson Majesty （ 現 Celestyal Cruises の 

Majesty)、そして Silver Wind の三隻でした。

この三隻の乗客はきっと日頃のおこないが良い

人ばかりだったのでしょう。シルバー・スピリッ

トがナポリ寄港に変更せず、ソレント沖で待機

し停泊するという選択をしていたら、本来の二

日目の朝からのオプショナルで乗客は満足でき

たはずです。海路でのソレント上陸は又次の機

会にお預けです。まさしくご当地ソングの一節 

Torna a Surriento, Famme campa !　（ソレント

よ、私を生がせてくれ）です。

　もちろんナポリに寄港した番狂わせを楽しむ

ことはできました。第一にクルーズターミナル

ビルが 1936 年に建てられたセザール バツッア

ーニ (Cesare Bazzani) 設計による荘厳なビル

を保存したうえで、新しい機能を整備した立派

なクルーズ専用のターミナルビルとなっていた

ことです。オリジナルのビルは大西洋航路など

の定期船のための国威を発揚するビルだったよ

うです。そして現在、クルーズターミナルはナ

ポリ湾近郊の航路を運営している Alilauro 社、

Costa、MSC、Royal Caribbean Cruise Line、と
不動産関連の Marinvest 社の合弁事業となって

います。ショッピングモールから会議場まで備

えた一大コンプレックスで、バースは 120m、

190m、300m に二ヶ所、390m に三ヶ所で、

合計七ヶ所 ( 総長は 1,100m とのこと）の能力

を有しています。停泊中だった新しいマジェ

スチック・プリンセスの船体に記された ” 盛
世公主号 ”、”London” の文字に圧倒されたり

しました。いつのまにやら中華人民共和国は観

光で世界を支配してしまったかのようです。資

本は利益追求のため国境を超えることをあらた

めて実感しました。またソレント方面へ向かう

際、ナポリ湾から少しだけ陸側の道路を通った

中央、手前が Silver Wind、向こう側が Thomson Majesty、右が Seabourn Encore。
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イタリアでは鉄道駅など公共建築物に荘厳で

威圧感があるものも多い。

クルーズ乗船記などではナポリはカプリやポ

ンペイなどのツアーで触れられることが多い

が、このクルーズターミナルを歩いてみてると

往年のイタリアの客船への興味が湧いてくる。



44

のですが、車窓からですがWÄRTSILÄ社、改装

で知られる Cantieri del Mediterraneo 社、郊

外のカステランマーレ (Castellammare) にある

Fincantieri の工場の社屋を目にしました。ナ

ポリは美港と言われますが海上から眺めるナポ

リ湾とナポリの町並み、クルーズターミナルビ

ルはたしかに見ごたえがあります。近くから見

ると綺麗ではありませんが、湾を囲むように密

集して建てられている建物群とその広がりは確

かに一見の価値はあるでしょう。Vedi Napoli, 
e poi muori（ナポリを見てから死ね）は間違っ

ていません。出港が午後二時ということもあり、

クルーズの後半段階としては少し物足りなさも

感じた乗客もいたようでした。

Civitavecchia 　　イタリア
　6 年前の寄港の際、半日以上散策しているの

でシルバーシー手配のバスで所定のローマのホ

テルに直行しました。この港のちょっとした欠

陥を発見しました。もともと停泊場は突堤で、

許可を得ているタクシーやシャトバスル以外

は入ってこれないのは知っていました。下船前

に、ポータが用意されているとの案内がなされ

ました。バスはすぐ近くで待機しているはずで

す。老齢者はともかく、ポーター利用の意味が

理解できなかったのですが、この突堤の舗装が

ガタガタであり、普通のキャリーの大きくない

タイヤでは短い距離でも引っ張るのがかなり困

難な路面のコンディションの酷さがポーターの

理由だったのです。多くのクルーズ船を同時に

停泊さすことができるというご自慢の突堤でし

たが、こういうところはイタリア的なのかもし

れません。

道路部分の舗装も割れが激しい。

クルーズ前後に宿泊した町など（参考）
　ニース発なのでニースへの日本からのアプ

ローチは成田発、パリ経由ではなく空路ローマ

からと決めました。ローマのヒルトン・エアポー

ト・ホテルは空港内の動く歩道を使って至近距

離です。帰路にローマ観光も少しできることも

理由の一つでした。クルーズ前の静養と時差解

消と地中海料理のため出発の一週間前にニース

近郊入りのスケジュールを立てました。モンテ

カルロとニースは各一泊を予定していたので、

他の日はニース空港からタクシーで移動できる

範囲の、ボリュー・シュル・メール（Beaulieu-

sur-Mer、海に面した美しい場所）という町に四

泊しました。この街の西側が、ロスチャイルド

の別邸で知られる半島状のサン・ジャン・カッ

プ・フェラ、このカップ・フェラの西側に湾を

隔てて広がるのがヴィルフランシュ・シュル・

メールという町です。このヴィルフランシュ・

シュル・メール Villefranche-sur-Mer はクルー

ズ業界では、よく寄港地 “Nice” として表され

る街でありながら、スポーツヨットとテンダー

を接岸する波止場しかない港町です。ヴィルフ
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ランシュはきれいな街には違いないのですが、

尼崎西宮芦屋港のことを神戸港とは言わないの

と同じで、“ニース” と誤解しないよう注意が必

要です。ニースは隣町ですが簡単に歩いていけ

る距離ではありません。

　ヴィルフランシュ散策中に幸運にも新造船

で処女航海を終えてニースに戻ったばかりの 

SILVER MUSE、そして SILVER WHISPER、ロ

イヤルカリビアンの BRILLIANCE OF THE SEAS

の三隻が湾内で集結するシーンを目にすること

ができました。ホワイトカラーと紺碧海岸、ま

さに絵に描いたような美しい光景でした。

ヴィルフラン

シュ・シュル・

メ ー ル で の

三隻の邂逅。

SILVER MUSE

と BRILLIANCE 

OF THE SEAS

が 停 泊 し て

い る と こ ろ

に S I L V E R  

WHISPER が近

づいてくる。

左が SILVER WHISPER、右が SILVER MUSE。

　Beaulieu-sur-Mer は雑然としたニースを避け

たい観光客が選ぶ街のようで、SILVER MUSE

に乗船予定との米国人グループも宿泊していま

した。この港はヨットの停泊場があるうえヨッ

トの整備工場もあります。シーズンによりオー

ナーが好みの海域でレジャーを楽しむためヨッ

ト係留の港を変更していく際に、ヨットの移

動において、自らヨットを操縦して移動するの

ではなく、ヨット運搬（曳航ではない）専用の

チャーター貨物船を用いることも多いとのこと

で、ヨットを積んで停泊する貨物船の姿を目に

しました。富の蓄積度合いが日本とは比較にな

らないヨーロッパの凄さを実感しました。チビ

タベッキアからローマへはシルバーシー手配の

バスが楽と思われたのでセットとなっているバ

ルベリーニ広場のホテルに一泊、さらに任意で

予約したスペイン広場近くのホテルに二泊した

後、帰国の途につきました。

BBC Chartering GmbH（ ド イ ツ 本 社 ） の KURT 

PAUL ( 船籍： St.John, 英連邦 Antigua & Barbuda、

小ｱﾝ ﾃ ｨ ｰ ﾙ ) 

に 積 ま れ

たレジャー

ヨット。
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レストラン事情（参考）
　シルバーシーは食事に力を入れているとのこ

とでしたので、陸のレストランとの対比の意味

で少しだけ陸のレストランでの印象について触

れておきます。

　数年前から傾向があったのですが西洋料理

界に日本料理が良い意味でも悪い意味でも影響

を与えだしていることを実感しました。特に

その傾向が顕著だった今回訪問したレストラン

をあげておきます。Beaulieu のレストラン　Le 

Restaurant des Rois、Monaco の Le Louis XV、

Rome の Imago、それぞれ日本食にヒントを得

た西洋料理としては珍しい料理を提供してくれ

たのですが、日本料理の下準備の大切さを理解

していないせいか、“食べ物を美味しく食べる”

という基本から少し外れていることが多いと

思われました。メニューや口頭説明（仏語、英

語もしくはイタリア語）では Yuzu だとかいく

つもの日本の食材をそのまま日本語でアルファ

ベット化するのが当たり前のようでした。説明

を受ける西洋人の客がどれだけ具体的な日本語

の素材名を知っているかは別にして、変な意訳

を使われるより、日本語の単語がそのまま使用

されること自体はわるくありません。有名シェ

フが来日していくつかの日本料理店で味見し

て、帰国し、適当な調理方法を開発し？あたか

も西洋料理と日本料理の融合のように星取り目

的の料理を提供されると珍しいだけの料理に終

わってしまいがちです。そういう意味で日本料

理の国際化はまだ緒についたばかりと言えると

思います。

　また常に新しいトライアルを行わないと世

間から評価されないという強迫観念があるので

しょうか？この十年ほど安定した素晴らしい

料理を提供してくれていた上記のモナコのレス

トランがキワモノの料理を出すという劣化が始

まっていて、名を成し世界的に店を広げたレス

トランビジネスの限界も感じました。

　なお日本のフレンチ・レストランにおいても

和食にヒントを得た料理を提供するのがトレン

ドとなってきたようです。皿は和食用のものを

使い、料理に合わすと称して日本酒の次に赤ワ

インを提供したりする邪道というか、珍しさで

話題性をジャーナリズムに売り込み、マスコミ

も喜んで取り上げることで星を狙うという、あ

る意味で混沌とした状況が生まれているのも事

実です。和食向けの皿にロココ調のデザインの

柄のカトラリーと和風の木のスプーン使って食

べる料理だとか、時には和風出汁をソース代わ

りに使ったりと、個人的に言わしてもらえれば

トライアルではなく支離滅裂な勝手な思いつき

としか言いようのない料理に遭遇することもあ

ります。高級お仕着せコースのみを提供するレ

ストランで特にその傾向が現れてきています。

和と洋のフュージョン（融合）なら新しい料理

の世界が創造されることになるのですが、残念

なことに現時点ではコンフュージョン（混ぜる

ことによって生じる混乱）となり、全てを台無

しにするケースが多いというのが体験から得た

実感です。

　これらの最近のトレンドも踏まえたうえで、

私のシルバーシー船上での料理の感想ですが、

よく工夫はされているが、いたって常識的で安

心して素材と調理を賞味できる料理が大半だっ

た思いますし、人に勧めても恥はかかないと思

います。

ICM 社のリピーターへの営業
　シルバーシーの初乗船でしたが、他のライン

と同じ様にシルバーシーのリピーターの会員メ

ンバーとなりました。リピーターの特典はどこ

も似たりよったりでしょうが、触れておきたい

のは日本の代理店である ICM 社が開催する日

本のリピーターを対象とした行事の招待があっ

たことについてです。当初は2017年9月22日、
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晴海に寄港する Silver Shadow の船内見学会の

お誘いを受けていたのですが、以前に同船が大

阪に寄港した際に他の旅行社の募集で見学済み

だったこともあり、前日の 9 月 21 日夜に食事

が良いとの評判がある東京の某ホテルで開催さ

れたリピーターの晩餐会に招待を受けることと

なりました。

　どのような基準で招待客が選ばれたのかは不

明ですが、同じテーブルの人たちのクルーズ歴

を尋ねると、概ねシルバーシーの船の乗船経

験が浅い、今後ヘヴィー・リピーターに見込ま

れる人を対象とした人選だったと思われます。

晩餐会では新造船だった Silver Muse と 2020

年就航予定のシスター・シップである Silver 

Moon の紹介があり、シルバーシーの本拠があ

るモンテカルロの SBM 社（Société des bains de 
mer de Monaco；ホテルやカジノを経営するモ

ナコ公国が株式の過半数を有する巨大観光企

業）の日本エージェントの方も参加されていま

した。

　招待費用の負担などがどうなっているのかは

わかりませんし、どの程度の頻度や内容で顧客

へのイヴェントが続けられるのかはわかりませ

んが、規模が大きくない、比較的高額なクルー

ズを販売し、乗客もリピーター率が高いという

シルバーシーならではの営業だと思われます。

またこの晩餐会が開催されたことについては、

インターネットなどでの情報はまったくと言っ

てよいほど拡散しなかったようです。情報統制

があったわけではないのですが、招待されたリ

ピーターと招待されなかったリピーターの線引

きがわからないうえ、あくまで ICM社、シルバー

シーのご招待というスタンスを理解し、この晩

餐会を吹聴するような人がいなかったものと思

われますし、過去の行事も同様だったと推測さ

れます。

むすび
　二十世紀前半頃までの定期航路の客船の中で

国威をかけて建造された船は上流階級が利用す

ることもあり、豪華な作りの公室があったこと

などからラグジャリー・オーシャン・ライナー

ズと呼ばれました。日本では豪華客船という四

文字熟語で徒に “豪華” さが強調され、観光で

の海外旅行が規制された時代があったことへの

反動や、「洋行」「舶来」という二文字のヨーロッ

パや中国への進出のイメージも重なり、船旅は

ハイカラで憧れ的存在として褒めそやされる時

代が現代のクルーズ船に至るまでも続いていま

す。

　アジア諸国の経済発展によりアジア海域での

クルーズが盛んになった今日では、主に外国の

クルーズ会社が主導する大衆化された国際価格

での安価なクルーズが日本でも販売されるよう

になってきました。

　今後は各クルーズ会社はそれぞれのアイデン

ティティを明確にし、市場の中で棲み分けて生

き延びていくことになるのでしょう。

　アメリカやヨーロッパ諸国などの比較的豊か

な人々を顧客にもち、モナコというリッチなイ

メージを打ち出すことができるシルバーシーは

会社や船の規模を認識しつつも、単位としての

量を求めだすと顧客が離れることを理解してい

るラインだと思われます。新造船 Silver Muse 

の規模は 4 万トン、乗客数 600 名弱に抑えら

れています。超大型で千名単位の乗客を乗せ、

レジャー設備満載でショー有り、ファストフー

ド有りの大衆アメリカ文化そのものから発展し

てきた超大型船の大きさや市場の大きさが注目

されがちですが、その対極にある、大きくない、

かといってプライヴェートヨットを楽しむほど

は船には入れ込めない中間層が楽しめる高品位

なクルーズを提供しているのがシルバーシーで

あるということができると思います。

　シルバーシーでの船上生活は二十世紀前半ま
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での定期航路客船に見られた伝統的な様式や荘

厳さや豪華さはありません。現代のキュナード

船が表面上は “伝統らしさ” を演出しているの

とは対象的な、しかし品位と秩序を保つ船上生

活の中でリラックス感あふれる大人のカジュア

ルな世界を提供してくれるのがシルバーシーで

あるとの私の印象です。業界の区分けとは異な

る個人的な分類で言えば “（少しクルーズ代金

が高いしジャケットとネクタイが必携の）大人

向けのカジュアル船” と分類するのが適切だと

思います。バスルームの不備や細かいところ

で詰めが甘いサーヴィスなど改善希望点も多々

あったのですが、概ねクルーズ代金に相応する

良いクルーズ船だったと思います。

　日本でもクルーズ人口という人の数が増えた

ことは喜ばしいことですし、業界ジャーナリズ

ムが業界の事情を優先してクルーズ船を評価す

ることは構わないのですが、欠点に目をつむり、

良いところだけを強調し、かつ業界が良いこと

中心の評価を相互利用して現状に甘んじ、また

時には度が過ぎる自画自賛が横行すれば、利用

者であるクルーズ経験者のクルーズ離れを招く

ことがあります。現に私の周りにはクルーズに

ハマリかけながらも、クルーズ船での必ずしも

おいしいとは限らない食事や洗練されていない

単なる暇つぶしの催し物などに満足できず、し

ばらくするとクルーズから離れていった人が複

数おられます。本来ならヘヴィー・リピーター

になってくれ、クルーズや船の楽しさを世間に

広めてくれたはずの人たちです。サーヴィスや

クルーズに少し関連する人たちの中にはクルー

ズ業界に対し、誤解によるものではない厳しい

意見を述べる人もおられます。レジャーや娯楽

にはライバルでもある陸の観光業以外にも芸

術・文化や食べ歩きや趣味など時間と金銭をつ

ぎ込む多くの対象があるからで船好きの身贔屓

は一般の方には通用しないのです。

　気取らず節度を保ったリラックしたクルーズ

旅行の良いところを追求し、丁寧な接客をおこ

なうように努力しているシルバーシーのような

クルーズラインは今後さらに日本でも根強い支

持を得ていくものと考えます。シルバーシーの

より一層のサーヴィス向上を期待したいと思い

ます。

　　　　　　　　　　　(2018 年 9 月 10 日）
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