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イース トツアー参加 白沢光代

7/23(木)晴 成田一モスクワーローマーミラノ

今回の参加者は滋賀県からの友永氏、神戸市からの片岡さんそして私の3人、マツター

ホルン組の 2人の計 5人が約 2時間遅れの 1:30に 成田を立つ。客席は30%位 しか埋

まつていない。モスクワで 1時間滞在しただけで、ローマヘ。ローマで国内便に乗り換え

るのだが、標識が無く全然わからない。 トランジツトの出口まで戻り「ローマヘ行きたい

」と言つていると、通りがかつた人が「follow me」 早足の人を小走りで追う。迷路のよ

うに感じた。 1階に降りて、出発ゲート6を 確認。 2階のゲー ト6の前で待つが、何時の

FEllに か我々の乗る便はキヤンセルになつていて、人が居なくなつている。夜の 10時半で

隣のゲー ト7以外は人は居ない。それがミラノ行の最終便で、我々も乗れると友永さんが

調べてきてくれた。我々のような人はかなり居て、空席にかつてに座るのだつた。

ミラノに着いたのは予定より2時間 35分遅れの0:40。 出迎えてくれるはずの現地

駐在員の若山さんが居なかつたらとの不安が皆を襲う。 2年前にも若山さんに案内しても

らつたという片岡さんが、すぐ見付けてくれ一安心。荷物はもう閉まつている国際線の荷

物受け取 り所を開けてもらい、受け取る。数が少ないのですぐ見つかつた。予約してあつ

たバスは遅いので帰つてしまつたそうだ。タクシーに分乗しホテルGALLESへ 。ここ

でフロントにパスポートを奪われる。4星の壁や床は大理石というホテルだつた。我々の

ツインの部屋は繊毯、壁、ベットカバーがブルーに統一されていた。

7/24(金)晴後雷雨 シンプロン峠一ブリークーグリムゼル峠一グリンデルワル ト

昨日同宿したマツターホルンおよびハイキングの 10人 ぐらいの前回のツアーを乗せて

きたという、冷房無しのマイクロバスに乗リグリンデルワル トを目指す。シンプロン峠で

昼食。ブリークでマツターホルン組と分かれ、前回のツアーの居残の小塚氏と合流する。

グリムゼル峠は停まつてくれなかつたけど、雪の残る小池があるすばらしい所だつた。

ホテルDERBYは グリンデルワル トの駅前だつた。私と片岡さんの部屋は新館の3階

で窓を開けるとベツトからアイガーが見えるという素晴らしさ。激しい雷雨で稲妻が何回

もアイガーに走つた。夜雨が上がる。昨年もこのツアーに参加し天候待ちで終わつたとい

う友永氏が今年の方が雪が少ないという。昨年は街は晴ているのに、アイガーだけが毎日

雲の中だつたという。毎日プールで過ごしたとか。「ミッテルギーイヽ屋まで入つてくれた

らきつと行つてくれる。」と2年越 しの希望を語る。
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7/25(土)晴 ユングラウヨッホークライネシャデイツクーメンリッヒェン

「ユングラウヨッホ ワンウェイ」と言つたら、帰れないと切符を売つてくれない。ク

ライネシヤデイツクまで、そこからユングラウヨッホ往復の切符を買う。ユングラウヨッ

ホからオーバーメンヒヨツホの小屋まで往復する予定だ。片岡さんは新品のアイゼンを試

したい、という。私も 1年ぶりなので付けてみようと思う。途中まではスニーカーの観光

客も雪の上をぞろぞろ歩いている。小屋の前で行動食をとり、アイゼンを着けフイーシヤ

ーホルンヘのトレースのある氷河に降りる。登り返しが辛く、3629mの 高度を感じる。

ユングラウヨッホに戻り、電車でクライネシヤデイックヘ。そこからメンリッヒェンま

でハイキング。今年のヨウロツパは 7月 中旬まで寒かつたので雪が多いとか。お花畑が美

しい。写真を撮りながら歩くと2時間もかかつてしまう。 5時にグルンド迄のロープウェ

イに乗る。標高差は1000mも あるが30分もかかつたのには驚く。かなり旧式か。登山電

車一駅分を歩き 5時 55分ホテル着。

7/26(日 )晴 午後 アイスメイヤー駅―ミッテルギー小屋

アイガー登頂ツアーの我々3人にはシヤモニから3人のガイ ドが来る予定。小塚氏には

グルンデルワル トのガイドを若山さんが斡旋 した。小塚氏は3時に駅でガイドと会い、 3

時 15分の電車に乗るとか。 12時のはずのガイドが着いたの 1時半それも 2人だ。モン

ブランの時、日野さんと佐藤さんを厳しく優 しく登らせたというレミ氏と高橋さんをひつ

ぱりあげたというチェリー氏だつた。昨年は帰りは計 6人で楽しく下山したということだ

った。 2人はコンビ?と思う。小屋では一緒だつたのでレミ氏の顔は覚えている。

そこで山歴と装備をチェックされる。 3人 ともマツターホルンに登つているということ

で合格。片岡さんが一昨年モンブランとモンテローザと言つたら、マツターホルンはとき

かれた。 6年前に登つているそうである。Tシャツの上にヤッケを着て水を沢山飲んでお

くようにとの事。余分だと言われたピッケルバンド、カバー予備の手袋など部屋に置く。

電車はがらつとしていて、アナウンスはまつたく無い。アイスメイヤーの駅で降りたの

は我々のみ。 2人のガイドはアイガーは初めて。まず出口を探 す。ハーネスを付け長い

階段を下り、横に延びる階段を前にしてアイゼンを付ける。ここで私と片岡さんは 5mほ

ど間隔をとリチェリー氏とアンザイレン。この時パッとライトが消え、ヘットランプも付

ける。凍つた階段を降りると、小さな出口があつた。

急斜面にうつすらとトレースがある。 5時 5分発。チェリー氏、片岡さん、私、レミ氏

友永さんの順。小屋が見えてきた。すぐ下の岩場を登る人が見える。我々はそこよりかな
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り前で岩場に取りつく。アイゼンを外しピッケルをザックに付ける。取りつきが少し難し

く、小屋までにこんな所がとびつくり。片岡さんはカラビナを掛け替え、私は回収しなが

ら一緒に登る。すぐ易しくなりどんどん登る。 6時 30分小屋着。ガイドとマンツーマン

の小塚さんはノンス トップで 1時間 10分だつたとか。彼のガイドは100回もアイガー

に登つている。「今年は初めてで、西壁の状態は最悪だけど問題ない」と言つたそうだ。

家型とドーム型の二つの小屋があり、 ドーム型の小屋には薪が積んである。その奥も寝

場所になつているそうだ。その屋根の上で夕食。まず紅茶。小屋の薪ス トーブと鍋でスー

プ作り、分けてくれる。そなえ付けの皿とスプーンを雪で洗いペーパーで拭く。パン、ハ

ム、チーズ、桃、 トマ ト.豪華だ。

ここから見上げるアイガーは細くて急だ。思わずため息が出る。友永さんが「ここから

見るほどじやないと思うけど。」と落ち着いた声で言う。家型の小屋に入る。下段の真ん

中を3人で取る。下段は計 7人。厚さ 7 cmぐ らいのマツト、 2枚の毛布、枕があつた。長

さは160cmの 私が丁度位で隣の男性は足を曲げていた。上は 5人、 ドーム型には8人 とか

小屋の名簿に全員が記名。封筒にお金を入れて置くとか。ス トーブのため暑い位で靴下を

脱いで寝る。右端の外国人はTシ ャツとバンツだつた。

7/27(月 )晴  アイガーーアイガーグレッチヤー駅

4時あちこちの目覚まし時計が鳴る。簡単な食事ですぐ出るパーテイもある。 トイレの

ため外に出る。グルンデルワル トの夜景がすばらしい。我がガイド氏はガスで紅茶をわか

してくれた。私と片岡さんは昨日食べなかつた林檎を出す。少しでも軽くしたい。ジュー

スは友永さんが水筒に入れてくれた。ヤッケのズボンは脱ぐようにいわれる。私は薄い綿

の長袖ポロシヤツと厚手ウールのカッターにゴアの雨具、厚手ウールのズボン、スパツツ

、厚手の毛の手袋。

5時ヘットランプを付け出発。細い稜線の堅くしまつた雪に トレースがしつかり。岩も

混じる。昨日と同じ順番で行く。少し難しくなつたとき、すぐ後のレミ氏が手袋を取れと

言い、ザックに入れてくれた。固定ザイルがあらわれるが、マツターホルンのように連続

しているわけでは無い。またマツターホルンのように壁にあるのではなく、稜線にあるの

で、傾斜も緩い。 200mの 固定ザイルが心配だつたのだ。チェリー氏が時々ミッテルギ

ーと叫ぶ。小屋が見える? 夜が明けた時、止まつてくれたので、写真を撮る。

赤茶色の垂壁に長々とザイルが下がる所に出た。ここでチェリー氏は二人に「手と足を

真つすぐ伸ばして登れ、そうしないと腕がバンバンに張る。」と言い置いて登つていく。
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待つ間に、 2番 目の私はチャンスとばかり写真を撮る。レミ氏に何か食べたいかと聞かれ

るが、二人して「こんな所でとんでもない」。 5、 6m程登ると、ホール ドがしつかりし

てきて腕力にあまり頼らなくても登れるようになり助かる。腕力に自信はない。もう1カ

所北壁側に回り込み、固定ザイルが氷と雪になかば埋もれた所も、握つた手の中をザイル

が滑り、足場も氷で腕力でやつと登つた。後から来る友永さんが「バテバテだ !」 と時々

叫ぶ。女性の二人のペースが遅すぎると悪いなあと気になつていたので、少し安心。

「 5分待て」が 4、 5回ありそれが私には休憩になつた。ランニングビレイを回収しな

がら登るのも楽しい。ガイドレスの二人組に追い付いた。 2箇所下りがあつた。下りは私

が先。一度は固定ザイルに掴まつて降りると、体が振られ少しあせる。片岡さんは振られ

ないようにとても苦心しておりたそうだ。

右側の雪稜の淵を登るようになり、完全に雪稜になつた所で、アイゼンをつける。チー

ズや羊羹を急いで食べる。そこでザイルの間隔を半分にしてから私に先にいけという。細

い雪稜を一歩一歩行く。雪だけの頂上についた。 9時 10分だつた。遠くの白い山をモン

ブランと教えてくれた。

記念撮影をしてすぐ下山。雪の締まつた急斜面に真つすぐ下りるトレースがある。友永

さんはどんどん下る。恐くてペースを上げられず、どんどん差がつく。でも、友永さんが

凍つたルンゼを確保されて下りている所で追い付く。チェリー氏が私達にはザイルにぶら

さがつて下りろという。装備も入れれば二人で 100kgに なる。でも言われた通りにする。

雪が無くなつた所でアイゼンを外す。先行するレミ氏の後を追いながら、下りやすいと

ころを行く。そしてぐずぐずのガレ場にでてしまつた。ガイドの二人は友人から聞いてき

たというコースのメモを読み返す。登り返すことになつた。どんどん登る。広いバンドに

あつた残置ハーケンに我々をビレイし、ガイドは斜面をトラバースしてルートを探す。我

等はちようどいいとばかり、水を飲んだリチョコレートを食べたり。ガイドレスの二人組

もまた一緒になつた。「アイゼンを付けろ。」の伝言の後、「外せ」の伝言。さらに左ヘ

登りぎみに行く。楽なルー トを捜し当てたのだ。

北壁を覗ける所にでた。もう難所は終つた。二人組に本と双眼鏡を借りて、ガイド達も

ルートの研究に余念が無い。ガイドからクライマーに変身 ?友永さんいわく、「彼らが真

剣な顔だつたのは、ルートを探してた時だけだよ。あとは浮き浮きしてたよ。」ガイドだ

つて初めての所は楽しいんだ、と思つた。むやみに引つ張られなかつたから、私も楽しか

つた。 ―ど―



再び雪面に出た。もう雪はぐずぐずだ。ザイルを外し自由に下りる。岩場でアンザイレ

ン。再び雪面を自由に下ると、アイガーグレッチヤーの駅についた。電車が来ると「走れ

」だって。 5分停車したので歩いても乗れた。4時 45分だつた。 2時間はロスしたかな

クライネ 。シヤデイックで乾杯する。二人のガイドは4時間かかるシヤモニまで車で帰

った。明日はモンブランだそうだ。「今日は我々も楽しかつた。」友永さんには「岩も雪

も上手いけど、体力が無い。」片岡さんには「岩は上手いけど雪がへただ。」私には「ア

イゼンワークがへた。」との言葉を残した。

7/28 (りに)断書ソ饗じ課ギング  バ ソゞハ7ルツ1ゴーー

3人 とも太股が痛く、階段を下るのが辛い。買物しようと街を歩く。本屋を探す。案内

所の事務所にいた、日本人に聞くと「本屋は特に無い。しいて言えば生協の横の文房具屋

かな」運動具店でもTシ ャツなどウェアだけの店が多くがつかり。登攀用具を置く店は少

ない。買物はシヤモニのほうが楽しい。若山さんにばつたり会い、明日ガイドが頼めたら

メンヒに行く事になり、あわててバツハアルツゼーに出掛ける。 フイルストでゴンドラ

(昨年横向きリフ トから変わつた)を降りた時が4時。ラストダウンは 5:55。 バッハ

アルツゼーまで片道 1時間。焦る。午後なのに、対岸の山はくつきり、花はきれい、写真

を撮らずにはいられない。着いたのは 5時 5分。ハイカーは皆帰つて誰もいない。おかげ

ですつきりした写真が撮れた。帰りは歩くのみ。 5時 50分ゴンドラに乗つた。

7/29(水)晴 ハイキング グローセ・シヤデツクーフイルス ト

黄色のポストバスでグローセ 。シヤデツク峠へ。人が多い。右の小さな丘に登る。細い

踏み後がベッターホルンの北壁の基部まで続いている。峠に戻り、フイルストをめざす。

きれいなお花畑や、日新しい花が次々とあらわれる。片岡さんと二人で写真を撮りまくる

ので、なかなか進まない。コースタイムの 2倍もかけてしまう。

7/30(木)晴 電車でブリークヘバスでミラノヘ

ミラノではドーモ寺院につれていつてもらつた。地下鉄は75分間乗 り放題 1100リ

ラ (140円 )と いう切符。乗るときだけチェックされる。

ドーモ寺院はすばらしい。繊細な多数の塔が良かつた。ステンドグラスもきれいだ。

7/31(金)晴 ミラノー成田

ダビンチの壁画「最後の晩餐」をみに行くが「特別に今日は 10時から」と見せてもら

えなかつた。気の毒と代わりに寺院を見せてもらつた。 2時間遅れでミラノを立った。

小塚氏のアイガーのコースタイムは 登り2:40 下り3:14だ ったと言う。
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