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昨年アイガーのツアーで一緒だつた神戸に住む片岡雅子さんとフリープランでアルプス

に出掛ける事になつた。片岡さん希望のグランドジヨラス、私が行きたいピツツベルニナ

を目標 とした。

7/28(水 )チューリッヒからジュネーブ (泊 )

29(木 )シヤモニヘバスで入る。 65分しかかからず会いに来てくれたスネルス

ポーツの神田さん (彼は休日だそうだ)と は擦違いになる。ピツケル482FF(昨 年木

のを持つて行つてガイド氏に重いと言われたため),ハーネス399FFを 買う。予算よ

り大分安い。やけに軽くてて250FF(約 5000円 )のビツケルもあつた。

夜、ホテルで神田さんから、ガイドのMr.」 ean Marie(40代 )を紹介してもらう。

明日はバレ 。ブランシュの氷河歩き、翌日からジョラスの予定である。

30(金)6:50ケ ーブル駅集合。ガイド氏はストツクを1本持ちピツケルは無

し。二つ乗り継ぎ、エギーユ・デユ・ミデイの駅でハーネスとアイゼンを付け、氷河に降

りる。降リロの氷砂糖のような雪はアイゼンがきかず気持ちが悪い。快晴でロツククライ

ミングをしてるグループも沢山見える。緩く氷河を下 り切つた所がイタリア側のスキー場

で、ガイ ド氏はさらに右手にどんどん登る。 (こ の部分は彼のサービスであつた。)イ タ

リアが見下ろせる所にでた。遠くに見えるきれいな三角形の山をグラン・パラディーノと

教えてくれ easyで、mountain skiが できるという。帰りはゴンドラに乗るのに 1時間待

った。降りたとき渡された整理券は 11だつた。ガイド氏は途中で整理券を管理 している

女性に粘 り強く交渉し6と 替え、just nOwと 言つて急ぎ始めた。ケーブルの駅で明日1時

ホテルで、と約束 し別れた。

31(土 )昨日の夕方からの雨はやつとあがつた。ガイド氏の車でモンブラントン

ネルを抜けフエレの谷へ。 トンネルを抜けると青空が広がり思わず歓声がでる。ガイド氏

も I taly!と 叫ぶ。 イヽ道をに入り車を置く。昨日とは違いガイド氏はプラスチックブ

ーツに木のピツケルを持つている。長いからだそうである。樹林帯を抜けと岩場になる。

一ヶ所ハシゴがあつた。 2回休んでくれた。最後はついて行けずに離れてしまつた。雪渓

を2回横切ると、固定ザイルのある岩場に出、その上にボカラーテ小屋があつた。

狭いテラスに何人かたむろしている。到着は4:30。 夕食は6:30だ そうだ。我々

は遅かつたので 2回 日になる。冷えてくると、ガイド氏が手招きじ2段ベツトの部屋に入
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れてくれた。反対側にハシゴで上る食堂の天丼裏も寝室で我々の場所はそこだつた。

8時ようやく我々の夕食。スープ、日玉焼き (2個 )、 大きなチーズ。バンはもう無い

そうだ。 15人ぐらいが同じ運命だつた。卵焼きが中々出来て来ないので、厨房を覗くと

ガスコンロがたつた 1個だつた。我々には大きなフライパンに 8個の卵を 1度に焼いたの

が登場した。その後片岡さんと二人して持参のバナナやバンを出す。ガイド氏はバナナの

皮をティカープ入れ、すまして flowerと いう。小屋番の男性は首を傾げたけど文句をい

わずにかた付けた。さらに 8時頃ついたグループは食事を出してもらえなかつた。30人

用の小屋は1.5倍の超満員。食堂にさえ寝れなかつた二人が詰めてくれと我々のいる天

井裏にやつてきた。私達のとろこだけ日本の山小屋のようにすじ詰めになつた。

8/1(日 )食堂に寝ていたグループが騒ぎだし、ガイ ド氏の注意も聞かないので

1:50ガ イド氏も起床。私達も続いて食堂に行く。お碗 1杯のミルクティ。片岡さん

はショコラ。パン2個。ジヤム。チーズ。

2:35ハ ーネスとスパツツを付けただけで、ヘツトランプで出発。昨日遅れて歩いた

ので、ガイド氏の次にアンザイレンされてしまつた。満月に近く月も明るい。ヒツクスザ

イルが小屋の近くだけある。緩い岩場は雪に変わる。傾斜が強くなつた所で、アイゼンを

つける。 トイレに行きたいという片岡さんにここなら行ける。行かせてもらえばと勧める

月明かりの中を離れていく彼女にstopの声がかかつた。私は小屋で入れてくれた紅茶を一

口。あまりの甘さにびつくり。やがて岩場になつた。ガイド氏は先行者の横を登る。抜こ

うとしてるなと思う。西川さんが細いシュリンゲを見たという場所は判らなかつた。大ま

かで、ルートはい〈つもとれるようだ。アイゼンを外した我々は岩を、付けたままの人は

雪を進む。

最初の トラバース点の大斜面にでる。 トレースは無い。 Mr.」 ean Marie は I

thinkと 言つてじつと見つめる。上部に氷河を直登したらしきパーティがいる。M「。」ean

Marieが雪面に降りた場所には、岩にザイルが固定されていた。 2回ずつ、蹴りながらス

テツプを付けていく。ルー トを決めかねていた全員が我々の後に続いた。後半は氷になつ

てきて私の力ではピッケルがよく刺さらないのでガイド氏と同じ場所に刺す。突然悲鳴。

後を見ると、3人パーテイの真ん中の女性が滑つてザイルにぶらさがつていた。蹴つても

硬くてステップが切れなくなつて、しばらくしてトラバースは終わつた。後のパーテイが

我々を抜いて登りだした。  岩を登ると今度は緩い雪の斜面をトラバース。氷と岩のミ

ックスの急斜面を越えると山頂直下の雪の斜面。 2パ ーティが降りてくる。~10-



山頂は 8:35。 マツターホルンがすぐ判る。横はモンテ・ローザ、隣はグラン 。コン

バンだそうだ。Mr.」 ean Marieは congratulation normal timeと握手してくれた。

甘すぎると思つていた紅茶がとてもおいしい。今日は今までに、杏半分 (食べたところで

finisihと 言われた)と飴 1個と紅茶のみ。写真を撮り、日焼け止めを塗ると出発。 雪

の大斜面で登る人とすれ違う。雪と岩のミックスの急斜面ではガイドレスのパーテイがザ

イルをヒックスして登つている横を go dawn という。おおむね前向きでおりられる。

アイゼンが氷によく効く。雪の斜面の上部は後むきで降りろという。階段状の踏み後があ

り助かる。トラバースの大斜面に出た。落ちてきたらしい雪が小山になつている所もあつ

たけど、まだ雪は堅い。ガイド氏は near track という。どんどん降りる。

岩場を下ると、始めにトラバースした急斜面に出た。ここで昨夜同じテーブルで食事を

したイギリス人パーテイが雪の斜面を登つてくるのに会う。何故今頃と思う。ガイド氏は

先頭の片岡さんに ten metor traverse and streat down という。一番傾斜が緩い中央

部はもう日が当つている。その手前の雪の堅いところを降りるのだ。確保され 3ピッチ降

りると傾斜が緩くなる。 さらに near trackを quick down。  一度′も、りかえる。雪が盛

り上がつて見え落ちてきたらたら大変だ。氷河は後 20分遅かつたら、降りられないと言

う。そして落石の音。正規の岩場を降りているパーテイが落としたらしい。石はこれから

我々の行く場所に落ちていた。やがて右にトラバースし朝のコースと合流したところで、

ザイルとアイゼンを外し一休みし、紅茶を飲む。ガイド氏はアルミの水筒に古靴下を被せ

てる。

11:50小 屋に着く。小屋でスープを頼んでくれるが、あまりの塩辛さに少し飲ん

だだけ。昨夜と同じ物なのに、煮詰めすぎと片岡さんはいう。ベーコンの薄切り、チーズ

も出してくれるけど、やはり食べられない。ガス入りのレモンジュースだけが美味しい。

1:00小 屋発。岩場は一緒に歩いてくれたけど、樹林帯になると、ガイド氏は先に

行く。ハシゴの所で松岡純子さんとあう。頑張つてと別れる。 2週間雨のシヤモニで過ご

し、 3日 前にクライミング開始したという人である。 3:00に ばてばてで車に戻る。

ホテルでガイド料の精算をする。氷河歩きが 1240FF、 ジョラスは3800FF

,ケーブル代495FF,高 速代が 215FF 計 5750FFと いう。ジョラスは二人

だから1.5倍 じやないかと言つても、いいという。そして写真を送つて欲しいという。

ofcourseと 約束する。ボカラーテ小屋に払つたのは2万分のリラだつた。
‐
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2日 (月 )神田さんに会うため 10時頃スネルスポーツに行くと、ひきつつた顔の

松岡さんが居る。今頃何故 ?。 と聞くと知らないの ?と言う。今朝4:30ジ ョラスの一

般ルートでセラックが崩壊 し雪の斜面をトラバースしていた 8人が押し流されて死んだと

言う。忙 しそうな神田さんが「あんた達は登れたの ?」 と聞くので「はい」と答えて、シ

ョックのあまりすぐ帰る。アトラス トレックに相談に行つた時、危険なルートだと言われ

たのを思い出す。客が落石で死んでしまつたというガイドを知つていると言うのだ。

3日 (火)1日 に決めた通り、イタリアヘ行く。ジョラスの山頂が見える写真を撮り

、南面が写されている絵はがきを探すためである。アントレーブでバスを降り、フェレの

谷をさかのぼり、橋を見つけ対岸に渡り、ハイキングコースを適当に登る。なんと肉眼で

もウィンパー稜の下部の右の雪に大きな青い割れ目が見えるのだ。135mmの レンズで覗く

とすごい。ジョラスの写真と花の写真を沢山とる。

ゴルフ場の所にで、アントレーブに向けて歩いていると、わざわざ車を止めて乗せて

くれる人がいた。クールメイユールで探しても、ジョラスは有名な北壁の絵はがきばかり

、シャモニと同じなのにはがつかり。

事故の記事はイタリア語の新聞には大きく3面に渡つて、フランス語のは2面に渡つ

てでている。英語版には載つていない。 2紙を買う。

4日 (水 )ポ ントレジーナまで電車で移動する。7:56に 出て着くのは 18:11の 予定。

国境の駅バレンシーのホームでなんと松岡さんにばつたり会う。アイガーに登りに行くと

いう松岡さんとはブリークまで一緒だつた。話を聞く。 松岡さんはトップのガイドの次

4番 目の人から死んだと言う。小柄な彼女を荷物のように転がし、ガイ ド氏は3m程逃

げ助かつたのだという。その夜の泊り客は20人。登つたのは 17人。そして8人死亡。

岩の所で待つように言い、ヘットランプを彼女と替え事故対策に 1時間、その後、すぐ

帰つてくれたという。遺体は流されているので損傷がひどいそうだ。ヘリで捜索犬も運ば

れたという。

ブリークから氷河特急に乗る。がらがらだ。4人用に二人でゆつたり。当然乗つている

のは観光客ばかり。写真やビデオを撮る人が多い。

夜神田さんに電話し予約してもらつたガイドの名前を聞く。ガリスシャイデック氏で、

ヘルメットとエイ トカンはいらないそうだ。

5日 (木)9:00に ガイド事務所に行く。若い女性が伝票を書いてくれ、ビッケル

とアイゼンとハーネスを見せ、持つているかと聞く。マルコエローザ小屋はリラかと聞く
。
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とlira is betterと 言う。天候はと聞くが 彼女の言う事は全然理解できなかつた。last

runは 5:30そ れまでにゴンドラに乗れというのは判る。

ポントレジーナ 3:18発 トリノ行きに乗り、デアボレッソで下車。ケーブルで終点の

小屋へ。広いレス トランがあり、受け付けが判らずうろうろしてると、ケーブルで一緒だ

つた若い男性が教えてくれた。受け付けでKari S cheideggerと ガイド氏の名前を言うと

すぐ料金は104SF(朝 食付き3人分)、 ベツトは31と対応してくれた。教えられた

通りに行くと、山小屋風に雰囲気はがらりと変わり、 31は 2段ベツトの20人用の部屋

だった。 4人分の荷物があるだけで、がらがらだつたが、そこで寝ている間に次々と登山

者が入つてくるので、入り口側に場所を移す。

5:30頃 、レス トランに行く。待つているとガイ ド氏に声を掛けられたと書かれた

脇坂さんの文を思い出したからである。日本人は我々だけなので、絶対見つけてくれるだ

ろうとは思うが、 6時を過ぎても声は掛からない。レストランには真ん中にロープが張ら

れ、 6:3 0 closeと 書かれている。ロープの向こうでは30人ぐらいが夕食中。こち

ら側にも待つてる雰囲気の人がたむろしている。その中に、朝ガイド事務所の前で見た中

年女性もいる。彼女もガイ ドを待つているんだと思う。ついにがまんできず受け付けの女

性にMr.Kariは どこか ?と 聞いてしまつた。すぐ近くにいて紹介してもらえた。金髪の

ガッチリした体型の中年男性で、先刻ぶらりとこちらに来た人であつた。レストランが閉

まる6:30か ら登山者の夕食になるのだそうだ。6:30に なると、 200人程の登山

者でレス トランは一杯になつた。夕食にワインを頼もうとして、ガイド氏に禁止される。

カフェコーナーに行列し、テルモスにテイー (香の強いハーブティーで飲みにくかつた

)を 買う。水筒 1本 2Fである。エビアンの空ビンにはガス入り林檎ジュースを 2本買つ

て詰める。

6日 (金)今 日はP izo Paluを 越えマリレコエローザ小屋迄である。4:30に 起きて

レストランに行くとガイド氏が待つていた。バンと紅茶とジヤム、片岡さんはショコラ。

5:25ス パッツを付けただけで出発。今日は片岡さんに真ん中に入つてもらう。ガイ

ド氏は natural light と言つてヘットランプを消させる。月が明るい。彼の足取りは

ゆつくりである。シヤモニのガイドとは反対に道を人にゆずり、もつとゆつくり行こうか

とさえ言う。Noと答える。片岡さんが Paluは易しいモンブランだという。 1時間弱緩

い岩場を登と、氷河にでた。 真つ白な斜面を列を作つて登るさまは、正にモンブラン 。

ゆつくり歩き、ゆつくり休んでも、8:35に は東峰を越え本峰に着いた。ガイド氏は
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ピッケルで雪を掘 り始めた。座る場所を作つて lunch だった。

岩峰の西峰との鞍部に出ると、そのまま急斜面を氷河に下る。西峰をカットすると1時

間短縮出来るという。氷河でアイゼンを外す。無くても良いけど、有る方が安心かなと言

う雪だつた。でも足が軽くなり楽だ。 トラバースの緩やかな登り、緩やかな下り、前方に

小屋が見えた。 2つ クレバスを越え緩やかに登ると、 11:30小 屋着。疲れはほとんど

感じない。 ガイ ド氏に休憩してから 今日 P iz B ernina に登のと明朝とどちら良

いかと聞かれる。登り2時間、下り1時間だという。もちろん T oday と答える。

小屋に入リラザニアを注文してくれる。ケチャップ味でおいしい。さらにあと1時間昼

寝をしようとう言う。奥の部屋の下のベットに入り3人 して寝る。熟睡しているガイド氏

は中々起きない。同じように隣に寝ていたパーティも出掛けた。

2:15全 装備を持つて出発。雪の斜面はしだいに急になる。最後は根雪の氷。稜線に

出ると本格的な岩登り。我々を置いてガイド氏が登り、片岡さんはザイルを送る。日本で

クライミングしてるのかと片岡さんは聞かれている。 1ピッチ登ると、私を岩場に固定し

さらに行く。片岡さんが登りると良い確保点か無いらしく、さらにガイ ド氏は登る。そこ

で2人同時に登らせる。ここは登るのはいいけど、 2人一緒に下るのはいやだなと思う。

Mr Jean Marieの「ジョラスより難しい」は「本当だつた」と片岡さんと話す。Palu

とはあまりに違う。

そして細い雪稜になる。 1歩 1歩確かめて進むガイ ド氏の後に続きながら、一人落ちた

ら全員死亡などの言葉が浮かぶ。岩になつたり雪になつたりする。最後の雪の所で、山頂

から帰る 2人 とすれ違う。岩稜にかかる所で、帰つてくる4人 とあう。同じように部屋で

昼寝をしていた4人でガイド同士は仲良しのようである。しばらく情報交換。岩稜を忠実

に登と3人が休むには充分広い山頂だつた。4:35だ った。振返ると見事な痩せ尾根だ

。ガスが出て、雪が流れる音がサラサラ、サラサラと聞こえる。雪の急斜面にはビアンコ

ブラートを登つたパーティが付けた トレースがある。ガイド氏はアイゼン付けて雪、無し

で岩どちらから帰りたいかと聞く。迷うけど雪の方が速いからと雪と答える。パンを食べ

さらに 10分程休もうと言いガイド氏は眠る。そのあと「行きたいか」聞かれ yes
と答える。

5:15発 。岩場をガイ ド氏は I first と先に行く。すぐピッケルをデポした地

点に着く。岩場でアイゼンを付ける。雪の所から私に先に降りろと言う。始めは後向きで

アイゼンの爪を使えと言う。 2m程降りると、大きな階段状の踏み跡がある。そこで3人
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そろうまで待つ。そこでガイド氏が真ん中で、私との間は短く、片岡さんとの間は長めに

ザイルを付け替える。 3人一緒に下る。片岡さんの言どおり、踵に力を入れると足が止ま

り快調に下れる。そして横にトラバース。 2回 目の下りの雪は氷砂糖のようでアイゼンが

効きにくくサラサラ流れる。小刻みに降りる。後から good goodの声。ガーサラサラ、

ガーサラサラ。先刻、霧の中から聞こえたのはこれだつたのかと思う。そして次の登りは

アイゼンは効くけど、右側は氷でピッケルは刺さらない。spead is better とかまわず

登る。登り切ると小屋が見え、易しい雪原になる。思わず振返り片岡さんに「出た」と言

う。ガイ ド氏の congratulation の声。

ここで再びザイルを付け直す。先頭はガイド氏、 5mぐ らい離れて 片岡さん、さらに

10m離れて私になる。西日が当る雪の斜面を意気揚揚と下る。ガイド氏  Are you

happy? 我々 Yes、  I an happy! ガイド氏  I am mppy t00!

6:25に 小屋に着くともう夕食は終わつた気配。席は一杯でうろうろしてると、ある

パーティが席を譲つてくれた。スープ、ポテ ト、日玉焼き、バン、デザートのタル ト、タ

ル トは2人で 1個食べた。ガイド氏もいらないと言う残つタル トに同席のイタリアンの手

がさつと伸びた。なおガイド氏はお酒を飲まない人であつた。この小屋も超満員の気配。

狭い廊下にいつまでも座つている人がいる。ベットがもらえないなかと思う。支払いは

201000リ ラだつた。 1000負 けてくれる。余つたリラで小屋名入りのバッチを買

う。そしてスイスフランで絵はがきを買う。

7日 (土)5:35起 床。 6:30発 。ザイルを長めにし再び氷河をトラバース。

グサグサな氷河そのものを下ることはないらしい。下にむかつて伸びる岩場まで戻る。急

斜面になると、例の氷砂糖のような雪質。登りなのにガイド氏はピッチを上げ仕方なくつ

いていく。広い雪原をばんやり歩いていると、突然右足が付け根まで落ち込む。ガイド氏

が long。 という。それからはザイルを弛ませず張つて離れて歩いた。

岩場になる。アイゼンを外す。覗くと急だけど手がかりはありそう。ガイド氏 nOt

difficult go downと 言う。 OKと 下る。難しそうな所は全部確保してくれた。近藤等

氏の本には退屈な岩場と書かれていたけど、退屈と言えるほど易しくはない。ガイド氏が

デアボレッソノ小屋か、モルデラッチ駅かと聞く。statioIInと 答える。易しい岩場になる

とハイキングコースのような踏み跡もある。

そして川のような氷河になる。ガイド氏がピオレと言う。片岡さんはアイゼンを付けよ

うとして、nOtク ランポンと言われてしまつた。氷河はがかなり長い。割れ目には水が
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とうとうと流れている。そして軽装の人が行き交うハイキングコース。ここまで氷河が在

ったという標識が次々現われる。 100年の間には何 kmも後退したようだ。

12:05駅 到着。思つたより長かつた。ガイド料は780SF。 彼は P izo Palu

100回 目 P iz.B ernina 42回 日だそうである。いま50才とのこと。

8日 (日 )登つたP iz.B erninaを 眺めるためにハイキング。バスでプント・ムラ

グルヘ。ケーブルでムオスタ・ムラグルヘ。眼下にサン・モリッツの町と青い湖が広がる

。そこからセガンチーニの山小屋まで登る。氷河の Paluと  B erninaが現われる。馬

車が在るという、ロゼツクの谷が奥に伸びるっ我々が歩いたモルテラッチ氷河もしつかリ

見える。小屋の麦入リスープを飲む。ウインナーやサラミが入つている。美味しい.

雪崩避けだという石垣が積み重ねられた急斜面をジグザグに下る。樹林帯になると思い

がけず花がきれいだ。黒い曇がムがつてきたので、ホテルに急ぐ.]時間程で雷雨になつ

た。その後町に出るとひどく寒い。大きな温度計は9℃ を示している。

9日 (月 )1時間ほど買物。この時の気温は 7℃、冬用の_L着を着た人が目立つ。

バスでサン 。モリッツに出て.そ こからクール行きの電車に乗る。さらにチューリッピヘ

ポントレジーナの登山者はウールのカッターシヤツにセーターを着て地味な雰囲気で

あつた。体力的にはグランドジヨラスより楽だつた。Piz Paluは 北アルプスの 5月 の

易しい稜線のようで、るス′るん歩けたけど、 P iZ B ernina にはびつくりし′た。後で地

図を見ると、細い稜線になるのは判つたけど、登る前はルートも知らないかつたのだ。だ

だ 2級だからなんとかなるだろうと思つていた。易しいだけだつたら、こんな強い印象は

受けなかつたから、少しだけ難しくて良かつたような気がする。Mr.Kariは こんないい

加減な客で本当にお疲れ様。片岡さん曰く「今日の客は疲れた」て 家で言つてるよ。

グランド ジヨラスは初めてアルバインスタイルで登つた気がする。片岡さん曰く

「良いガイドは殺さぬように、生かさぬように歩かせ、最後は頂上に連れていつてくれる

」その通りだつた。氷河を降りられるよう quick quickと いい、氷河を下つた経験は

Bernina山頂の下りで雪のルートを取るとき、役立った気がする。

費用 swissair 3 0 9 0 0 0  ホテル (13泊・朝食付き) 171246

スイスカード 14000 ガイド予約代 20600 保険 21270 その他

手数料 17125 ガイド料 112300(チ ップ、1渥代、その他を舗)計 654570円

ガイ ドはすべて 1:2だつたので、半額である。さらに夕食代 ピツケル、ハーネス

バス代など交通費、お土産、地図、本 (ルート図集 3冊)な どで 15万程使つた。
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