
  

スイスアルプス報告 

メンバー： 中島史博 

6 月のアルプスを 3 週間楽しんできました。 

下記にて報告いたします。 

 

＜ツェルマット Zermatt＞ 

2005/06/03～2005/06/18（約 2 週間） 

-概要- 

6 月はまだシーズン前であり多くのホテルが休

業中。街中のアルパインガイドセンターも滞在中

は閉まっており、電話受付のみ。山小屋もほとん

ど営業していない状況だったが宿泊は可能。日本

の冬季小屋のイメージではなく、室内スリッパ、テ

ーブル、キッチン、ベッド、毛布、枕まであり非常に

快適。モンテローザ小屋はガスコンロまであった。

キャンプ場はツェルマットの駅を出て左へ 5 分。

10SF/D。あまりきれいではないがトイレとシャワー。

外に炊事場あり。今年は 6/6 からオープン。 

 

ツェルマットのキャンプ場（背景の高峰は Dom） 

 

 

【ブライトホルン Breithorn 4164m】 

まずは最もアプローチしやすい 4000m のブライ

トホルンへ。初めての高度であったが特に問題な

し。単に鈍いだけだろう。 

 

2005/06/05  

08:30 発ゴンドラ(始発) 

→09:30 Klein Matterhorn 駅 3451m 

→10:30 Breithorn WestSummit 4164m 

→11:10 Breithorn CentralSummit 4159m 

→13:20 RocciaNera 4139m 

→16:00 Klein Matterhorn 駅 

 

トレース、または他のパーティを期待して単独で

クラインマッターホルンへのゴンドラ駅へ向かう。7

時に駅に着いたが始発は 8 時半。半額チケットの

適応により往復で SF41。2 回乗り継いで 3451m ま

で一気に上る。 

 

クラインマッターホルンからブライトホルン 

 

快晴、無風。イタリア側はスキー場になっており、

マッターホルンの東壁がこちらを向いている。ブラ

イトホルンへは氷河を回り込み、雪の斜面を登る

がトレースなし。ルート上にクレバスは見られない

が、先行のイタリア人パーティを追う。 

約 1 時間でブライトホルン山頂の WestSummit 

4164m へ。特に高度による影響は感じない。頂上

からさらに先へ行くというイタリア人パーティに付い

ていき、雪庇に注意して稜線の南側をたどりブライ

トホルンの CentralSummit 4159m へ縦走。そこか

らクーロアールをクライムダウンして一旦氷河へ降

り、進路をさらに西へ。約40 分の氷河歩きでロッチ



  

ェネラへの基部に到着。部分的に凍った 45 度ほど

の斜面を直登し、稜線をたどってピークへ。 

 

ロッチェネラピーク 

向 こ う に は Pollux 4092m 、 Castor 4223m 、

Liskamm 4479m、モンテローザ MonteRosa の最

高峰デュフールシュピッツェ Dufourspitze 4634m

が見渡せる。マッターホルン側に見える、どっしり

とした山が MontBlanc 4807m であることをイタリア

人に教えてもらう。バックステップで氷河まで戻り、

16:15 の最終に遅れないように急ぎ足でクラインマ

ッターホルン駅へ向かう。16 時に何とか到着し、最

終で街へ下る。イタリアパーティはこのまま車(片

道 6 時間)で帰国。週末を利用しての 4000m とはう

らやましい。結局歩きは私たち 3 人のみで、後はス

キーが 2 人×3 パーティほど。まだスキーの時期と

言うことか？ 

 

【ドム Dom 4545m】 

ドム小屋がまだ営業開始していないことを確認

していたため、エアマット、寝袋、水 2.5L を担いだ

が結果的にはすべて不要。小屋には雪渓からの

豊富な水とベッド、毛布、枕まであり。運良くスペイ

ンパーティがいて共に行動することができた。ルー

ト取りやラッセルでは貢献したが、長い氷河歩きで

は念のためアンザイレンさせてもらった。アプロー

チが長く、4000m 峰を谷底から登る大変さを知る。 

 

2005/06/07 

12:50 Randa 駅 1400m 

→15:00 岩壁基部 

→16:50 DomHutte 2940m 

 

小屋までのアプローチのため、少々遅い出発。

ツェルマットから 2 駅のランダへ。街から次第に樹

林帯に入るが、荷物が重く登りがきつい。ほぼ快

晴で谷を挟んだ対岸には鋭いヴァイスホルン 

Weisshorn 4506m が美しい。2003 年に酒井さんと

三木さんが登っているが、正面に見える東稜線に

は雪がたっぷり乗っており、まだ登れない。樹林帯

は次第に開けた斜面となり、見上げる急な岩場に

差し掛かる。DomHutte の大きなプレートが埋め込

まれた岩の基部からほぼ直上の急登を約 1 時間。

ワイヤー入りのロープ、ワイヤー、ハンドル、石の

階段、岩を削った足場があり、木製のハシゴを登

ると岩壁は終了。ガレキ帯を 1 時間ほど進み、稜

を右に回り込むとドム小屋はすぐそこに見える。 

小屋は円形に近く、75 人収容可。見下ろせば

ランダからツェルマットまでの谷底が見え、視線を

上げればヴァイスホルン、ツィナールロートホルン

からマッターホルンまで見渡すことができる。この

日はスペイン人が二人と私の 3 人のみ。彼らは翌

日にノーマルルートから登頂を狙うという。同行を

打診すると、快諾。それほど山の経験はないらし

いが、ピレネーでトレーニングしたとのこと。夕方ラ

ンダに住む小屋の管理人から電話がかかり、小屋

代 29SF/D を払うようにとのこと。20 時就寝。 

 

2005/06/08 

03:45 DomHutte 2940m 

→06:00 Festijoch 3723m 

→09:40 Dom 4545m 

→14:00 DomHutte 2940m 

 



  

2 時過ぎに起床、4 時前に出発。ヘッドライトで

30 分ほど踏跡をたどると氷河に到達する。アイゼ

ンをはいてここから約 1 時間、左端の岩場との間

隔を保ちながら、フェスティヨッホの基部まで氷河

を進む。次第に空が明るくなり始め、朝焼けのヴァ

イスホルンが美しい。 

 

ラファエル（背景はヴァイスホルン） 

フェスティヨッホ Festijoch 3723mは2ピッチほど

の岩登りだが簡単なので確保は不要。この稜を超

えて向こう側の氷河をたどってピークへ登るのがノ

ーマルルートとなっている。マッターホルンにも朝

日が当たっている。 

フェスティヨッホからこのままピークへ続くフェス

ティ稜をたどるルートは PD。バイルはテントに置い

てきたのでアックス 1 本。取り付いてみたところ部

分的に凍っており行けなくもないが、私が行くなら

二人も来るという。安全なノーマルルートを進むこ

とにする。 

ここから一旦氷河に降りて、右上のセラックを避

けて大きく左に回りこみながら氷河を登り続け、ク

レバスを避けながら再度右へトラバースしてピーク

への雪の斜面に入る。この頃から風が強くなり始

め少々ブリザードの様相。 

 

ドムピークへのルート 

足元もスキーのトレースをたどらないと、もぐって

しまう。ここから二人を放して、単独で軽くラッセル

しながらジグザグに斜面をつめる。フェスティ稜と

合流するザッテルとのコルに登りつめ、凍った約

50 度の斜面を慎重に進むと十字架の立つピーク

へ。風が強いがラファエルとフェリックスを 15 分ほ

ど待つ。隣にはテッシュホルンのピークがあり、正

面には綺麗なピラミッド形をしたヴァイスホルンが

ビスホルンとの間の氷河をこちらに向けている。ツ

ェルマットとあわせて見えるマッターホルンもここか

らだとそれほど高くはない。モンテローザ、モンブラ

ンも見える。少々心配したが二人とも何とか上がっ

てくる。 

 

ドムピーク 

お互いに写真を撮り、そそくさと下山開始。最初

の氷がやりにくいが、そこを通過すると雪の斜面を

軽快に下ることが出来る。氷河に入る前にアンザ

イレン。太陽がジリジリと照らすなか、来た道を引



  

き返す。氷河の下りはいつも退屈だ。時間が遅くな

るほどに、深く足が取られて歩きにくい。それでも

よいコンディションのなか安全に登頂でき、みんな

満足。フェスティヨッホからの下りは念のため一部

懸垂。再度アンザイレンして氷河を進む。約 10 時

間の行程で、14 時にようやく小屋へ到着。小屋に

あったペプシのペットボトル(SF4)に手を出す。 

 

ドム小屋（背景はヴァイスホルン） 

靴を脱ぐと左足の爪が死んでいる…。SCARPA

のフレネイはアイス用のため爪先が細く、内側に

ねじれている。以前も左の爪をやったことがあった

ので、切っておいたのだが。二人は休憩してランダ

まで下山するが、天気もいいし私はもう 1 泊するこ

とに。この小屋と景色を独占しようと思ったのだが、

別のスペイン人パーティが来たためならず。しかし

翌日の朝焼けも堪能することができた。 

2005/06/09  9:00 DomHutte→12:00 Randa 

 

 

【モンテローザ Dufourspitze 4634m】 

ゴルナーグラートの展望台から偵察した際、小屋

からピークまでのトレースが確認できたが、天気が

崩れたので約 1 週間の停滞。雪が落ち着くのを見

越して 1 日やり過ごし単独で向かう。頂上手前の

岩稜は雪が多く思ったよりも難しかったが先行の

フィンランドパーティのトレースにより登頂できた。

氷河の下山で楽をしようとショートスキーを持ち込

んだものの、とても使えず持ち帰る羽目に…。営

業期間外の別棟トイレは氷河へ続く川への垂れ流

し…。これには少々驚いた。 

 

2005/06/16 

10:40 Rotenboden 駅 2815m 

→11:30 Gorner 氷河 

→13:00 MonteRosaHutte 2795m 

 

駅前の COOP が開く 8 時半頃を狙って、焼きたて

のパンで朝食。駅前にあるスポーツショップ「バイ

ヤード」でショートスキーをレンタル。皮ブーツに合

わせてもらうが、足首が固定されないので難しい

のでは？とアドバイスを受ける。何とかなるでしょ、

と思って 15SF/D の料金でサイン。 

10 時発のゴルナーグラート行き列車に乗り、終点

から1つ手前のローテンボーデン駅で下車。ここか

らわずかに下りながらゴルナー氷河の上流へ向け

てトラバース道をたどる。モンテローザ小屋への看

板からジグザグにガレ場を下りゴルナー氷河に降

りる。 

 

小屋への看板（背景はモンテローザ） 

氷河上には旗が立っており、迷うことはない。末

端氷河の一人歩きでは NZ を思い出す。モレーン

からモンテローザ小屋への登り返しは FIX ロープ

がまだ整備されていなかったり、踏跡をはずしたり

とちょっと歩きにくい。モンテローザ小屋は 3 月から



  

営業しているがなぜか 6 月のみ閉鎖。この間、メイ

ンの部屋へはアクセスできず、左の階段を登り、2

階のドアから冬用のスペースへ。15～20 人用のベ

ッドルームがあり、キッチンにはガスコンロがある。

外の水は飲むなとのサインがあるが、小屋で買わ

せるための警告だと勝手に判断し雪渓から引いた

パイプの水を利用する。 

単独の場合を考えてルートの偵察に出る。30 分

ほどガレ場を進むと雪の上に氷河へ向かうトレー

スあり。午後になり雪が緩んでいるので深く潜るが、

このトレースはやけに新しい。さらに 30 分行くとザ

ックが二つデポされており、ずっと先にはルートを

引き返してくる二人の登山者が。スペインからのパ

ーティでザックの場所にテントを張り、明日デュフ

ールシュピッツェへ向かうとのこと。先行パーティ

あり、これで単独でも安心だ。3300m 付近まで行き、

更にトレースが続いていることを確認して小屋へ

戻る。小屋にはドイツ人スキーヤーが一人到着し

ていた。彼も NZ をヒッチで旅したことがあり、話が

盛り上がる。 

ゲストブックには前日にフランスのスキーヤーが

3 人泊まったとの記録あり。この夜はドイツ人と私

の二人。ベッドに入ってからも、問い合わせや予約

の電話が鳴り響き、その度に寝袋から出て小屋が

まだ営業を開始していないことを伝える。21 時ごろ

まで続く。やれやれ。 

 

 

モンテローザ小屋（背景はリスカム） 

 

2005/06/18  

02:10 MonteRosaHutte 

→07:00 Sattel 4359m 

→09:30 Dufourspitze 4634m 

→10:50 Sattel 4359m 

→14:20 MonteRosaHutte 

→18:10 Rotenboden 駅 

 

ルーディ(ドイツ人)の携帯でアラームを 1 時にセッ

ト。2 時過ぎに出発する。ルーディはすぐにスキー

を履き、シール登高で進む。私は雪を避けて右の

ガレキをたどる。彼に雪上のトレースを教えてもら

い、昨日偵察したルートに合流。1 時間でスペイン

パーティのテントに着くが、既に出発した後。さらに

トレースを追う。すぐ急斜面があり、この辺りから

ルーディが遅れだす。トレースは明確で暗闇の中

を黙々と登り続ける。 

次第に明るくなる頃、前方に 2 人の明かりを確認。

振り向くと朝焼けのマッターホルンが美しい。さら

に登るとその先に別のパーティがいる。4000m 付

近にビバークしていたようだ。彼らのテントサイトを

通過し、前方のザッテルへとつめる。 

 

ピークへの稜線とザッテル（右） 

しかし先行パーティはザッテルとのコルではなく、

ベルクシュルントを避けて左の稜線に上がってしま

った。見ていると傾斜が強く、さらに氷化しているら



  

しくやりにくそうだ。追いついたスペインパーティに

右のコルへ上がるルートを示し、そっちへ行こうと

持ちかける。ショートスキーとストックはここでデポ。

交代でラッセルしながら進む。ベルクシュルントは

スペインのリードが慎重に上手く超えたが、二人目

が沈。そのスキに横から追い越し、ダブルアックス

でトラバースしてそのままコルへ。ここまで約 5 時

間。 

ここから雪稜をたどるがラッセル。体調も良く、高

度の影響も感じないため快調に進む。風が強く、

前方は雪煙が舞う。岩稜に入る頃、先行パーティ

とのトレースに合流。そのまま追うが、雪のついた

稜は進みにくく左右は切れていて緊張する。そのう

ち二人に追いつくが彼らはコンテで部分的に確保

しながら登っている。ナイフリッジに馬乗りでまたが

り、ズリズリ進む部分も。ハング岩を避けるための

ルートを左右のどちらに取るかで悩んだが、これ

は左が正解。新雪がアイゼン跡を隠し、ルート判

断を難しくする。この岩峰を超え、ようやく終わりか

と思ったがもう 1 つ先がピークで、フィックスロープ

のあるチムニーを超えると十字架へ。 

 

ピーク直下のチムニー 

フィンランドパーティと祝福の握手。360 度の展望

を楽しむ。リスカムの北壁が勇ましい。北にはドム

やヴァイスホルン、西にはマッターホルン、遠くは

モンブランが見渡せる。 

フィンランド人と話すと、実は Dom で会っている。

私が下山するときに、小屋へ向けて登って行った

のが彼らだった。彼らはこの稜線をさらにたどり、

マルゲリータ小屋を目指すという。グレードは AD

で更に難しい。お互いの安全を願って、別方向に

下りだす。 

先ほど左右で迷った岩場でスペインパーティとす

れ違う。懸垂支点があったので安全のためセルフ

を取り、そのままロープを出して 1 ピッチ懸垂。ここ

でルーディも空身で上がってくる。てっきりコルの

辺りで待っているものだと思ったのだが、よく登っ

てきた。ロープの回収にも成功し、慎重に稜をたど

ってザッテルとのコルへ。ここまでくれば安心。ル

ーディを待って 1 時間ほどのんびりする。 

ここからはショートスキーで軽快に下山！と思っ

たが全く上手くいかない。無様にコケまくる。あきら

めて坪足で歩くことに。スキーのルーディがうらや

ましい。午後に氷河を単独で下るのは気が引けた

が、やむを得ない。柔らかくなった雪に苦労しなが

ら、休むこともなく 2 時間半で小屋へ到着。 

もう 1 泊することも考えたが、グリンデルワルトへ

移動したかったので、ツェルマットまで行くことに。

登り返しもありローテンボーデン駅まで 3 時間かか

る。もうヘロヘロ。あまりに静かで最終列車を過ぎ

たかと本気で心配したが、19 時前にありホッとす

る。 

 

 

＜グリンデルワルト Grindelwald＞ 

2005/06/18～2005/06/24（約 1 週間） 

-概要- 

ツェルマットに比べて街が斜面に広がるため、車

のない旅行者は動きにくい。キャンプ場は 3 ヶ所ほ

どあるが、オートキャンプ型しかない。グルント

Grund 駅から 15 分のアイガーノルトヴァンドを利



  

用した。ホテル、レストラン併設。グリンデルワルト

周辺はハイキング人口が多かった。雪解けが早く、

花が多い印象あり。山の交通機関もすべて稼動。

週末には 100 基近いパラグライダーが空を舞う。

滞在期間が有効期間と同じ 6 日間だったため、乗

り放題チケットを SF140 で購入（半額チケット適用

価格、通常 SF190）。これでインターラーケンよりも

標高の高い位置にあるほとんどの交通機関に乗り

放題。あちこちのハイキングにはもちろん、キャン

プ場に近いグルント駅からグリンデルワルトに出る

場合にも便利。ただし、アイガーグレッチャー駅と

ユングフラウヨッホ駅のトンネル間（往復で通常

SF100）は半額にしかならない。滞在期間中はずっ

と快晴だったが、最終日の夕方に雷雨となり、一

時は 1cm 程の大きさの雹がバケツを引っくり返し

たように降った。電車に乗っていたが、外を歩いて

いたらと思うと恐ろしい。 

 

 

クライネシャイディックよりアイガー＆メンヒ 

【メンヒ敗退 Monch 4107m】 

ヨーロッパ最高の位置にある鉄道駅ユングフラウ

ヨッホからアクセスでき、日帰りで登れる 4000m

峰。 

ノーマルルートの東稜ではなく、トレースがあった

ので南西稜に取り付いたがいきなりのⅢ岩登りで

恐ろしくなり 1 時間で撤退。真ん中に 1 つ残置支点

のある 10m のスラブだがソロする装備もなく、右の

雪をトラバースしても回避できず。強引に超えられ

たとしても、先の状態もよく分からなかったので引

き返す。メンヒはあきらめてメンヒスヨッホ小屋に入

り、翌日のユングフラウに備える。この日、ノーマ

ルルートからはガイドパーティを含めて 20 人くらい

がメンヒに登っていたようだ。なかにはジーンズの

おやじもいた。 

メンヒスヨッホ小屋にはレストランが併設され、ヨ

ーロッパ最高地のレストランとして紹介されていた。

朝夕の食事付きで SF56/D。 

この日、夕食のメニューはトマトスープ、パン、グ

リーンサラダ、フルーツ缶詰の入った変なカレー、

デザート。朝食はコーヒー、パン、コーンフレーク、

ヨーグルト、オレンジジュース。 

 

 

ユングフラウ（手前に駅のあるスフィンクス） 

 

【ユングフラウ Jungfrau 4158m】 

小屋の朝食は 4 時と 7 時の 2 回。メンバーの様子

を見て決まるようだ。宿泊客は 20 人で、翌日にの

んびりメンヒに向かうガイドパーティは 7 時を依頼。

4 時に朝食を取ったのは 6 人で、そのうちユングフ

ラウへ向かったのは私を含めて 3 人だった。ルート

は通常、基部の岩登りを経て雪の斜面をコルまで

登るようだが、雪があるため南壁をダイレクトにコ

ルの手前まで登ることができた。単独だったしショ

ートカットできたので都合がよかった。 



  

 

2006/6/23 4:50 MonchsjochHutte 3657m 

 →6:00 南壁基部 3550m 

 →7:45 Jungfrau 4158m 

 →9:30 Jungfraujoch 駅  

 

5 時前に小屋を出て、昨夜のうちに圧雪車が通っ

た道をユングフラウヨッホ駅に向かって歩く。既に

明るく東の空は朝焼け、正面となる西の稜線には

満月が輝く。昨夜は開けっ放しの窓際だったが寒

いと感じることはなかった。気温は＋5℃程度か？  

日中の喧騒とは異なり、誰もいない静かな駅前

の圧雪スペースから氷河へ延びるトレースに入り、

ノーマルルートへ岩峰を回り込むトレースではなく、

ユングフラウヨッホ駅から見える雪壁をダイレクト

に登るトレースをたどる。スノーシュー2 人と坪足 1

人の下りのトレースをたどり、雪壁の基部まで。ク

レバスは特に見られず、雪も硬く安定しており歩き

やすいがこの頃から日が当たり始める。雪壁は思

ったほどの傾斜はなく、アイゼンも履かないまま。

しかし下りの足跡のため大又で歩く必要あり。予

想以上に早く、基部から約 1 時間でノーマルルート

とのトレースに合流。 

 

ベルクシュルントとピークへの斜面 

ここでアイゼンを履き、ベルクシュルントを超えて

ザッテルとのコルへの微妙なトラバースをこなす。

足場が崩れており、4 ステップほどが緊張する。上

からのチリ雪崩が少しわずらわしい。コルからはラ

ウターブルンネン方面の谷を見下ろすことが出来

る。この谷から風が吹き上げるが寒くはなく、薄い

フリース一枚のまま歩き続ける。ここからはピーク

に向けてほぼまっすぐにステップをたどり雪の斜

面を 1 時間ほど登る。部分的に凍っているが特に

問題なし。最後に少し岩稜をたどり 8 時前に頂上

へ。十字架はなし。谷から吹き上げる風がガスを

生み、ブロッケン現象を見せてくれた。そのガスの

ためアイガーは見えず。霞が強いため、ヴァリス方

面も判然としない。 

 

ユングフラウピーク 

10 分程で下山開始。まもなくするとガスが晴れて

きたのでピークまで登り返そうかとも考えたが、単

独の氷河歩きを考えると少しでも早い方がよいた

め下山を続ける。途中、2 人パーティとすれ違う。

彼らは動きからすると北東壁を狙っていたのかも

しれない。結局は私とトレースを追ってここまで上

がってきた。 

日が昇り、次第に暑くなってくるのでコルでフリー

スを脱ぎ、T シャツ＋薄いシェル 1 枚になる。ここか

ら緩んでくる雪の上をユングフラウヨッホ駅まで約

1 時間。雪壁の下りで一度、ベルクシュルントに沈。

クレバスとは異なり、斜めに開いているので危険

はない。クライネシャイデックからの始発が到着す

る時間を過ぎていたため、駅周辺は既に観光客に

支配されている。エレベータで展望台に上り、景色



  

を楽しんで 10 時半にグリンデルワルトへの列車に

乗る。翌日チューリヒより帰国。 

 

＜コメント＞ 

今回は初めてのヨーロッパでアルプスの山々を

見て来ようというのが趣旨でした。結果的に夏の

観光や山のシーズンには少し早かったらしく、到着

当初は一部のホテル、山小屋、キャンプ場さえも

営業していない状況でしたが、のんびりとスケール

の大きい山を満喫することが出来ました。ツェルマ

ットに 2 週間、グリンデルワルトに 1 週間の滞在で、

天候にも恵まれ 4000m 峰にいくつか登頂すること

ができました。 

山岳ガイドセンターもオープンしていなかったの

で山の情報が手に入りにくく、酒井さんの HP 情報

には非常に助けていただきました。酒井さんが周

辺の山を登り尽くしていたからでもありますが、「足

跡をたどる旅」となり、私が登った山もすべて酒井

さんが 2003 年に訪れているものとなっています。 

シーズンが外れたためパートナー探しも思うよう

にいかず、単独で小屋に向かうと他のパーティが

いて一緒に登るというパターンでした。相変わらず

運がよかったと思います。できればバリエーション

ルートにも挑戦したかったところですが、ここ一年

の実績を振り返るとそれでもよく登れたと思ってい

ます。 

どうやら高所に関する感覚は鈍いらしく、これま

で経験のない 4500m まで行きましたが特に影響は

出ませんでした。このタイプはさらに高所でいきな

り重度の障害が出ると聞きます。今後そのような

機会があれば気をつけなければいけないのかも

知れません。 

スイスアルプスの爽やかな夏から、梅雨の晴れ

間の蒸し暑い成田に着いたときのギャップが忘れ

られません…。 

*1SF≒92 円（2005/05 末時点） 


