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ノル ウェー

1991年 4月 25日 〜 5月 7日
メンバー

:L.岩

毅t岩 淳子

一 ―ゴ微 唖 醐 Jotunmimen&Breheimen
を滑る 一一

1980m初 めてノルウェーを訪れた。そし
て1991年 ヽあたためつづけてきた夢が実現 し
た。
実に面白いものである。198は そのとき
の私 1鵬 で山スキーを始めたばかり。海外
も初めてだった。ただ、ただ、あおいフィヨ
ル ドに囲まれた氷河に浮かぶ白い頂を望みな
が ら、いつか、あそこか ら滑 ってみたいなと
いう、それは淡い夢でしかなか った。それが
一歩‐歩ではある力ヽ1年の月日を経て次第 に
現実 に近づ き、ついに北欧の大氷河を滑 って
しまったのである。 ここにいたるには、やは
り、山スキー同志会に入 ってそこで得た経験
や情報、それと妻、淳子の存在が大きい。皆
さんに感謝 したい。
ところで、なぜノルウェーかとい うと、私
は北海道生まれのせい力＼ 北方症候群にとり
つかれていて、さらに、1980年 のノルウェー
訪間でノルウェ■病 (=手 つかずの大 自然あ
るいは氷河とフイ ヨル ドと森の病)に 冒され
たためだろう。
さて、まずノルウェーの 山とスキーについ
て紹介する。
ノルウェー南西部のテレマー ク地方がスキ
ー発祥の地といわれ 18師年にスキーがノル
ウェーの国技 となる。当然t山 スキー もポピ
ュラ=で す。ただ し、文字どうり、テ レマー
クが主流です。
登山もアムンゼン以来、探検の一部として
とても盛んです。オスロには、登山・ 山スキ

ー
長
ギ魃
1の

『::客 RÌふ孔
贔

3鮎

―全土の山の情報が得 られる。そこには山だヽ
屋の利用について も多 くの情報がある。また
日本同様、大 きな書店でlよ 登山地図、官製
5万 分の 1地図が購入できる。登山用品はア
ウ トドア用品店で購入できる力ヽ 市場が小さ
い (ノ ルウェーの人 口は410万 人で東京都の
3分の 1)た めか品数t種類とも少ない。
代表的登山エ リア￨よ 南から、Lrdanger―
otunheimell― Breheimen 、Dovre―
Vidda 、」
RKIllsdalです。それぞれ特徴があり、Lrdan
gel一 Viddaは 10001250mの広大な高原地帯に
A/躙 の氷跡湖があり、 これらを結んで多
くのルー トがある。但 し、あまり顕者なピー
otunlleimen― Breheimen i測 畷
クはない。」
大の山域で、北欧最高峰のねldhOpiggenほ か
多 くの高峰、 またヨー ロッパ最大の大陸氷河
Jostedalsbreenを はじめとする多 くの氷河が
メッカとな
あり、夏 は登山、冬は山スー
る。Dovre― RBIIIsdal lJ岩 登 りで有名な山塊で
、 日本人クライマー も結構みかけます。
これらの山域へのアプローチは車 (レ ンタ
カ■ )が とて も有効です。それは、人口が希
薄なため公共交通機関の働 ヽまなはだ悪 いた
めです。ただ し道路事情はその地形的制約か
ら良いとは言えず、主要道で もすれ違いに苦
労するところがある。渋滞はないです。
そろそろ、イ ントロを終え、今回の山旅の
話にうつ ります。
海外 (ノ ルウェ■ )で 山スキーをするとい
う大きな目的をもった旅 iよ 結婚 3年 目であ
り、 DINKSで ある1991年 の春が格好の機
‐
会と思われた。そこQ19∞ 年の夏か ら準備
を始めた。
で知り合 い、その
まず、1%
後 も手紙のやりとりをしていたノルウェー人
夫妻tオ スロ在住のレーテさんに手紙を書き
、そのア ドバイスをもとにノルウ土―山岳協
レヽ
イムさ
会と現地 ヒュッテのオーナー、 スノ
ヽ
レ イムさんは今回私
んに酷 をとった。スノ
い
達が狙 う山域に詳 し 方で、何度か手紙のや
りとりを して、時期は 5月 連体を選ぶことに
した。積雪量やオープンしているヒュッテの

n)
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数か ら考えると、 3月 末のイー スターの頃が
ベス トだ力ヽ 現地ではこの時期、子 どもたち
の
のウインター スク下ルの真 っ最中で
=般客
は難 しい。また、 5月 のほうが天候
動
が安定しており、何 よりも長期休暇は5月 連
休以外 はとれず、結局、 この時期になった。
場所は新婚旅行で夏山を楽 しんな 北欧の
otunheimen山群 とした。 こ
屋根 と言われる」
へ
の山群 私はすでに 3回 来ている力ヽ 山スキ
ー としては初めてであり、淳子の体力 も考え
て、 ヒュッテをベースに毎日ビークを変えて
ることにした。 これなら￨よ 厭 の日
鬱
は休養日にできるので都合がよい。そのヒュ
ン｀
イムさんがオーナ=で あり、新
ッテはスノ
婚旅行の時も泊ま ったSpiterstulenに ある。
ただし、 ここは5/2か ら5/20ま で休館 になる
レヽ
イムさんが薦めて
ため、山旅の後半 はスノ
くれたBreheimen山 群 (ヨ ー ロッパ最大の大
ostedalsbreenが ある)北部のGrotli
陸氷河」
にベースを置いた。

4/25

曇 1雨 大阪→成田 (泊 )

Qir)Oslo16:40

4/27

午前中、市内の本屋で地図を買 い込み、 レ
ンタカニ で出発 3度 目とはいえ外国魏
しかもフ
副歴酢 薩 ンヽンドル1辞 帷 を使う。Os
otunheimenの入 日、Lmに 至る道 (
loか ら」
‐
幹薪嘔縫霧―のは途中、19創 冬尋材 リンピック
のあるLinehanmerを 通る。 このため、沿線
は新しい ドライブインやショッピングセンタ
で も開いてい
ーができ、 しかも、土曜囃
っ
Oslo市
内以外は
る店が増えて便利にな た
渋滞も無 く、交差点 もロータ リー式のため、
快適 に走れる。Lcxllか らは山道 になり、心配
していた圧雪路ではなか った力ヽ 吹雪模様 と
なる。Spiterstulentttsloか ら4001m、 6時
間で着 く。
Spiterstulenは Jotunheimenの ほぼ中鬼
典型的な氷蝕 U字 谷Visdalenの 奥 にあり、周
囲を山と氷河 に囲まれ、山スキーには絶好の

私 はいつ も、ひどい時差ボケ体調不頃に悩
む。そこで今回はシベ リア経由直行便にし、
さらに、わざわざ成田に泊まり万全を期 した
〕こ
目田2に 悩オ
。 これが祠搾●割]ま 嚇
となく快適快適も おまけに、出発日が″あ扱
い (ゴーヽデンウィー ク前)と なり、1日 違
いで航空料金が,人 10万 円も得 した。
田21:30「 Rail)
★大阪
":400ir)羽
成田23130

4/26

曇 1晴 OSLO● LOM⇒
SPIIER釘 肌国 (泊 )
図 1参照

ロケー ションである。
ンヽ
イムさんより丁寧なア ドバ
夕食後、 スノ
イスを頂 く。彼 は私達が着いたばかりなので
軽い氷河歩きを薦めて くれた力ヽ 私 は、もし
明日晴れたら、最高峰を阻いたいと、 もしか
す るととんでもない希望を言 う。 しか し、彼
は優 しく私 たちの目を見て微笑み、北欧最高
峰麟ldhOpiggenへ の山スキールー トをていね
い、かつ的確にア ドバイスして くれた
却 sloll:30RCar199kmpLlllemlmer14:30,
15100CCarlヽRLm16:50CCar3鍬

曇 1晴 成田⇒OSLll(泊 )

D

Spiterstulen17:30

Stockholmで 乗 り継ま 12時 間強で偽 loに
着 く。 レーテさんが車で出迎えて くれて、そ
のまま所 々に雪が残るOslo郊 外OHolmenkoll
enの ジャンプ台 に案内して もらった。 そこか
ら見 る町並みはなぜか札幌を思い出させた。
この日は レーテさんの自宅に泊めて もらう。
★成田111000ir)Stockholm14:30,15150
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4/28

SIYGGEBREN
脚 晴 SPIttR創 肌 Ⅲ―
GttDHPI 国山 往復山ス
キー 図 2参照

朝食は食べずに早朝 7時 に出発す る。 しか
レウェー人登
し、どうもおか しい。ほかのノノ

日 1.り
ヽ

￨ザ

ウ■一和郡

、

S曜

錨乳

゛

な哺
'9年 亀

ヽ ↓

PRο MSatottf. f″ υ
al ο
7VNM"f ″
〕
T
7VD

Sυ

′
7° 7VDス /Vf

′′
f″ ど7v

」Ort//vHfr″ frv
ι

′′
ιff」 fι

̀

Fyfι ●

HAR∂ 4/V6f′ ‐
t/′

∂0ス

̲̲̲it3凰 道

θιfF」 ど4ι

壁υ 熱郷 期

OSLo■ 乍6」 ビL
凰2・ 凰 3
のイ]曖 苦
し

… 121‑

山者はテン ト組 も含めて、誰も起きている気
配が無い。犬 さえ、まだ寝ている。 日本 (ア
ルプス)式 早朝スター トはここ北国ノルウェ
ニ では奇異であることは後で知 った。緯度の
高いノルウェーは 5月 上旬の日の入 りは四時
半、従 ってスター トは10時頃そして山スキー
の下 りは迅速だか ら山頂スター トは16]芋興
ヒュッテに戻るのは18時 一一 カヽ こちらの
スタイル らしい。まあ、 ともか く、 この日は
ちょっとおか しいと思いつつ、犬 も起 きてい
ない!?朝 早 くに、 ヒュッテをあとにする。
」
otunheimenの 山スキーは大体は氷河をつ
めて行 くので急登は少ない。 しか し、 ここだ
けは唯―、U字 谷αisdalen)の サイ ドの生
をスキーを引いて急登する。どお
標高差
日には薦めなかった由だ。案の定t淳
りで初"軸
へ
子は ば って しまった。 しか し、今 日は雲一
つ無い快晴、 これを逃す と勧 ヽ とい う思 い
が強か った。
標高1600mの U字 谷のへ りか らは見渡す限
りの大雪原が望める。そこには前 日のイタリ
つけたシュプールが■筋の
ア人パーティー功ヾ
びる。初めての氷河歩きにうきうきする。ま
さくSpiterst
た、振 りかえれ!よ 谷の底 l胡 ヽ
ulenの ヒュッテが望め、さらに谷の向 こうに
ノルウェー第 2の 嗽 Glittertindが 見える
。既にノルウェーの 山にうつとり酔 っている
自分 に気がつ く。 (バ テテうらめしそうな淳
子の視線を背 に 。・・ ごめん。)
一般に、 ノルウェーの氷河は比較的傾斜が
緩 く、 5月 頃迄だとクレパスはごく少ない。
事前 にア ドバイスを もらい急所さえはずせば
、はまることはまず無いと言える。 この氷河
(Styggebreen)の 場合、南のへ り、稜線直下
にさえ近付かなければ安全である。 しか し、
Galdllopiggentよ この稜線の西端 にあるため
、ルー トは大きく東か ら北へ と迂回 して山頂
か ら北東に派生 している稜のゴLallに とりつ く
。すなわち、 U字 谷のへ りから稜の取付まで
5mに およぶ長い長い雪原歩きとなる。天気
は快晴、初めての海外の山スキー、 しかも二
人だけ。心ははやる力ヽ 頂上は見えて も、雪
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の働漠はどこまでも続 く。
長 い氷河歩きのあと、待望の山頂へは取付
から標高差即mに 稜沿いに 1時 間で行けた。
2年前の夏t新 婚旅行で登った時よりも、は
るかに真 っ白な、まるで山スキーのためにあ
るような山々力ヽ 延々と続 く様が山頂か ら望
めた。さらに眼下にlよ この山を取 り囲むよ
うにい くつかの氷河が望め、それぞれにい く
筋かのシュプ=ル が認められた、 もちろん、
そのうちの 1本 は今我々がつけたものである
はずだ。
山頂からは稜のやや東側を粉雪を蹴散 らし
爽快滑降b取 付から下、Styggebreenは 斜面
は緩いが軽い粉雪のため、 これまた鼻唄 まじ
りのゆる一 いパ ラレルでスイスイ。 しか し、
最後のU字 谷の壁は今年は雪の付きが悪 くて
難晴討夕る。
ノルウェー人は出発が遅いので、下 りで次
々と登 って くる人に会 う。北欧の人は皆、テ
レマークかノルディックで、アルペ ンはイタ
リア人と ドイツ人と我々だけだった。 この日
途中で知 り合 い、 ヒュッチで夜、一緒 に飲ん
だ同年代のラウ ドンさん (ス ウェーデ ン人)
か ら、スウェーデ ンの山を案内す るか ら、今
度来るときはテ レマー クで来いと言われた。
☆Spiterstulen(1090mm7:40‑U字 谷鉢り
(1800m/10120(Styggebreen)― 取付
GaidhOpiggen(2469D
(塑 711nm12:4ト ー
13:30,13:45へ ^取付14:00,14130へ^」
14155〜 〜Spiterstulen15:30
字籍鉢り
☆滑降高度138鈍 距離片道6.5hl

4/29

劉駅麟駅E馴 ―
晴 SPITER釘 肌訓―
Buliil山 往復山スキー
図 2参照

本来、薦められたQidhopiggen山 スキール
ー
ートロに Spiterstulen― Styggebreen― GaldhOp
iggenforten― Storgiuvbreen― nordra11labre
en Tverrabreen― Spiterstulenと い う18kmに

およぶ大周遊 コ=ス であった。そして、暉憲
レヽ
にこれを走破 したイタリア人 も、またスノ

イムさんも、最後のTverrabreenの ダウンヒ
ルが最高だと言 った。 しか し、私達夫婦 には
体力的にこの大周遊機照駄 昨日の鯰ldhOpi
ggen往 復で もかなりあ ったので諦めた。そこ
で今日￨よ このTverrabreenか ら、その最奥
のBukkehOiへ 登 り、 これを滑ることにした。
出発￨よ 郷に入 りては郷に従えで、 ヒュッ
テで朝食をゆっくりととってか ら発 った。今
日1詠 河をつめるルー トなので、緩やかな登
りである。エンジンのかか りの遅い淳子には
丁度良いよ うだ。Tverraiの 谷に入ると、前
方 に御errabreen氷 河、その奥 にはButtehOi
が望める。 日本では見 られない、まことに雄
大な光景である。
Tverrabreenは 中央部に急な所があり、 こ
こに近寄 らなければ問題は無い。ルー トもこ
の急所を避けて、1回 りと南回 りの 2つ があ
る。我々は距離の短い北回りをとった。 この
ルー トは標高1800m付 近 にん度の壁があるが
、全般的 には緩やかな登 りが続き、その距離
は昨日よりも長 く、氷河も広 く、本当にどこ
まで行 っても雪の砂漠であった。
壁を越えてか らも、最奥にあるBukkehOiが
雪の水平線に浮かんだり沈んだりするのを望
みなが ら、 シ=ル をつけたスキーをただ機械
的に交互に動かすだけ。時として、気が遠 く
なるような心持ちに襲われる。Lindbergtind
en峰 をまわりこむと、さすがに氷河も最奥 と
なりBukkeholstindanな どの周囲の峰々が指
呼に近づ く。BnehOiは 氷河から高 さ100me
犬のピ下クで、最後 はこの台地に
浮かぶ台渕‖
の
接する氷河 へ りにスキーをデポして、ここ
か らBhehoiま で歩いて山頂を踏む。山頂か
ら￨よ 昨 日、登 ったGaidhOpiggenの 雄姿、直
下 には大周遊 コー スのnordrelnabreen氷 河
などが望めた。
レヽ
イムさん言 う通 り、 これは
下 りlよ スノ
最高のワンダフル・ ダウンヒルであった。適
度な斜度のひろ一 い雪面がどこまでもどこま
で も続き、粉雪の斜面に 2本 のシュプ=ル を
刻む。さえぎるもののない大氷河の滑降、登
りの疲れも忘れて、 ヒュッテまでスイスイで
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あった。言 うことなし、である。
レヽ
イム嬢 にお量 の 「こけ
このな スノ
し」を贈ると、ムチャクチャ喜ばれた。また
今 日lIBukkehoiに 登 ったと言 うと、それはた
い した もんだ、と驚かれた!?
―
Tverrabreen
★Spiterstulen(1090mp9:4∈ ―
最下部(1700mp12:30‑Lindbergtinden直
ー
ー
キ
デボα 60mD
瀾
也
ス
T14:00‑一 BukkehOi子 卦
15:40‑台
ttω
15:20‑BukkehOi山 頂α
坦 6100‑Spiterstulen17:00
☆標高差12m滑 降高度1日 蹴
21m
囲 隣 迦 。

4/30

曇 1雪 SPIttRS阻馴 ―
HEILL釘 酬
往復山
スキー 図 2参照

2日 間で合わせて
今 日は朝から蟻
600m、 距離説 .4km̀″劃降をして、 い
睦
いかげん足がバテ知味で、休養 日には磯
かった。
力ヽ 朝食を終える頃には陽がさして くる。
山屋の悲 しい性か、 こうなると、おちついて
はい られなくなる。おまけに、他のパ=テ ィ
レヽ
イムさんに相
ーは皆出発す るようだ。スノ
談すると、No problemと のこと。 これで、決
まりである。あとlな どこに行くかである。
レヽ
イム夫人の従姉妹が友人 (
前 日か らスノ
の
女性ばかり 5鳳 私達夫婦は彼女らをシ
スタ=ズ と呼んだ)と 来ており、 この日、ス
レヽ
ノ
イムさんは奥さんとす緒に彼女達をガイ
ドす ることになっており、我 々もこれに誘わ
れた。ルー ト￨よ Bukkeholstindanを巡る、
またまた181mに およぶ大周遊 コ=ス である。
BnehOiに 行けたのだか ら問題無いと言われ
た力ヽ やはり往復 コすスと周遊 コ=ス では精
神的プ レッシャーが違 うし、 2日 間の疲れや
つけつ
でぺ=ス を合わ
重いスー
せることを考えると、私達夫婦には少 し厳 し
レヽ
イムさんの親切な
く思われた。結局、スノ
お誘い￨よ 残念だけど遠慮させてもらって南
に向かい、」
otunheimenで も、大氷河で有名

なMemurubreenに 行 くことにした
ここに行 くにl測 isdalenを 遡 り、途中から
Heillstttwiの 谷に入 り、Heillstugubreen
氷河 にとりつ く。 この氷河ltMemurubreenの
支氷河となっており、 この氷河をつめると、
め調 釧urubreenに たどりつ く。
淳子は山中 3日 目に入 り、がぜん調子を上
げてくる。元ワンゲル部員 らしい。今 日は完
全に私が遅れをとり足を引 っ張る。
今 日、登降するHeillstugubreenは 比較的
レヽ
イムさんか ら、西半分、
傾斜があり、スノ
Heillstugutinぬ 濃勁 ヽ
ら落ちる側はクレパス
の危険が高 く十分注意す るように言われる。
さらに、雪降る中、前 日までのシュプ=ル も
消え、数100mお きにあるマーキ ング (雪 原に
枯れ木など力瀬1し てある)を たよりに進む。
本当は、Memurutindanの 頂 に登 りたか ったが
天候が悪 くてあきらめる。Heillstugubreen
を登 りきると、見渡す限りの大雪原となる。
Memrubreen氷 河である。粉雪がち らつ き、
ときおリガスのかかる天気で、真 っ白な世界
である。時々、ガスの中から、Heillstuguti
ndanや騰mrutindanの 峰が浮かび上がるよう
に見えてきて、幻想的な感 じが した。
日本とは違い、 5月 で も、 このあたりは 1
日中氷点下。従 って、雪は腐らず、まして雪
降る今 日は、すねまでもぐる乾燥粉雪。登 り
はラッセル (雪 が軽いのでたい したことはな
い)に なった力ヽ 下 りは最高。 この氷河は斜
度 もあり、滑 りは今 日が‐番面白かった。
レヽ
スノ
イム&シ スタ=ズ 御‐行は19時 にな
ってやっと戻 って きた。
★Spiterstulen(1090mp10:25 ‑Heillstugu
Ceillstuguai谷 入口1200mm12:00‑一 一
lleillstugubreen最 下部(1480mD13:45‑
Heillstugubreen最 上部(1960mm15:30,

16:10 ‑lleillstugu16:45 ‑
Spiterstulen17:15

5km
☆滑降高度舒Om躙 鮒 迦 。

5/1

SⅦ LuOSBRE酬
晴 1曇 SPITER釘 此国―
往復山スキー
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図 2参 照
及びWITE閤劉駆昨光側 →
GROLI(泊 )図 1参 照
今 日か らSpiterstulentよ 20日 間の春休み
レヽ
イムさんを始めスタッフの皆さんは
。スノ
朝か ら店 じまいに忙 しい。 シスタ=ズ もウィ
ンター スクァルの生徒も帰る準備。もう大型
バスが来ていた。 もちろん我々も、今 日はSp
iterstulm最 後の 日。山か ら戻 った あと移動
しなければならないので遠出は避けたいのだ
力ヽ 天気は良い し、おまけに淳子は絶好調 (
レヽ
イムさんが
私 はガタガタ)。 そこで、スノ
「
い
めて
くれた 軽 氷河歩き」コー ス
最初 に薦
のSvell■ osbreen氷 河に行 く。軽いといって
も上部核螂 まで行 くと結構なアルバイ トに
なる。淳子はこの核 い部まで行 くつ もりのよ
うだ力ヽ 私 はもうしんどいので、途中で昼寝
するつ もりでいる。
この氷河￨よ 一昨 日に通 ったTvertti谷 の
途 中に落ちて くる、ノルウェ=で は少数派の
購К 」氷河である。Tverrai谷か ら見ても
、なかなか豪快な氷河である。この氷河見物
はポピュラー なコースとなってお り、 しっか
りとした (危険箇所を避けた)ル ー トがで き
ている。私 l■ Tverrai谷 の適当な所で昼寝 十
スキ
=遊 びをした力ヽ 淳子は上まで行 った。
(こ こよ り、淳子述べ る)
これまでと違 って今 日は急な登 りだ。ZIGZ
AGを 切 って行 く。 いつ もは毅のお尻のあとを
ついて行 っているので、どの位でZIGを切 っ
ていいのか迷う。晴天に溶け込むように青 い
氷河の末端が右頭上に見え隠れする。左頭上
には美 しい弧のシュプ=ル が見える大斜面が
現れ ワクワクする。や った一 と思いきや、何
とその手前には人の足跡でガタガタになった
大斜面が待 っていた。どうもテレマー カーは
、 こんな急な所は滑 らず、登 りも下 りもシー
トラーゲ ンしているようだ。ふと、 ここを滑
る自分の姿が 目に浮かび、スキーをデポしよ
うかと思ったが根性で恐怖のガタボコ急斜面
職 までもぐった跡が幾つ もある)を登 り

ひ
日 2。 」Otunhaimen・ SPitersttAlen目 こ 管 揚
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きり、氷河の末端 に着 く。先着のノルウェー
人 5人 組 は慌ただしくアンザイ レンして、お
もちゃ箱をひ っくり返 したような氷河の中に
消えて行 った。あとで聞いた話だ力ヽ 氷河の
崩落が起 こるのは容易に予知でき、 しっかり
としたガイ ドがいれば問題ないようだ。
ひとしきり景色を楽しんで、証拠写真をば
っち り撮 ってか ら C裏韓参10、 氷河にタッ
チしに行 く。自分ひとりで来た満足感でいっ
ぱい !谷 で遊んでいる毅を探 してみる力ヽ ダ
イナ ミックな氷河地形の中では人間は豆つぶ
より小さくてわか らない。伸びやかな山々、
今 日までに行 った創 ヽまるかに見渡せて気持
ちいい。思え￨よ 山スキ=歴 3年 の中で、ゆ
った りと山スキーや 自然を楽 しめたのは、今
回のノルウェーが初めてか もしれないなあ。
夏 も冬 も、 ここは自然がすばらしい、本当に
すてきなところだと思 う。
下 りは、予想通 りのボコボコ雪にとばされ
そうになりなが ら、斜滑降 とシュテムター ン
で ゴ リゴ リおりた。新雪の ときはさぞか し気
持ちいい滑 りができるだろうな。 (淳 子終)
我々が下山した時には、ほぼヒュッテの後
片付けも終わ ってお り、裏 日か ら入 ってお礼
レ｀
イムさんtよ 夫婦で 20日 間
をい う。スノ
ノルウェー北部へ船旅を楽 しむとのこと。
さて、今 日はこれからいろいろ起 こった。
まず、パ ンク。スパイクタイヤが古 く、 ピン
がめりこんでペ シャンコ。結局、オスロに戻
るまでスペアタイヤをはきっばなし。次はエ
ンス ト、今回の車 lガ 駅D,ES側 巴 1.41だ った
力ヽ スターター に癖があり、 このあとも度々
レヽ
エ ンス トする。それでも、スノ
イムさんの
娘婿さんやL側 のスタン ドの人 に助けられ
なんとか、Spiterstulen― Lom Grotli 100km
を走りきった。
Tverrai谷
★Spiterstulen(1090mD10:1併 ――
(1300m2H:3針 ―Svellnosbrem最下部
(1700mD13:30,13:45〜 〜Spiterstulen
14:30,16:00(ね r86km9Lcn117:30,18:30
(Car∞mGrotli19:10
☆滑降高度610m,距離片迦 .5km
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5/2

雪 釘NNへ買物 &ゲ レンデスキー
図 1参照

ここBreheimenに はヨー ロッパ最大の氷河
」
oStedalsbreenが ある。山スキールー トもこ
otunheime
の氷河を中心にして縦横 に走 り、」
コ
スが
かれてい
つかの
開
n同 様 にいく
縦走 ー
る。我々の行 ったGrotHも その拠点のひとつ
で、位置l迅 reheimenゴ 鶴秩 Jostedalsbreen
の北端にある。また、Lmか らクルウェー西
海岸Sogn og― Fjordane地 方の中心地戯rmを
結ぶ国道沿いにあるため、スキー リゾー ト地
で もある。 とは言 って も、ホテルは私達が泊
まったGrotli HOyfieneshOtel l軒 だけ。ス
キ‐場は 「歩 くスキー」が主でそのテのコー
スは良 く整備されている力ヽ アルペ ンはlkm
程のTバー リフ トが‐本あるだけだ (但 し、
夏は奥地にサマースキーセ ンターが開設され
、 こちらはリフ トが 3本 あり大きい)。
今 日は朝から雪が降 り、山は雲の中のため
、ゆ っくりする。まず、ホテルのオーナーの
ベルグハイムさんに、山やスキーの話を伺い
、周辺の山スキールー ト図をもらう。昨年は
大雪で 5月 でも3mの 積雪があった力ヽ 今年
は例年より少ないKGrotli:lm Spiterstulen:
50cmpそ ぅだ。
ドライプがてらStrynへ買物にでかけ、そ
の後ゲ レンデスキーをする。Grotli周 辺は大
雪原で、しかも今 日は雪、まだ冬の世界だっ
た。一方、標高伽、 フィヨル ドの底(?)の 町
Stryllは もう新緑、湖畔の家の庭には色とり
どりの花が咲き、春まっただなかであった。

始 otli10:∞ ncar65mStryl1lo:50,13:10
RCar)Grotli14:00

5/3

曇 1晴 GROTLI KROSSЮ 山 往復山
スキー 図 3参照

勧こ位置する。 この山
KrosshO l■ Grotliの ゴ
はおだやかな山容をしており、どちらかと言
うと、日本の火山のイメー ジが合う。登り下
り共、こちらに来て初めて氷河を使わないル

ひヒも
う:lkい 巴λ

□3.BrehelMch・

Q「ottt周 島
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⑮

:た 可

― 卜となり、その点か らも日本的 ?山 スキー
になった。確かに、 こちらでは目立たない山
だ力ヽ それで も北斜面には氷河を従えている
。また、 ここはリフ トカ途 中まで使え、かつ
5飾弱と距離も短 いので比較的楽で もあった。
山頂か ら￨よ 南倶囀こGrotliの 谷をはさんで
、屏風のように立ちはだかるSkridulaupen
(」 ostedalsbreen北 端の雄峰)力 浬 め、北側
は己婦と氷河、白い峰々が続 く。と、1機 の
軍用 ジェット機が超低空飛行で我々に近づ き
、す ぐ横樫 スピー ドで飛び去 っていった。
山肌か らわずかの高度だったので、山に激突
するかと思った。冷戦終わ ったとはいえ北の
守 りはまだどこも厳 しいのだろうか。下りは
南斜面 となるため、ややクラス ト気味ではあ
った力ヽ 難 しくはなく十分楽 しめた。
★Grotli(910mD10145(Lift)ス ■場上(1120mp
ll:00,11:1併 ―Krossho(1857mp13:40,
ー
^‐Grotli15:20
14:30 ハ
☆登高74鈍 滑降高度95m¨

5/4

快晴 GRttLI一 SKRIDULALPEN山
山スキー 図 3参 照

・枷
往復

ここに着いた 日、ホテル正面にそびえる大
山群 に目を奪われた。扇を広げたように東西
に立ちはだか り、我 々にはそのゴヒ
面にあたる
大斜面を見ま 北国の長い夕日に照 り輝 いて
いる。 このSkridulaupenを 見ていると、登高
欲は日増 しにますばかり。ベルグハイムさん
も「あの山は素晴 らしい、 しか し、ハー ドだ
」と言 う。勧 ヽこ、地図上で検討 して も、 日
帰 りとしてはかなりある。それだけに、ます
ます登って滑 りたいと思 う。前 日のKrossho
は足慣 らしにして、ルー トはベルグバイムさ
んにしっか リア ドバイスをもらい、万を持 し
て、今 日を迎える。
天気は最高。快晴無風。朝 9時 スター ト。
クロカンのコー ス沿いに南 に進む。前方はる
かに、Skridulaupenが 見える。 しばらくして
前衛峰に向かうトレTス をみつけ、沢におり
る。ここl■ Moradalslcegretと いい、Marai
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川の渡渉点にあたる。 もちろん、川は雪の下
である。 ここか ら前衛峰に向か って緩やかな
登 りになり、次第 に山頂はこの前衛峰に隠れ
ていく。だいたいはベルグハイムさんのア ド
バイス通 りだ力ヽ 少 し西寄 りのルー トになっ
たため、ややアップダウンがある。 この日は
やたらペースが早 く、気持ちが先にいってる
か ら、ますます、ペースがあがる。 しか し、
今 日は淳子 も初 日のねldhopiggenの 時と違 っ
て好調その もの、おかげで、気合が入り過 ぎ
て私は足にマメを作 って しまった。
前衛峰に立つ と眼前にそびえ立つSkridula
upen、 大 きいだけに近 くに振
りこる力ヽ さらに
このあと山頂直下の壁まで価 もの雪の高原
を歩かねばならなかった。最後の壁 1測 ヒ
面の
ため結構堅か った。ベルグハイムさんのア ド
バイスに従い、東面の氷河に回り込みなが ら
登 った。それでも、 ノルウェニでは 1度 も使
わなかったスキーアイゼンを、ここでは使わ
ず にはいられなか った。 このSkridulaupenは
東西の 2峰があり、本当は西峰直下の壁を登
り滑 りたか った力ヽ あとで上か ら覗 くと、か
なりのアイスバー ンのよ うだった。
ostedalsbreenの 大氷河
山頂か ら1よ 南 に」
、まさしく、大氷原だ。 日本はもちろんスイ
スとも異なる光景、とで も標高囲mmと は思
えない。 これがノルウェーの山なのかと感慨
[す る。
にも、
壁の下 りは、堅目かクラス ト気昧の雪質だ
った力ヽ 足の方は絶好調だったので、今 シー
ズン最高の滑 りがで きた。雄大な景色の中で
滑るのは実に楽 しい。淳子は少 し難儀 してい
た力ヽ 私 は満足満L
壁を滑 り終えた後のポイン トは、いかに、
壁の下から前衛峰までの高原地帯を、登るこ
となく滑 り続けられるルー トがとれる力、 に
ある。往路よりやや東にルー トをとることに
より、アップヒルを少な くした力ヽ 雪質がい
いので、つい目の前の斜面に欲が出て滑 って
しまい、あとで後悔するはめに陥 った。最後
にクロカンコー スでベルグハイムさんに会 っ
た。毎 日、1時 間走るそうだ。クロカンは水

泳同様、全身運動なので健康には最適だと、
言っていた。
Grotli(910mp9:10̲̲̲Moradalslcegret
プ
を
―
(900mp9:40‑― 前衛峰 (1317mmH:Oo― 壁
の直下(1600mD12:45‑― Skridulaupen東峰
(1949mp13:50,14:5,― 型壁の直下15:10〜

4rotli16:25
☆滑降高度105鈍 距離片迦 .Okm

5/5

曇/晴 GROTLI→ LOM→ ∝LO(泊 )
図 1参照

今 日は思い出をいっぱい抱えて、一路オス
ロに帰る。 9日 間で春 は一気に駆け上が って
来ていた。Ltlmの 凍 っていた湖 も今 日は完全
に融け波がたっていた。谷の奥まで緑が濃 く
なり、もう春真 っ盛 りである。こういう光景
は日本 もノルウェー もまった くかわらない。
車の方は相変わらず空いている道をどんどん
飛ばす。 6時間たらずで レーテさんの家に着
く。 9日 間の素晴 らしい思い出をたくさん話
しながら、ベー ク ド・ サーモ ンとジャガイモ
が美味 しい手料理であたたかいもてなしを受

1

け、ノルウェー最後の夜も楽 しく更けた。
駕 rotli10:30nCar60kmpLmlll15(Car174kdnh
Li nehamer13:30,14100(Car183kmpOsl。
16:20

5/6 晴 1曇
5/7曇

OSLO→ (機 中泊)

⇒期

出勤前であわただしいレーテさん夫妻にノ
ルウェー式のほおずりのあいさつをして、言
葉に尽 くせないお礼の気持ちを伝え る。至福
のときは時間が倍速ですぎる。別れを惜 しみ
ながら機上の人となり、窓からオスロの街を
望みながら、温か く迎えてくれたノルウェー
の人達のことを思い浮かべた。おそらく、 こ
の続きをするために、また来ることだろう。
却 slo131050ir)Stockholm14:05,15:050ir
機中泊)成 田8:20,9:550ir)大阪11:00
☆総費用の 判17045(内 訳距r(SAS)
Y476000,潮 た成田 1潮 17400:
Spiterstulen 4泊

82Y―

:Grotli 4泊

ーRAVIS)9日 Y92986,
カ
タ
8食ヨ5544,レ ン
ルリ
用 m,0燿 К鯰19錯 毅 講

恥ilhtugubreenを 望観 点線l■ 4/30の ルー ト 佃陀 参Ю 。
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