
andEcrlns Vanolse

98 7/25～ 8/6  白澤光代他 1名

今回の計画は 2泊 3日 の La Meile(3983m)と 1泊 2日 の La Grande Casse

(3852m)で あつた。出発前 日にア トラス トレックから「先に La Grande Casse に

登つたらどうか」というファクスが、ガイ ドから来てるとの連絡があつた。同行の片岡

さんは神戸に住む。相談もできなく予定通 りにしたいと答えた。難易度は差がある。

7/25 (晴 )羽 田から関西空港に行き片岡さんと合流 しチー リッヒを経てジュネー

ブヘ。ジュネーブのモンブラン通 りからなんとモンブランが見える。初めての経験だ。

726(晴 後雨) ガイ ドの Fredelio Augeの 車に乗る。「何故先にGrande Casse

にしないのか、 トレーニングにちょうど良い」と言われた。「トレーニングで疲れた

ら困るから」 と答えたが、彼は納得 してくれず怒つている。「今からでも変えられるな

ら変える」と答えると「フランスに入つてから電話 してみる」。二つのホテル ともう一

人のガイ ドに連絡 し計画は変更になった。今 日は PrJognan Vanolseの ホテルに入る

だけにな り高速道路をとばす。時速130kmで走つていても、時々追い抜く車がある。

城の絵看板をみてアネシー と叫ぶと寄 り道 してくれた。湖 と花と小さな城がある綺

麗なリゾー ト地だった。城の博物館を見学する。再び車に乗る。広い道から離れ山道を

20knnあ まり走 り、Pralognan VanoLeに 着いたが、ホテル A+が 見つからない。iで聞

いてから探 しあてた所は、ホテル Grand Bccの スキヤー用の別館だつた。フロン トは

無く、Grand Becの レス トランに行つて暗唱番号のカー ドをもらつてきて番号を押す

と、入 り回のロックが解除される形式だった。 1室に 3人泊まれて240Fと 書かれてい

た。朝食は本館で取つた。小綺麗な二星の本館、こっちに泊まりたつかつたなあ。

7ρ7(ほぼ雨)Pralognan Vanoteに は夏はバスが無い。冬はスキヤー用がある。

狭い町で道路の片側が駐車場代わ りに使われている。フリーということでスーパーや土

産物屋を見て気に入つた絵はがきを探す。3000m以上は雪になっているそ うだ。夏の雪

は 30cm積 もつても1日 で 10cmに減るから心配ないそうだ。 Grande Casseに つい

ての知識は、岳人の 1982年版の近藤等氏の記事のみ。急な氷河にはステップが切 られて

いると言 う。フレッ ドは 「この10年氷河が後退 し、取 りつきに2Pの 青氷があり難度

が上がった」 という。比べると絵はがきの新旧が推定できるほど氷河の量が変化 してい

る。 10年前は白い岩まで氷河で隠れていたそ うだ。

7,8(曇時々晴)昨夜の装備点検でウエス トバ ックを禁止された。 いつも持ている

のでとても不便だった。今 日は 1418mの Pralognan Vanoise力 うら2517mの Col de

Vanoiseの 小屋までハイキング。 11時出発。スキー場のリフ トの下まで車で行き駐車
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場に車を置き登る。樹林帯が終わり荒れたアルプになると、 2m程の杭が等間隔に立て

られている所があつた。ツアースキー用の標識かなと思 う。 12時半頃ランチ休憩。フ

レッドがキッシュを分けてくれる。 2時頃 2階建ての石造 りの小屋と平屋のプレハブの

ような小屋に着く。宿泊棟 とレス トラン棟にだつた。宿泊の手続きをすると石造 りの小

屋の入 り日の鍵 と寝室の入 り日の鍵がガイ ドに渡される。トイレにも鍵が掛かつている。

4時まで付近をぶらつくとフレッドに話す。我々二人は花の写真を取 りたくてうず うず

していたのだ。エーデルフイス 2輪を見つける。小屋からは Grande Casseが見える

はずが厚い雲に隠れている。

登山者の部屋、ハイカーの部屋、ガイ ドの部屋 と別れている。登山者の部屋は初め

我々二人だけだつたが 8割方埋まる。夕食時に 「おととい 2名 が滑落 し、 3名 が巻き添

えになった。」 とフレッドに言われた。快晴だつた 日である。「明日登山者の部屋は全

員 4時起床する。それまで起きるな。」とのこと。我 らは早い到着なので夕食はどんど

ん出てくるが、隣のグループには我 らがデザー トになった頃やつとスープが出ていた。

7/29(晴)3時 40分かなりの人が起きるが4時まで我1曼。 4時に誰かが来て You get

up と叫ぶ。全装備を持ったフレッドがが見える。 レス トランの入 り日にフレッドのザ

ックを見つけ、近くに置いて中に入ると彼はもう食事中だつた。パンと紅茶 とジャム。

4時 40分ヘ ッドランプを点けて出発。池まで下 り、砂地の斜面を氷河のとりつきま

で登る。ヘッドランプを外 しハーネスとアイゼンを着ける。アイゼンの歯がやつと刺さ

るかりか りの青氷の斜面を確保 されて 2P登 る。怖い。その後はザイルを張つた状態

で、時にクレバスをまたいだりしてさらに登る。途中で私の歩き方が下手だとフレッド

はザイルを付け替え私を先にする。大きなクレバスに出た。先行者は飛び越えている。

私は何 とか越えられたが、片岡さんは落ちてしまう。ハーネスの所のループにピッケル

を刺 して私もビレイする。上を見るとフレッドは雪を掘つてピッケルを埋め支点を作つ

ている。片岡さんの 「どうしたらいいの」の声。「待ってて」と答える。女性を真ん中

にした 3人パーテイがクレバスを覗き込んでから、大回 りで避けて行く。さらに 10cm

ほどザイルが雪に食い込んで、刺 していたピッケルがずれてぞつとする。降 りてきたフ

レッドは、片手で片岡さんを持ち上げて救出する。ピケッルを無くさなくて良かつた。

その後片岡さんは小さなクレバスに片足だけまた落ちる。クレバス 30cヽは降った新雪

に 隠ヽれているのだ。

その上からまた急斜面になる。右側は氷河,左 は雪の斜面はでさらに斜度がきつい。

ここを一気に登 り切るから、何かを食べるように重ねて言われ、チョコレー トを食べ小

屋で入れてもらつた甘い紅茶を飲む。雪の斜面は先行者のステップを辿るが、次第に雪

面は硬い凍った斜面になる。時々フレッドはカッテングする。

―ノアー



急斜面が終わつた時、フレッドが 「givc mc your calncra」 と言 う。ちょつと怖いなと

いう所でも、彼はアングルが気に入ると「ス トップ」と言つて写真を撮つてくれる。斜

面が緩くなった所で休憩。頂上付近は l cmほ ど厚い皮の最中雪で、テラテラと光る。

その先の細い雪稜を登 り切ると山頂だつた。反対側は雪がなく、 1パーテイが休んでい

た。新雪の後のせいかもしれないけれ ど、今回はお互いに巻き添えにならないように距

離を置いて行動するガイ ド付きのグループだけだった。

山頂は 360度の大展望。モンブラン、マッターホルン、モンテローザ、グランコンバ

ン、パール・デ・ゼクラン、ラ・メイジュ 。知つてる山がたくさん見えて嬉 しい。

休憩後下山開始。片岡さんが先に降 り、フレッドが後ろから確保 してくれる。ジグ

ザクに登つた急斜面に出た。踏み跡を迪 りまっすぐ降 りる。踏み跡が分からなくなると

50cm程の新雪が溝状に在る所を、まっすぐ降 りろと言 う。足を降ろしてもアイゼンが

効かず、さらにずるずる落ちる様な所だつた。片岡さんがいやがつていると「please

down ]の声。吹き溜まりのようで、時々転びながら降 りる。再び トレースが見つかつ

た時はほつとした。

問題のクレバスは迂回路ができていた。のぞき込むところを写真に撮るという。片岡

さんが 「ハングしていて自分ではぜんぜん登れなかつた。」と言 う。40kgち ょつとしか

ない片岡さんをフレッドはきつと片手で持ち上げると私はあまり心配 しなかった。 端

の雪が大きく害1れて食い込んざ所で写真撮影。フレッドは「登る時からここで写真を撮

りたいと思つていたJ。 彼は1日 で36枚用を2本も撮つた。

フレッドが先になってクレバスの多い氷河を行く。斜度が強くなると再び片岡さんが

先になる。二つ程大きなクレバスを通過すると問題の青氷の急斜面に着いた。女性を含

む 3人がちょうど降 りているところだつた。私にアイススクリュウとカラビナを渡 し、

ザイルがいっぱいになったら刺 してビレイしザイルを巻け 。「ten and ten」 で前向き

で降 りぅと言 う。朝よりは柔 らく、アイゼンは刺さるけど膝を曲げた姿勢で降 りなけれ

ばならず怖い。おそるおそる下る。 ビレイ点でスクリュウやつとねじ込みカラビナを掛

ける。フレッドはザイルを巻 くのが間に合わない速さで降 りてくる。もうlP降 りると

砂の斜面の上に出た。見るとフレッドが体にザイルを巻きながら駆け下 りてくる。砂の

斜面に降りてザイルを外す。 ウールのシャツを脱ぎ日除けの帽子をかぶ り、ガレバの踏

み跡を辿る。フレッドはどんどん行く。今 日はこれからホテルに戻 り、さらに車で 3時

間のビーラー・グ・ レーヌまで移動の予定である。

小屋に着く。 フレッドはジュースを飲んでいる。普通ならここで食事を頼みゆつく

りする。でもエクラン山群まで移動予定の我 らには時間がないのだ。ジュースと行動食

だけで出発。フレッドは小屋の左手の昨日とは異なる方向にどんどん行 く。違 うコース
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から降りるのかと思 う。湿地を越え異様に平らな平原を行き、さらに少 し登る。グラン

ドカセが綺麗に見えるコルで、フレッドが待つていて写真を撮ってくれた。後でグラン

ドカセの前面に湖がある絵はがきを買いフレッドにみせると、あの異様に平らな所が湖

なのだそ うだ。今年の冬は雪が少なかつたので水が無くなったらしい。緑豊かな谷は時

々徒渉を交えて続 く。昨 日買つたハイキングの絵図に、登 りのコースは初級ここは中級

になっていたが、格段と美 しい。軽い靴に軽いザックで大型カメラを持つてフリーで歩

きたいなあ。先行するフレッドが時々我 らの様子をチェックしている模様。樹林帯にな

った。大木の陰にテ ッシュが散乱。 トイレの跡 とみる。

車道が見えてきた。車が上って行く。車道を登つてから下つた所が駐車場だという。

「また登 り?」 (も う標高差で 2000mは 下つている)と 言 うとあの橋の所にザックを置

いて行 くからそこで待つていれば車で迎えに来てくれるという。喜んで同意。橋を渡 り

草地に座 り靴を脱ぐ。程なく下から車が来る。あわてて橋を渡 り返す。駐車場から此方

へは通行止めの横棒が設置されていた。簡単だから開けるように言われ車を降 りる。細

い棒を引き抜 くと反対側に重 りが着けられていて簡単に開いたが、締め方が分からず、

ばたばたさせるとフレッ ドが 「壊れる。」と怒つている。重 りを持ち上げれ良かつたと

後から思つた。

フレッドは片岡さんに 「ラ・メイジュはその靴 (縦走用の皮靴で足首がきちんとは締

まらない)では登れない。いい靴を教える。買うかどうかは自由だ。」としきりにいい、

スポーツ店に寄ることになつた。薦めめられた靴はイタリア製で今年発売だそうだ。底

は硬いビブラム、外装は布で 3層構造の厚いパ ット入 り。H20プ ロテク トと書かれて

いる。外が布なので軽い。 ミックスルー ト用でソックス 1枚でも暖かいそ うだ。ワンタ

ッチのアイゼンは着けられない。 小さいサイズが無く店の人がどこかに取 りに行つて

来た。今履いている皮のと同じサイズ (大 きめで靴下を 3枚使用)か、ノトさい方で靴下

1枚にするか迷 う片岡さん。「3枚 も履 くから豆ができる。 1枚が良い。」と私。フレ

ッドも「小さい方が合つてる」「足首がしつかり締まるから小さくてもつま先が痛 くな

い」アイゼンとの合い性も確認 し、片岡さんは小さい方に決める。約 2万円だつた。

私は昨年履いていたプラブーツが用途が違 うと言われ、 6月 に新大久保の石井本店に

行き 「ミックスのルー ト用でワンタッチのアイゼンが着けられる」と言 う条件でベテラ

ン店員氏が選んでくれたスカルパの皮靴を履いていた。それを見て「good」 と言 うが「軽

いか」聞かれ 「重いJと 答えると「何故 日本人は重いのが好きなんだ ?Jと 不満そ う。

彼の履いているソロモンの靴は耐久性が無さそ うだが軽いのは確かだ。ここで約 2時間

使つてしまう。遅れて 9時頃に着 くとホテルに連絡 し、ようやく出発。

ヨーロッパー番高い峠を越えラ・グラーグの手前のホテルを目指す。峠のルー トはツ
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―ル ド・フランスのルー トでもあるという。42km登 り続けで、自転草で時速 32kmと

か。フレッドでさえ 「信 じられない。 4輪だつできつい」と首を振る。

8時半ホテル着。ホテルでは待ちかまえていてくれた。す ぐデナーとする。このホテ

ルは食事が美味しい。スープを一日すすつたフレッドの顔がさつと輝 く。私たち思わず

「美味 しい 。J予めに予約 した 日がツール ド・ フランスの日だつたのでラ・グラーグ

のホテルは取れなかつた。ここの客は老人ばかりで、デナーの時は飲みかけの赤ワイン

があちこちのテーブルに載つていた。 (席が決められボ トルキープのようだ。)

7/30(曇 り)朝から濃い霧に山々は隠れている。赤坂のフランス政府観光局でもら

ってきたパンフにあつたシャル トルーズ修道士博物館に行きたいと言 うと連れていつて

くれた。祈 りと労働の日々を過ごす所 らしい。現在も 40人住んでいるとか。20分歩く

と修道院も塀の外から見られる。敷地内には牛が放牧され倉庫には トラクターがあつた。

明 日は 明後 日天侯が回復す るとして 1泊 2日 の Les Agneaux Sommet NW

(3631m)(最後に雪の急斜面がある)か MeJe OjentJe(38901n)(6時 間の登 りで小屋

に着く。)が提案された。このピークは縦走の時は行かないと言 う。

7/31(曇 り時々雨)電話でグルノーブルは雨でブ リアンソンは曇 りの情報を得たフレ

ッドは可能なのは Me」e O●Cntale(4ヽ屋までは主として樹林帯のコースがあり、翌朝

好天ならピークに行ける。)か岩場のショー トクライ ミングだと言 う。テ レビの天気予

報は良くなかつたのでクライミングを選ぶ。

私が使っていたキャンプというメイカーのハーネスは、メインロープに結ぶ時に 3ケ

所通すけれど、気の短いフレッドは 「面倒 くさくて嫌いだJと 1ケ所通すだけの彼の貸

すという。それは簡単で軽い。厚いウールのパンツしか登山用は持つていないのでジー

パンで行つていいか聞き 「OKJを もらい、登山靴にジーパン、薄い綿シャツの上にウ

ールシャツ、ヘルメットと雨具を用意 しテルモスに紅茶を詰めて出発。ラ・ メイジュに

は 3級の岩場が 5Pあ る。今 日のクライ ミングで無理だと言われたら困ると思 う。

20分ほど車を走らせ峠 (2057m)を越えブリアンソン側に少 し降りた所の駐車場に車

を置き、登 り始めるとパラッと雨が落ちてくる。 lPだけ行きたいと言 うと踏み跡を辿

りどんどん彼は登る。遅れると連れて行かないと言われそ うで懸命について行く。彼が

止まつた岩場の下に走るマーモットの姿があつた。

二人に別々のザイルを結んだフレッドは 「光代がに先だ」と言い置いて 2本のザイル

を引いて登つて行 く。短い方のザイルが終わった所で二人 して[FunlshJと 叫ぶ。 2本

のザイルがピンと張られた時から登 り始める。最初がかぶ り気味でホール ドが遠 く難 し

い。岩が好きな片岡さんが行きたそ うなので 「先にどうぞ」とい うとチャレンジ。 2回

ほどや り直 しやつと登る。私の方が 10cm近 く背が高いのでかなり楽だ。彼は 2本のザ
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イルを同時に操 り登らせる。私のはちょいと引いては器具にかませ、片岡さんは普通に

ビレイ。「何故雅子が先に来る。」と怒 られた。彼は私に雅子をビレイさせ、自分は 2

本のザイルを引いて登るつもりだつたのだ。体重差から逆は無い。光代がビレイ し雅子

はランニングビレイを回収する。自己ビレイ用のカラビナ等は私が持つていつて渡す。

システムを我々が完全に理解 したのは 2Pが終わつた後だ。ホール ドが細かいフェイス

の 3p目 で終了だつた。「降 りてもう1本登るか、それともピークに行 くか。」 片岡さ

んが懸垂下降の練習をしたいと話す。「トップに行きたいか ?」 [yes」

一旦傾斜が緩んだこの付近は、エーデルワイスの株が沢山在 り片岡さんは大感激。

フレッドがまた溝状の所を登 り始め、ついてやつと登る。 15m程 を3P登 ると終点だ

った。片側が 1枚岩の垂壁になつている所まで行くと、懸垂用の支点や捨て縄が在つた。

まず彼自身がセルフビレイ、次に片岡さんにセルフビレイをさせエイ ト環をセット、次

に私に同様にした後、彼は[I ■rst」 と降りていつた。次に片岡さんそ して私。降 りて

いったら、ちょうど中間点でもうlPあ る事が分かつた。「石を落とすな。ホールライ

ンを降 りろ 」 とまた怒 られる。「たとえホールライン上に水が流れていてびしょぬれ

になっても必ずホールラインを取れJと 改めて注意される。もちろん今は乾いた垂壁で

ある。エイ ト環のセ ットを今度は 「自分でやれ」と言 う。下に着いてから見事な垂壁を

見上げる。横に等間隔にボル トが打たれた人工のルー トがあつた。取 り付きでザックを

見たのでこの岩場には他に 1パーテー居たようだ。踏み跡を下つて戻る。

車で峠まで戻 リレス トランでアイスクリームを食べる。峠を降 りてラ・グラーグ側に

向かうと濃霧に包まれた。視界は 40mぐ らい。2058mこ の峠は天候の変換点だつた。

8/1(晴時々曇 りのち雨)朝 MeJe oriCntJeの 雪のピークははつきりと見えていた。

フレッドは 「昨 日小屋に登つていれば Orielltale は行けた。」と言 う。でも10時頃ガ

スに覆われ強風が吹 く。「でもこんな日に上に居たら進退窮まる。」とも言 う。一度グ

ランピックから下降したことがあるが、とても危険で一度で沢山だとも言つた。

今 日は長い方のクライ ミングで岩の稜線歩きに行 くことになる。 6時間のコースだそ

うだ。取 り付きまで 1時間のハイキングと言 う。昨 日と同じ場所に車を置き、ハイキン

グコースを行く。ハイカーも居る。滝が在った。「写真を撮っていい ?」 と聞く[OKJ

だったので、滝や薄いピンクのサフランの群の写真を撮る。 1時間たつたてもフレッド

はどんどん行 く。切 り立つ岩峰の裾を回ると峠が見えてきた。あそこから左の岩に登る

のかと思 う。取 り付きに着いた時は 1時間 40分も経っていた。 (彼の足で 1時間の意味

だったのだ。)

風が強くて寒いので、クライ ミンググローブを着けると「外せ。Jと 言われる。ヘル

メットとハーネスを着け別々のロープに繋がれる。フレッドはカム型チェックをみせ「外
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せるか」と聞く。片岡さんが 「yes。 」「私が先か」 と確認する。斜めに走る大まかな溝

を登るフレッドを見る。 1ケ所 害1れ 日に両手を入れ両足を大きく開いて登るのを見て

不安になる。あんな事できない。残置ハーケンにカラビナを着けその少 し上に チェッ

クを噛ませてカラビナをかけて行 く。其処まではなんとか行 く。問題のそこは右足を横

に仲ばせば届くけど、開きすぎて立つなんて無理。 どうしよう。岩に体を被せ左手の腕

力を無理矢理使い、少 しずつ体重を移動 させ何 とか突破。 2歩足が動かせれば後は登

れた。でも片岡さんの足は絶対届かないと思 う。フレッドに 「雅子は届かない」と訴え

るが 2本のザイルを引いて彼はどんどん行つてしまう。仕方なく片岡さんをビレイする。

でも片岡さんのザイルが上がってこないのでフレンドも登れなくなる。私の場所からは

片岡さんは見えないから、どんな風に困つているのかは分からない。雅子は helpと 言

つてるのか聞けと言 う。「help」 と言 うと彼はザイルを引つ張 り上げた。後で片岡さん

は 「途中でがら下がつて休んだ」と言つたけれ ど、ビレイしていた私はそんなに重くは

感 じなかった。彼はここはⅢ級だという。 Ⅲ級がこんなに難 しいはずないと私は思 う。

その後は時々岩にロープを掛けた支点を作つてビレイ してくれたけど 、概ね二人を

引いて登つた。 ピーク近くは右手がすつばり切れ落ちた一枚岩でなかなかの高度感だ。

ピークで ドリンクと言つて少 し体ませてくれた。 懸垂の支点でザイルをカラビナに噛

ませた後肩がらみで二人をぶ らさげ、降 りろと言 う。つ り下げられて小さなコルに降り

る。彼はその後、ぶら下がる岩を入念にチェックした後、足場がほとんどない 2歩を降

り横に トラバースしてきた。 2回 日の懸垂の時は突然 [stop」 と言い、左手で二人をぶ

ら下げ、右手のカメラで写真を撮つてる。彼はこの後グルノーブルのスーパーで同じカ

メラを買つた。「片手で取れるし軽 くていい」との事であるが、私は直前にヨ ドバシカ

メラで 26000円 で買つたオ リンパスμⅡが 999FFで 、日本で買うのと同額なのは何故 ?

さらに下ると草付きの丘に出た。黄色の花が咲いている。ハーネスを外 し休憩。ここ

で私は北海道産のいかにチーズを詰めたのを出した。片岡さんは思わず 「何持つてきた

ん ?」 昨年雪印の 6pチーズを出して 「日本のチーズは不味い」とフレッドに言われた

のだ。これには [魚 に見える」といいながら食べて 「good」 と言つた。

ハイキングコースを下って、初めの道に合流 しさらに下るとレス トランだった。フレ

ッドは肉をあまり食べない。肉入 りのメニューから肉なしで作るように頼んだらしい。

我々はランチメニューを一人前頼み二人で分けた。そのレス トランで トイレを借 りたら、

大きな懐中電灯を渡された。真つ暗な トイ レ。ここには電気が来ていないのだ。庭のテ

ーブルで食べていると突然雨が降つてきた。

雨が上がってから少 し歩いて駐車場に戻る。其処から見上げる岩峰はとても登れなさ

そ うに見えるが、鉄のハイキングコース (ド ロミテをまねて作られたもので、岩にコの
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字型の鉄を打ち込み階段状にした物。 自己ビレイ用に張られ鉄線に 2枚のカラビナで自

己ビレイ しながら進む)が在るそ うだ。

夕食の時に、ガイ ドブックを見直したら、あの初めの登 りはⅣ級だつたフレッドは
`

訂正 してくれた。今 日のコースが終わつた時、昨日のとどちらが好きかと間かれた。片

岡さんは両方と答えたが、私は昨 日と答えた。Whyと いうから「初めの登 りが嫌いだ。」

と拘つたのだ。

8/2(曇 り時々雨)今 日は 2時間の鉄のハイキングに行 くことになった。 (フ レッド

は片岡さんのと同じメイカーのハイキングシューズ、底が軟 らかくて外見は似ているけ

ど違 うタイプ)を昨 日買つて来ていて 「軽 くてスニーカーの様だJと ご機嫌。私は今

日は、アシックスガン トレのぼろぼろのを履いている。同じタイプのは今は売つていな

くて買い換えられなかった。ブ リアンソンまで行き、大きな駐車場に車を止め、裏の岩

峰の基部 目指す。ハイキングコースの入 り日の案内板には黒三角 (上級を意味)で示さ

れ 31/2hと 書いてあつた。 2時間じゃないと内心思 う。

ヘルメットにハーネスを付けアンザイレン。「今 日はクライミンググロープを使つて

良い。 3人が同じペースで登る。ザイルはいつも張つた状態にする。」との説明。子供

は登れない間隔の鉄の梯子登 り。垂壁に近いので高度はどんどん上がる。20分 ぐらい

で先行者に追い付いた。ちょうどテラスがありそこで小休止。先行者はここでは普通の、

各々がカラビナで確保する登 り方で頻繁にカラビナを掛け替えるので当然遅い。我々は

フレッドがカラビナを使つているだけで速い。抜かせてもらう。次のパーテーは男性だ

けだった。再び抜 く。フレッドがカラビナを掛け替えるときだけ、ちょつと止まつて待

つというペースが完成 した頃ほとんど頂上に着いてしまった。もつとのんび りした方が

楽しいと思 うが、今にも雨が降りそうな空でそんなことは言えなつむた。そして雨が降

り始めた。樹林帯まで急ぎ雨具を着る。頂上には元レス トラン?かもしれない建物があ

つた。そ して反対側は幅が lmはある立派なハイキングコースになっていた。フレッド

は走って下つてしまつた。このハイキングは本当に 2時間で終わった。

駐車場につくとフレッドが 「友達のアパー トに行つて来たいから、二人でランチを食

べてくれ。下の駐車場で待つからJと いう。突然行つたて居ないんじゃないの思いなが

らOKす る。雨で観光客が多く満員のレス トランが多い。 ピザとサラダの店が空いてい

てそこに入る。頼んだサラダにサン ドイッチが付いていて食べきれず困つた。

裏道を選んで下の駐車場に下る。マウンテンバイクの少年たちがバイクで階段を下り

る危険な遊びをしていた。予想道理フレッドの友人は居なかつたと言 う。

これで3日 間の山行は終わつた。フレッドに来年 VanOiscのハイキングコースに行き

たいと言 うと[Modancか ら歩き始める 1週間のハイキングコースがすばらしい。4ヽ屋は
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予約が必要だけどシヤワーもある。スキーのビックゲレンデはダメだけど小さなゲレン

デは良い。ハイキングはしたことがないけどクライミングをして反対側に降 りたことが

何回かあり、素晴 らしかつた」と言 う。 さらに 「来年はそこで 1週間のハイキング し

てからここに来い。Hiking  ヽg00d tjnlngJ(彼はあくまで体力を問題にし
て

いる。

1日 日にいきなり日本で trainingし たかと言われたのだ。私は昨年よりはした。仕事に

少 しだけ余裕ができたので)も し来年行くなら予備 日は2日 は欲 しい。山の3日 と合わ

せると5日 になる。さらに移動 日も必要だ。 日数がいる。 2週間でも足 りない。

我々の前の週に日本人女性が彼と登つていて彼女は 「アイガーよりどこより素晴 らし

い。今までの山で一番良かつた。Jと 言つたとい う。小屋に入るのさえガイ ドレスは我

々には無理で プロモン トワール小屋までゴン ドラを下 りてから5時間。翌 日グランピ

ックまで速くて 5時間。 7, 8時間掛かる人もいる。さらに縦走しイーグル小屋まで同

じ時間かかる。 条件 と天候に恵まれないと不可能なのだ。もし我々が初めにこつちに

来ていたら、雪が降つたので初めの 2日 は晴れていても登れないし、後は悪天で登れな

い事になつていた可能性がある。たとえ我々に体力と技術があつても。それも少々疑問

なのだが。グラン ド・カセに登れて良かつた。

しかし交通が不便な所だからとずつとガイ ドと一緒というのはお互いに疲れる。タク

シーを使 うべきだつた。彼はハイキングはさせてくれないし、一緒に歩いたらハイキン

グじゃなくトレイニングになつてしまう。今回ハイキングが 1日 も出来なつかたのもと

ても心残 りだし、欲求不満でもあつた。VanOlse国 立公園は美しい。のんび り歩きたい。

ォーバーエンガデンのハイキングを思い出す。英語でもいいから VanOlseの ガイ ドブ

ックが欲しいなあ。
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