
B ARRE  DES ECRINS(4102m)& GRAN PARADISO(4061m)

7/22-8/9 /97 白澤光代他 1名

7泡2羽 田―関西空港―チューリッヒーシ
｀
ェネーフ

゛
(泊 )

23 シ
゛
ュなフ

゛
― Valance-l Argentiere― タクシー Ailefroide(1507m)

24 ハイキング  de P elvoux小 屋 (2700m)へ    Aileiroide(泊 )

25 ハイキング  Tete delaDiave(2077m)へ  Ailefioido (泊 )

26  黒い氷河小屋 (2542m)エクラン小屋 (3175m)泊

27 山頂 (4102m)氷河小屋 (2542m)セサ
゛
ンヌ小屋 (1874m)Ailefroide(1507m)

28フ
゛
リアンソン観光                   Ailefroide (泊 )

29 ブ リアンソン ラグ レイブ Col des RuiHans(32Hm)L E RATEAU( 西峰

(3769m)                           Ailefroide (泊 )

30フ
゛
リアンソンタクシー Olux 電車 To:ino電車         Aosta(泊 )

31 バス Pont(1960m)ハイキング              Pont(泊 )

8/1 V ittorio Emanude月 屋ヽへ (2732m)(泊 )

2 Gran Paradiso(4061m)                   Pont(泊 )

3バ ス  Aosta ハイキング             Aosta(泊 )

4電 車 Aosta Chivasso Milano T iiano      Samedan(泊 )

5ハ
゛
スMJ● a(1797m)ハ イキング P tt L unghin(2780m)N Jr湖 (2546m)

湖畔 バス サンモリッツ                S品 edan(泊 )

6ハイキング テレキャビンC oⅣ漬sch

ポン トレジーナ 電車

7 電車  ライン滝観光

(3295m) ロゼ ッタ谷 (1999m)馬車

Salnedan(泊 )

チュー リッヒ (泊 )

8 空港

9 成 田

7/22同行する片岡雅子さんと会うため関西空港へ 25日 (金)発の便が取れず 22日

発になった。火曜日とあつてハイカー風のグループはいなかつたが団体で満席だつた。

723 登山基地のエイルフロワドにどうやつて行くのか。バスでグルノーブルからブ

リアンソンそこからタクシーが便利なのだがシ
゛
ェネーフ

゛
から乗り継げるバスは土曜日のみ。

フランス政府観光局でエージエンチエールからタクシーを使 うことを勧められた。 30
年前にはブリアンソンからエイルフロワドまでバスがあつたようだ。 (新 田次郎氏のア

ルプスの谷アルプスの村)。 日本以上に車社会で今バスは無い (観光局)早朝 3本午後
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4本 しかない電車の最終便で午後 5時 44分 4ヽ さな駅に着いた。 1台のタクシーを見つ

けた時は嬉 しかつた。運転手は対向車はほとんどないとは言え林道のような細くて曲が

りくねった道を、時速 80kmも 出して怖かつた。着いたエイルフロワ ドは二つ星ホテル

2軒 (6/15-9/15営 業)ス ーパー 2軒スポーツ用品店 (レ ンタルの靴、ピッケル、ハー

ネスなど有 り)土産物屋 1軒 ガイ ド組合そ して大きなキャンプ場だけがあつた。

7/24 神田の三省堂で買つた 2万 5千分の Iの地図VEIIE PELVOUXで二本のハイキ

ングコースを決める。ロープウエイが全くないので歩くのみ。 赤い実線 (易 しい)赤
い破線 (悪路)黒い破線 (踏み跡程度)青い線はスキー

まずはハー ドな小屋へのハイキングコースに行 く。ホテルは半分 ぐらいしか客がい

ない。しかしハイキングコースはかなり賑わつていた。キャンプしている人が多いのだ。

皆スーパーで新鮮な食料を買つて優雅に暮らしていた。コンビニより大きいスパーが二

軒も繁盛 していた。

小雨が降つているけど緩やかな谷をさかのぼる。鮮やかな色彩の花が多い。今年のシ

ャモニの7月 は一週間の内 6日 は雨。エクラン山群も例年になくウェットなのだそ うだ。

谷から分かれる所で傘を差 して行動食を取る。雨が上んだのでジグザクの急斜面を登る

と小屋があった。小屋の前で登山者がマーモットと遊んでいる。子供もいるかなと探す

と3匹 も穴から出てきた。小屋のゴム靴に履き替え中に入つて絵はがきを買う。

7/25 橋を渡 り、急斜面を登る対岸のコースに行く。昨 日が上のコースなら今 日は岩

だ。地図には破線の部分もある。もしかしたらエクランが見えるとの期待もあつた。岩

場なので昨日とは違 う花が沢山見つかる。ハイキングコースの終点は明るく開けた広い

肩だつた。ハローワイズの町やカルル婦人の牧場と言 う名の谷のどんずまりの広場も見

える。か細い踏み跡がさらに上に続 く。片岡さんはケルンのあるガレ場の手前まで登つ

た。ガスが罹ってハ ッキリ分からないが、そこまで登ればエクランが見えるらしい。

地図で二回のハイキングと明日からの行程を比べる。明 日はともかく明後日は相当に

辛そ うだ。約 1000m登 つて 2250m下 ることになる

7/26  ガイ ドのフレッドは 「昨夜はブ リアンソンの友人宅に泊まり、 9時にホテルに

着く。Jと 昨夜神 田さんに電話で言われた。今 日の行程は 4～ 5時間 。我々はアイゼ

ン ピッケル ハーネス テルモス 行動食 セーター 雨具 手袋 帽子 サングラス

スパッツを揃えた。大阪のア トラス トレックで片岡さんはヘルメットとピックルバン ド

を用意するように言われた。私はヘルメットはいらないと思 うと持たず、シャモニのガ

イ ドはピッケルバン ドは嫌 うけどな―と半信半疑だつた。 ビックルバン ド を見たフレ

ッドは典型的 日本人スタイルと笑いながら言つた。フレッドは4日 間あるから明日はエ
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クランあさつてはエギューその次はラメイジュの近くの短いコースに行こうと言 う。後

の二日は単なる予備 日のつもりの我々は焦る。エギューは難 しく無いのは知ってるけど

体力が続かないよ。

ラメイジュの隣のコースはテレキャビンを使 うという。ラメイジュは見るだけでも行

つてみたいな。我々がエクランに登れるのかに関してはマッターホルンとアイガーに登

つてるなら問題ないという。

バン ドとヘルメットを部屋に置いてすぐフレッドの車に乗つた。片岡さんのザックを

持つてみてフレッドは重すぎるという。ザイルが入つている彼のとあまり変わらないか

ら重すぎるのだ。彼の車は四隅がボコボコ凹んだすごい年代物のホルクスワーグンだつ

た。熊の足形のシールがべたべた貼ってあつて絶対間違える事はない。駐車場に近づく

と走る車の前をマーモットが横切つた。車道で見たのは初めてだ

カルル婦人の牧場 と言 う地名の場所には、きれいなセザンヌの小屋があつた。駐車

場もほぼ満員だつた。川を渡るとすぐジグザグの登 りになる。標高が2000mに 近いとは

言え暑くて辛い。

ここから氷河小屋まではメインハイキングコースなので、沢山のハイカーが居る。氷

河は後退 し名ばかりが残つている。フレッドは子供の頃はもつと下まで氷河があつたと

いう。小さな池を渡 り急斜面を登ると小屋に着く。暑くて辛 く二人から遅れてしまう。

今年は仕事が忙 しすぎて全然 トレーニングができていない。富士山にも行つていない。

ただこのコースは登山電車もケーブルも無いので、高山病には罹 りにくいはず。それが

救い。

小屋に入つてランチを取る。 約 2時間休憩 してから出発。一カ所ガレバの大高巻が

あった。さすが氷河に降 りると涼 しくなる。エクラン小屋は雪混 じるガレバの急斜面を

登つた狭い平地に建っていた。夕食は 6時半からと7時半からで、小屋は少 しベ ットが

空いてるだけのようだ。我々は 2段ベ ットの上を割 り当てられた。明日置いて行 く物は

まとめて同じかごに入れる。着替えや予備の手袋だ。水は 12と 言われテルモスと 500

m2のペットボ トルを持つた。

7/28 3時に電気が点いて一斉に起床。毛布を畳み トイレに行つてから食堂に降 りる。

紅茶とジャム、パンの朝食だ。食べ終わるとすぐ出発。下の氷河まで降 りるのがなかな

か怖い。所々アイスバーン状態だ。半分降 りたところで昨夜預けたテルモスを受け取つ

て無いのに気つく。受け取つてくるとフレッドは戻る。怖々降 りる我々に上から、クラ

ンポンをつけろとフレッドが叫ぶ。下に着くともう追い付かれた。

アンザイレンされる。 I時間に一度 ぐらいの割で安ませてくれるが、デブリだらけの
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所では 「あの上までノンス トップだJ、 と宣言 される。途中で軽い吐き気を感 じ高山病

かなと思 う。ガイ ド組合で募集 していたエクランのコルまでのグループもかなり居る。

ガイ ドが一人で 5人ほど連れていた りする。

最後の急な雪の斜面は害1れ 目を越えて取 り付く。ザイルをピンピンに張られ身動きで

きない。頼んでも緩めてくれないので、やっとも思いで登る。小さな露岩に確保用のハ

ーケンが打たれていた。帰 りにここで確保 しなさいと言われたけれど、帰 りにフレッド

を確保 しなさいと言 う意味だとはその時は分からなかった。本当に落ちたら私には止め

られないと思 う。ニピッチで稜線に出た。狭いナイフリッジだ。雪が少なくなるとアイ

ゼンとス トックをデポしてできるだけ岩場を辿る。特別難 しくは無いけれど高度感はす

ごい。そのうえ上 り下りがある。ピッケルを背中に刺 し懸命に登る。 リッジに手を置い

て迪る所もある。

夢中でついて行 くと十字架のある頂上に出た。こちら側からのラメイジュは特に美 し

い。遠くに白いモンブランがひときわ高い。フレッドは我々を十字架にビレイし写真を

撮ってくれた。見下ろす とまだまだ登ってくる人が多い。

片岡さんが前で岩場を降 りる。速い。「雅子はカモシカのようだ。」とフレッドは後

で言った。アイゼンをデポした所に戻る。害1れ 日の所はフレッドが踏み跡を付けたのだ

けれ ど、しつか りとした トレースに変わつていた。害」れ 日はザイルに捕まつて飛び降 り

る。他のパーテク 二ゞ人ほどフレッドに確保 されて飛び降 りた。その後、ぼや としてた

ら他のガイ ドがザイルを処理 してくれフレッドに注意された。この所全然岩場に行つて

ないのでザイルに気が利きませんでした。

後は雪の斜面を降 りるだけ。「

“

o tircd womenn」 と言いながら写真を撮るフレッ

ド。デブ リの辺 りで片岡さんのアイゼンのビスが無くなつているのが分かる。フレッド

は危険な場所だからそのまま行けと言 う。エクラン小屋に近ずくと置いた物を取つてく

るから、とフレッドはどんどん行く。氷河小屋でランチを取ろうとするがもうスパ ッゲ

テイは無いと言われてしまう。 1時間ほど休んでさらにセザンヌの小屋まで下る。ホテ

ルまで送つてもらい明日は 11時にブ リアンソンに観光に行 く約束で別れる。我々はシ

ャワーを使い夕食も食べずに寝る。翌 日フレッドに 7時から翌 6時まで寝たと話 して果

れられた。

7/29 城壁の町ブリアンソンの観光。なんと片岡さんはここのレス トランで昨年まで

居た中学の同僚夫妻 と会った。 レンタカーを借 りてフランスを回つているという。スポ

ーツ店でアイゼンのビスを探 してくれたが梶田のに合 うには無かつたそ うだ。金物屋で

サイズの合 うのを探 し、長すぎる部分は切ると言つて修理 してくれた。
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730 6時 15分朝食。 6時 50分発。途中峠で写真を撮 らせてもらう。 7時 57分

にラ・ベラル ドに着 くとラメイジュのスキー場のゴン ドラの前は登山者が群がつていて

ピッケルとヘルメットを持つた人が多い。ス トックを持つた人はいないようだ。ヘルメ

ットをフレッドに借 りた私はス トックを持つて良いか聞くと、二人で一本ずつ使えと言

われた。 ゴン ドラは 2本で約 1時間かかる。 20年前に作られた物で割 と遅い。上は

標高 3200m の雄大なスキー場。氷河をコルまで行き岩を登るのだそうだ。 日本に帰つ

てから調べるとラ トー西峰 (2級上)と なっていた。

コルに着くとがれがれの岩場に出て、ヘルメットに納得。アイゼン、ピッケル、フレ

ッドは水までデボする。彼の軽量化は徹底 している。片岡さんの重い皮の靴は良くない、

レビファーの時代の靴だと言 う。靴が 300g重 いのは余分な疲労だ。私のは氷用でミッ

クスのコースではだめという。 私がカラビナを 2個 もつて居たのも余分だ。

1:1 1, 15ガイ ドと一緒に大勢の人が登つている。待たされる間に観察。皆かなり

下手。でも易しいコースだから当然とも言える。抜けるところではどんどん抜く。最後

に出たのにかなり速く着いた。ここで我々はバナナやフルーツケーキを食べる。フレッ

ドにこれはエイルフロワ ドで買つたというと「味で分かる。 日本のはチーズもスイー ト

も違 う」という。彼は昨年 10日 間日本人グループを案内して Mr goと あだ名を付け

られたそ うだ。go goと 連発 したのであろう。下山は裏側に易 しいコースが在つた 。

4～ 5時間と言われたが 3時間ほど終わリスキー場でランチを食べる。あまり美味

しくない。ゴン ドラで下る。歩いて降 りたいなと思 うけど、ガイ ドと別れると不便でホ

テルに戻れないのだ。ラメイジュがかっこよく見える場所が何力所か有 り残念だ。 3日

後イタリアのポンで会 うと言 うことで別れる。フレッドはシャモニに帰る途中だからア

オスタまで送つてくれると言つてくれたのだが、このまま行くのは慌ただしいから、タ

クシーと電車で行 くと断る。ブリアンソンからイタリアヘのバスは土曜 日しか無いのだ。

日程をバスに合わせて予備 日を減 らしたらとア トラス トレックに提案されたけどタクシ

ーを使 うことにしたのだ。フレッドは 400～ 450FFと 問いてきてくれた。

7/30 国境を越えるときパスポー トが必要だつた。駅には時亥1表 さえ無い。アナウン

スはイタリア語で仝然分からない。テ レビが先の何本分かのホームの番線を映し出して

いる。 電車は 20分も遅れた。アオスタは中世の城や教会が残る綺麗な町だつた。

7/31 -番のバスで (I日 3本)ポ ンヘ。降 りた所に在つたホテルは予約 したのと異

なりしばし途方に暮れる。 l km戻れ、0 5km戻れなどと教えられる。半信半疑で戻る

と、行きには見逃 した綺麗なホテルがあった。このホテルの食堂は本当に綺麗。伝統的

スタイル というのだそうだ。黒光 りのするむき出しの梁、石積みの壁、布のライ トのカ
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バー。午後はハイキング。1時間半ほど登ると、蛇行 した川が悠然と流れる草原に出た。

ここで虫取リスミレを見つけた。斜面を水場に向かつて駆け下るマウンテンシープも。

8/1 9時に 「1時頃着く。二人で先行 しても、待つてても良い」との伝言がフレッ

ドから入る。 時々曇 りで天候が′心配だつたけど、ハイキングは二人の方が気楽と10
時半に出発。エマニュエル Ⅱ世小屋へのハイキングコースは立派な道だ。 目新 しい花を

探 しながらのんび り登る。牧師に引率された少年たちもいる。大きな蒲鉾型の小屋の前

には氷河の融水を貯めた池がありかな り人が居る。ガレバに隠れグランパデイソは見え

ない。食堂に入 リパスタを頼む。 ミー トソース味で美味しかった。 3時頃外に出てフレ

ッドをしばし待つ。 しかし寒いので中に入つてしまう。 3時 40分やつと彼が入つてき

た。我々はのんび りと240彼 は 100で来たそ うだ。やつばり別々に歩くのが正解だ。

夕食のイタリアンスープは美味しかった。単なる味沢山の野菜スープなのだが。野菜が

美味しいからかなあ。小屋は混んでいて夕食は 7時からと8時からの 2回。明日の起床

は4時 と言 う。 と言 うことは明日のコースは楽と言 うことかな。食堂には子供から老人

までいろんな人がいる。

8/2 朝食後外に出ると満天の星だつた。思わず歓声をあげてしまう。大きな岩がご

ろごろしたコースをライ トで照 らしながらどんどん行く。 前後に人が多い。雪原に出

て斜面が急になった所で、アイゼンを付けアンザイ レン。満天の星が消えるとガスがわ

いてきた。 単独で歩いている人も何人か見える。カリカリのアイスバーンの所もある。

登るにつれ寒くなる。フレッドは踏み跡を登った り外 したり楽なところを探 して行く。

ゆつくり休ませた後で地図を見た彼は、後はノンス トップと決めたらしい。頂上間近の

岩場に着くとアイゼン、ピッケル、ザックをデポ。先行者を強引に抜いて行く。ほとん

どのパーテイはアイゼンを付けている。岩場を取 り細いリッジを登らされた。山頂の手

前の トラバースの所では他のガイ ドが手を差しのべ掴まらせてくれた。白いマ リアの象

が建つピークは狭い。

写真を撮ってすぐ下る。帰路もぎつしり並ぶ人を横にリッジを取る。アイゼンをデポ

した所に戻ると雪の斜面を下るだけ。エクランよりはずつと楽。雲海の上に山脈が少 し

出ている。モンブランがちょつとだけ見える。待てば晴れるかもしれない。しか し寒い。

帰ろう。片岡さんを先頭に ドン ドン下る。午後から晴れてきて、雪解け水が音を立てて

流れている所もあつた。翌朝は晴れて冷えたので、翌日はアイスバーンが多かっただろ

うなと思 う。帰つたのは早かつた。小屋でランチ、ホテルに戻 リビールを飲む。

ガイ ドの F rederic A ugcと 別れる。彼は7日 間 (4日 と3日 )の契約でどこのコー

スに行つたかは無関係だという。ガイ ド料はいくらだったのか不明。チップをどのくら
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い渡すのか悩む。明日からアオスタ、チバッソ、ミラノ、チラノ、を経てサメダンに行

く予定。

8/3 -番のバスで行つたも10時の電車に載れない事が分かつたので、ポンのホテ

ルをキャンセル しアオスタに泊まる。 4星のホテルでも二食付きで約 1万円だつた。但

し夕食は二人で一人前しか頼まなかった。同宿 したアメリカ人の団体はバスで移動 して

いた。

アオスタでは城巡 りをした。 日曜 日でかなりの店が休みだつた。ポス トバスも休みだ

つたようだ。最後はタクシーに乗つてしまつた。ここの教会は絵はがきにリラ フラン

スフラン スイスフランの 3種の値段を付けていた。

8た  電車で移動。 ミラノ駅の待合室で買つたサン ドイッチが美味しかつた。ちゃん

と焼いてくれたのだ。その上ジュースは絞 り立てだった。スイスとの国境のチラノには

箱根登山鉄道が贈つたカタカナの駅名があった。駅から出てパスポー トを見せて乗 り換

えた。ベルニナ鉄道の電車はまるで江ノ電のように路面を走つた。そ してくねくねと峠

に登つた。峠に近つ くと氷河の山のベルニナ山群が見えてくる。 くだるとエンガデンの

谷。ポン トレジーナで乗 り換えサメダンで降 りた。片岡さんのハズバン ドが泊まるホテ

ル ドーナッツを探す。女主人は 「ワンナイ トオンリイ,OK?」 を繰 り返す。後でバス

無 しの部屋に変えればずつとOKと 言つた。翌 日はアメリカ人の団体客が予約 していた。

彼 らは翌朝 7時に朝食を取 リバスで去った。我々は 1夜だけバス付きに泊まれた。

8/5  昨夜片岡氏の持つていた 6万分の一の地図を眺めて決めたコース、「マロヤま

でポス トバスで行き、スーパーでランチを買い、L delか ら piz Lunnghinさ らにLN由

を経て湖畔に下リポス トバスで帰る。」を実行。地図のコースにはカフェもレス トラン

もない。これは少 し以外だつた。このコースは後で買つた ドイツ語のハイキングガイ ド

に前半は同じで後半は峠を越え昔風の家々が残る小さな村へとなって載つていた。

Lunngllln湖 までの斜面は登るに連れ花が多くなつた。湖に近い草原は黄色の絨毯

のようだった。氷河の雪解け水の湖で泳ごうとしている女の子がいた。水着を着て出入

りを繰 り返 していた。pレ Lunllghlnに は雑なケルンの道標がある踏み跡を辿る。峠を回

る正規のコースを行 く人の方が多かった。山頂の展望は晴れれば素晴らしい。残念なが

ら遠くの山はガスの中だ。

我々は予定通 り湖に引き返 しトラバースコースを行 く。ベンキ印も無く道標にはコー

スタイムも無かつた。歩いてみるとルー トは一部崩壊 していた。なるほどと思 う。でも

途中スイスでは初めてのユキワリソウの群落を見つけた。牧場に出た。急登の上の nair

湖には誰も居なかった。再び牧場に戻る。大きな牛が外 したコウベルを付けようと男性
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がしっぽを掴んで追 う。牛の勝ちで諦めた男性は大人しい牛に二つくくりつけてしまう。

時間が遅くなったので近道で湖に降 りようと沢沿いの踏み跡を下る。広い道沿いの廃

屋の近くからもう一つ小さな丘を越え湖畔に降 りようとしたが踏み跡が不明瞭になる。

ポツンと建つ一軒の家に湖畔から登る人が見えた。あそこから降 りられると藪を越えて

行 く。か細い道が急斜面についていて湖畔に出られた。なんとポス トバスの最終便 545

まで後 10分だつた。最終がこんな早い時間とは。脇道はないので通る車は飛ばしてい

るのばかり。ガー ドレールに寄 りかかつて待つが怖い。雨が降 り始める。満員のバスが

来た。

8/6 地球の歩き方に出ていたコース [Coivatchか らRoseg谷Jへ行 く。coⅣatch

へはケーブルに乗る。ここは冬はスキー場だ。上のケーブルは夏は往復 しか売らない。

上のケーブルの中で靴を変える人防寒具を取 り出す人など見て綿シャツジーパンの我々

は焦る。上は雪の世界だつた。雪原にはロープが張られハイカーを規制 していた。その

上に小さなピークが自く鴛えていてた。山頂近くの集団がゆつくりゆつくり降りてきた。

なんと日本人のツアーだつた。 31人 も居た。若いツアー リーダーに慎重にリー ドされ

ていた。 Stn M uid までケーブルで降 りるて歩いて F uorcla suneiに つく頃雨が降

り始めた。小屋に入ろうか迷 うが急いで降 りる事にする。大部分の人は湖を通る道の良

い遠周 りのコースを取つている。我々は谷へ直接下る。このコースにも道 じるべのペン

キはない。少 し荒れたコースにはペンキが無いのに感心する。荒れたコースを取る人は

少ないのだ。

谷から馬車に乗る。御者は薄着の我々に毛布を二枚も貸 してくれた。ここは後ろ向き

に座るのが上席なのだ。晴れれば氷河の山々が見えるのだ。残念ながら今 日はだめ。 I

時間かかつてポン トレジーナに着いた。ここはレンタサイクルもあるようだ。

8/7 チュー リッヒにでる。私はそのまま駅で飛行機の搭乗手続きをして大きいザッ

クを預けてしまう。〈24時間前から可能)予約 したホテルは 3時まで鍵をかけてチェ

ックインさせてくれず、アイスクリームを食べながら待つ。荷物を置いてラインホール

の見物に行くため電車に乗る、夜は日本語のメニュウのあるレス トランに片岡氏が案内

してくれた。片岡さんと二人で一人前頼んだ。

3/8チ ュー リッヒで関西行きと成田行きに別れた。ノルウエー帰 りのスキー少年団が

同じ便に居た`｀
`o
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