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北イタリア  

ドロミテ山塊  

 

 

 

イタリアの旅行案内書を見れば必ず「ド

ロミテの真珠」と賞賛する「北イタリア・

南チロル地帯」のことが書かれている。ミ

ラノとベネチィアとを結んだ線の北側でオ

ーストリアとの国境であるアルプスの南側

のトレンティーノ・アルト・アディジェ州

である。長くオーストリア領であったため

にドイツ語を人びとは話し、地名もイタリ

ア語とドイツ語が並べられている。  

 ドロミテの名は１８世紀にこの山塊の地

質構成を研究したフランス人地質学者ドロ

ミューの名に由来すると言われている。  

 石灰質の岩石でできた垂直にそそり立つ

奇怪な形の山塊がこの地区に集合している。

岩だらけの荒涼とした地帯があるかと思え

ば、この赤茶色から灰白色をした山塊の麓

にはなだらかな緑の絨毯が広がっている地

帯もある。その中をアディジェ川やその支

流が走っている。２０００から３５００メ

ートルの山々と谷そして緑の麓が集合した

特異な自然地帯である。  

 しかし、その中を縦横に走る何本もの道

路は整備されているし、要所々々にはしっ

かりとした町があり、ヨーロッパ有数のス

キーとトレッキングのリゾート地として知

られている。その地の中央に位置するコル

ティナ・ダンペッツォが冬季オリンピック

開催地になったことで日本にも広く知られ

るようになった。  

 しかし、ミラノから４００キロ離れた地

であるし、観光バスも夏季の短い期間だけ

しか走らず、悪天候ならば簡単に中止され

ると聞いていた。５日間くらいしか裂くこ

とができない私には夏の大切な旅にドロミ

テ山塊を入れることはできなかった。  

 事実、４年前友人たちと車で突入してい

ったことがあった。  

そのときは腕に自信のある友人がハンドル

を離さなかったので（何故、みんな自分の

技術が絶対的に上と確信しているのだろう

か？）、私自身のドライブでは不可能と思い

込んでいた。なぜなら案内書には「この地

方の観光はレンタカーで３日間かけて回る
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のが最高であるが、これは、運転に自信の

ある人にのみ。いくら整備された道路とは

いえ、傾斜が厳しく、一方が切り立った山

斜面、反対側は千尋の谷である。そしてそ

れほど広くない山道でのすれ違いなど、さ

まざまなハプニングをこなせる、ドライバ

ーとしては上級者にしかお勧めできない」

とあった。（地球の歩き方・ダイヤモンド社） 

ちょっと誤れば転落死という危険地帯の連

続と考えた。しかも、山塊の中央のホテル

は基本的にはスキーシーズンがハイシーズ

ンであることが判明した。つまり、春から

６月まではホテルは休業していて、連絡が

取れないのである。予約なしで行かなけれ

ばならない。しかも、連泊客を大切にし、

１日だけなどという客はいらないのだ。  

 私を恐れさせ侵入を拒んできたドロミテ

山塊という難関に立ち向かう日がついに来

てしまった。  

 平成１７年７月末、６３歳の夏休み旅の

後半の４日間をドロミテ山塊と決めた。  

スペインを回ったあとたどり着いたのは、

スイスとイタリアの境界にあるルガーノで、

２日間ハンドルを離した。ドロミテ山塊に

向かう前夜、アルプスの南側にあるこの町

は南チロル特有の突然の雤で、真っ黒な闇

に包まれ、強い雤と雷鳴に支配された。  

 翌朝、天候を心配したが、快晴とは行か

ないが、高い雲に覆われている程度であっ

た。朝９時過ぎに出発。今日は 500 キロ運

転しなければならない。どこまで行くこと

ができるか自信がなかったし、悪天候なら、

ドロミテ山塊の周辺の町に泊まることも考

えホテルを決めていない日であった。  

 ミラノを過ぎ、ヴェローナで北への高速

道路に乗り換える。５時間走り続けてつい

にボルツァーノまで来た。天候は曇りなの

で、ドロミテ山塊に中に入ろうと決めた。

しかし、細い山道に入ることは諦めて、か

なり距離はあるが、一度行ったことのある

ドビアーコに向かう。  

 ８時間ドライブの後、午後６時頃、ドビ

アーコに入る。少し回って４つ星ホテルを

見つけて運良く部屋を取ることができた。

ハーフペンションで２００ユーロ。ドビア

ーコはイタリアの最北に位置していて、ド

ロミテ連峰に抱かれた町であるもう少し走

ればオーストリアのリンツである。ドロミ

テ山塊の北側の基地である。  
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ドロミテ山塊  

ボルツァーノ  

 

 
イタリアの国境の町がビッピテーノで

ある。以前、この国境の町にはカジノが

ある、との記載を見たような気がして降

りていく。あるわけがない。素朴な田園

風景が広がっていた。  

 

 

 

 

このように、ついにアルプス越えとい
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う目標を実現したが、私の達成感は高く

なかった。 

他人に「峠全体が片道３車線完全舗装」

とばらさなければアルプス越えをさり

げなく話すことができる。 

でも、あの道ではアルプス越えをした

とはいえない。なんとかしてきちんと峠

を越えたい。が、60 歳が目前では、この

数年が最後のチャンスだ。 

運転はやはり完璧とはいえないが、早

朝の高速道路に乗ってしまえば、それば

５車線などという難解な道路でなけれ

ば、かなり安定した技術と余裕を持って

いる。（当たり前か…）  

 

エルベ広場 

日曜日を除く毎日、特徴のある建物に沿

って、果物や野菜の市場が広がる。 

ポルティチ通り  ボルツァーノの町を

真っすぐに東西に抜けて走るアーケー

ド。  

アーケードに沿って並ぶ建て物は 15~8

世紀のもの。 

考古学博物館  ここの主役は 1991 年に

発見された凍結ミイラのオーツィ。別名

アイスマン。猟師の姿をしたこのミイラ

は、背中に傷があるため戦いで死亡した

とも言われる。約 5300 年前に死亡し、

そのまま氷河に閉じこめられていたた

め、その姿、持ちものがよく保存されて

いることで名高い》  

 

ボルツァーノ  

最終目的地ボルツァーノに無事到着

したのは夜八時を過ぎていた。高齢者に

は乱暴すぎる計画と深く反省した。ボル

ツァーノはドロミテ山塊の玄関口であ

るが、基本的にはドイツとイタリアを結

ぶ通商の要所で、東に向かうとコルティ

ナ・ダンペッツォを経由するドロミテ街

道であり、真直ぐ北に川に沿って向かう

とオーストリアのインスブルックへの

街道である。 

1786 年 9 月、夜逃げのようにしてゲー

テがイタリアへ旅立つ。 

無事、ブレンナ峠を越えてボルツァーノ

(ドイツ語でボーエン )に到着する。 

《輝やかな日ざしを浴びながら私はボ

ーツェンについた。集まった沢山の商人

の顔つきはどれもこれも面白かった。目

的のきまった安楽な生活がいかに生き

生きと外面にあらわれている。広場には

果物売りの女たちが陣どり、その手に持

った直径４フィート以上もある籠の中

には、つぶれないように桃が一つ一つ並

べてある。梨もやはりそうしてあった。》

《アルプスの山々に囲まれ、美しい水を

たたえるイサルコ川に沿って広がる町。

人口 10 万人。イタリアと北ヨーロッパ

を結ぶ要として、交易路の中心として発

展した。昔からの商業活動に加え、果実

栽培やワイン作りの農業は 20 世紀にな

って発展し、イタリアの果実の大生産地

となっている。町の中央に詩人ヴァルタ

ーの名が冠された広場がある。そこにあ

るドゥオーモは 14~5 世紀のゴシック様

式の教会。エレガントな後陣を持ち、こ

の地方独特の多色で勾配のある屋根が

載っている。透かし細工のような尖塔状

の飾りのついた鐘楼は 1519 年の建造。  
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こ こ

では４つ星ホテルパーク・ローリン・ホ

テルが最高のホテルで、幾度と無く来た

し、何回も断念したホテルである。なに

せミラノから４００キロであるから。  

翌朝、

真っ青な空が広がっていた。 

 

 

ドビアーコ  

オーストリアとの国境へも東へ 10km

ほどの町でセスト、トレ・チーメ、ブラ

イエス湖などへの基点となる。町は鉄道

駅近くの新市街とオーストリア・バロッ

ク様式の大きな教会の立つ旧市街とに

分かれている。  

大型ホテルは新市街に多い。  

ホテル  クリスタッロはハーフペンシ

ョン  

ドッビアコ湖町から歩いて 30 分  

 

トレ・チーメ・ディ・ラヴァレード  

トレ・チーメとは、 3 つの頂きの意味。

その名のとおり、3 つの高い頂きが並ぶ。 

ドビアーコからコルティナ・ダンペッツ

ォに向かいミズリーナ湖を目指す。  

約 30 分。ここを左に折れて、山の中に

入る。  

10 分もしないで、トレ・チーメ・ディ・

ラヴァレードの麓のパーキングに入る。 

ここからは徒歩である。少し勾配のある

山道を登って行くと展望台に到着。  

《目前に、トレ・チーメの 3 つの  

頂きが広がる。夏でも雪の残る山を見下

し、太陽の光によって岩肌が、オレンジ

に、ブルーにと色を変える姿がある。》  
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オルティセイ  

《モミの木の森が周囲に広がるガルデ

ーナ渓谷の中心地。石畳の続く坂道に民

芸品やかわいらしいカフェが続く。ロー

プウェイでアルペ・ディ・シウジやチェ

ーダ山へ登ることができる。》  

 

カナツェイ  

ドロミテ山塊の中心に位置し、カティナ

ッチョ、セッラ、マルモラーダの山々に

囲まれている。  

マルモラーダ山はドロミテ山塊の最高

峰で 3343m。  

ポルドイ峠  

ド ロ ミ テ 街 道 で 最 も 高 い 峠 ( 標 高

2239m)広場近くの山でも、草丈は短く、

冷たい風に耐えているようだ。鳥さえも

風に運ばれ、風の力の激しさを実感。  

ガルデーナ峠《彫刻刀で切り取ったよう

な険しい崖からは、雪溶け水の細かい滝

がしぶきを上げる。その麓には緑の柔ら

かな丘が広がる。小さな花々が咲き競い、

農家が点在する牧歌的な南チロル。》  

 

 

 

翌朝、ドビアーコ湖、ミズリーナ湖を経て

トレ・チーメ・ディ・ラヴァレードに到着

する。念願の地である。有料道路終点の山

小屋から、登山道を登って行く。周辺には、

無い石灰質の草木の成長を拒んでいる山々

が聳え立つ。山道のそばには高山植物が十

数種類見られた。終点の展望台に立つと、

目の前にその山塊が立ち上がっている。ト

レ・チーメとは３つの頂という意味である。 

霧 が

立ち込めて来たので、ハイキングを終える。 

ドビアーコからコルティナ・ダンペッツォ

までをドロミテ山塊東側ルートと呼ぶ。  

 

ミラノを過ぎ、ヴェローナで北への高速

道路に乗り換える。５時間走り続けてつ
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いにボルツァーノまで来た。天候は曇り

なので、ドロミテ山塊に中に入ろうと決

めた。しかし、細い山道に入ることは諦

めて、かなり距離はあるが、一度行った

ことのあるドビアーコに向かう。 

 

 ８時間後、午後６時頃、ドビアーコに

入る。少し回って４つ星ホテルを見つけ

て運良く部屋を取ることができた。ハー

フペンションで２００ユーロ。この町は

イタリアの最北に位置していて、後十キ

ロでオーストリアのリンツである。 

ドビアーコはドロミテ山塊の北側の基

地で、ドロミテ連峰に抱かれた町である。 

 

 

 

 

 

翌朝、ドビアーコ湖、ミ 
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ズリーナ湖を経てトレ・チーメ・ディ・

ラヴァレードに到着する。念願の地であ

る。有料道路終点の山小屋から、登山道

を登って行く。周辺には、無い石灰質の

草木の成長を拒んでいる山々が聳え立

つ。山道のそばには高山植物が十数種類

見られた。終点の展望台に立つと、目の

前にその山塊が立ち上がっている。ト

レ・チーメとは３つの頂という意味であ

る（写真１，２）。 

霧が立ち込めて来たので、ハイキングを

終える。 

ドビアーコからコルティナ・ダンペッツ

ォまでをドロミテ山塊東側ルートと呼

ぶ。 

コルティナ・ダンペッツォ  

コルティナ・ダンペッツォは標高 1224

～ 3243ｍのアンペッツオの谷底の中央

に位置し黄金の盆地とも称される。 

1956 年この地で開催された冬季オリン

ピックで猪谷千春とトニー・ザイラーが

三冠王を最後まで争った。このことで

（コルティナ・ダンペッツォがどこにあ

るか知らないにしても）日本人にその名

が知られている町である。  

ヨーロッパでは高級リゾート地と知ら

れている。 

冬と夏だけオープンしているホテル

がほとんどで､春頃の日本からは連絡が

取れない。しかも、長期滞在客が多いの

で１，２泊の客は断られてしまう。 

 しかし、5 つ星クリスターロ（朝食込み

で 200 ユーロ）には予約ができた。  

トファーネ山 (3243m)クリスタッロ山

(3221m)、ソラピス (3205m)などの高い

山々に囲まれ「黄金の盆地」の異名を持

つ。これらの山頂近くまでロープウェイ、

リフトを乗り継いで行くことができる。   
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中央に石畳のメインストリートがあ

り、歩行者天国となっている。民芸品や

洒落た商品が並べられている。たくさん

の花壇が道に置かれている。  

町一番の景観を売り物にしているホ

テルということは町から離れているこ

とを意味し、一方通行ばかりのこの町で

激しく迷ってしまう。  

小高い丘の頂点にあり、目の前に教会

の塔が目印となる街全体と背後の標高

3221m のクリスタッロ山が一望される。 

やっと到着したホテルから、町に夕食に

出掛けるのは気が重かった。案の定、闇

に包まれた町で迷走を続けた。 

翌朝、ゴンドラを二回乗り換えてトフ

ァーネ山（標高 3243ｍ）に一気に上が

る。午後あわただしく（毎度のことであ

るが、ホテルにあきれ果てられながら）

出発。 

 

 

 

今度はドロミテ山塊西側ルートに向か

う。今日はポルドイ峠（写真）を経て、

南側の山道に回り、ボルツァーノに行く

計画である。 
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標

高 2239ｍのポルドイ峠は気温 15 度で寒

風に包まれていた。中間地展望台からは、

一番奥に峰に雪を頂くオーストリア・ア

ルプスが見られる。  

 

コスタルンガ峠に向かうがこのコース

は、アップダウンとヘアピンカーブの連

続で、さすがに中級者には難しいかもし

れない。そうしたカーブが百回くらい続

く。そうした針葉樹の森の中を走ってい

ると、突然、切り開かれた広場と十軒ほ

どのみやげ物屋が出現した。多くの車が

駐車しており大勢の人びとで混雑して

いる。ともあれ、そういうところは止ま

ってみて損はない。なにかあるのである。

標高１５２０ｍにあるカレッツァ湖で

ある。湖畔まで降りていく。遠くに切り

立った岩石の山を背景として小さな湖

である。エメラルド色、ペパーミントグ

リーンと空の色に反応して色を変えて

いく。多くの人びとが軽装ながら登山靴

で周囲を回るハイキングに出発してい

る。（写真）コスタルンガ峠に向かうがこ

のコースは、アップダウンとヘアピンカー

ブの連続で、さすがに中級者には難しいか

もしれない。そうしたカーブが百回くらい

続く。そうした針葉樹の森の中を走ってい

ると、突然、切り開かれた広場と十軒ほど

のみやげ物屋が出現した。多くの車が駐車

しており大勢の人びとで混雑している。と

もあれ、そういうところは止まってみて損

はない。なにかあるのである。標高１５２

０ｍにあるカレッツァ湖で、人の流れ付い

て湖畔まで降りていく。遠くに切り立った

岩石の山を背景として小さな湖で、湖面は

エメラルド色、ペパーミントグリーンと空

の色に反応して色を変えていく。多くの人

びとが軽装ながら登山靴で周囲を回るハイ

キングに出発している。  
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《カレッツァ湖》  

この湖を出た後はエガ谷底の川に沿ってひ

たすら山を下りていく。針葉樹の林の中、

川に沿って最後の美景コースであるが、狭

い道幅であることや、もう少しで終点とい

うことで、疲れ切った運転者に、奥入瀬に

似た淡いピンク色の白い川の景色を楽しむ

余裕はなかった。  

「行くしかないか」と懲りもせず、ドラ

イブに。ドロミテ山塊の西側で北側のル

ートである。 

昼過ぎ、ガルデーナ峠に到着。気温１５

度とここも寒い。 
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こ の

峠で案内書に書かれていたすべての名

所を訪れたことになった。（写真）良く

分らないけれど遂に完結した。ガルデー

ナ峠を出た私は旅を締めくくる記念に

国境を越えて５カ国目となるインスブ

ルックでカジノをしてくることにした。

高速道路に戻り、ブルンネル峠を越えて

１００キロひたすら走る。車に積み込ん

でいたワイシャツ・スーツ・ネクタイ姿

にカジノ玄関の植木の陰ですばやく変

身する。 

２時間闘い、また１２

０キロ戻って、ボルツァーノの行きつけ

の金龍で中華料理を食べて倒れるよう

になって寝てしまった。翌朝、街のゲー

テも記している朝市場をのぞき、昼過ぎ、

また４００キロ走ってミラノマルペン

サ空港に戻る。「パーフェクト・ドライ

ブ！」と言ったが、ハーツは意味が分ら

なかっただろうな…  
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外国のフクロウを買い求めることを旅

のひとつの目的にしている。今回の旅で

見つけて連れて帰った９４個のフクロ

ウの人形である。 

多分６千個を越えたと思うが、計算でき

る範囲を超えてしまった。 

 

 

この湖を出た後はエガ谷底の川に沿

ってひたすら山を下りていく。針葉樹の

林の中、川に沿って最後の美景コースと

されている道程であるが、狭い道幅であ

ることや、もう少しで終点ということで、

疲れ切った運転者に、奥入瀬に似た淡い

ピンク色の白い川の景色を楽しむ余裕

はなかった。 

「行くしかないか」と懲りもせず、ドラ

イブに。ドロミテ山塊の西側で北側のル

ートである。 

昼過ぎ、ガルデーナ峠に到着。気温１５

度とここも寒い。 

 

 

こ

の峠で案内書に書かれていたすべての

名所を訪れたことになった。（写真）良

く分らないけれど遂に完結した。ガルデ

ーナ峠を出た私は旅を締めくくる記念

に国境を越えて５カ国目となるインス

ブルックでカジノをしてくることにし
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た。高速道路に戻り、ブルンネル峠を越

えて１百キロひたすら走る。車に積み込

んでいたワイシャツ・スーツ・ネクタイ

姿にカジノの玄関の植木の陰ですばや

く変身する。 

二時間闘い、また１２０キロ戻って、ボ

ルツァーノの行きつけの金龍で中華料

理を食べて倒れるようになって寝てし

まった。 

翌朝、街の

ゲーテも記している朝市場をのぞき、昼

過ぎ、また４百キロ走ってミラノマルペ

ンサ空港に戻る。「パーフェクト・ドラ

イブ！」と言ったが、ハーツは意味が分

らなかっただろうな・・・ 

  

 

 

外国のフクロウを買い求めることを旅

のひとつの目的にしている。今回の旅で

見つけて連れて帰った９４個のフクロ

ウの人形である。 

多分６千個を越えたと思うが、計算でき

る範囲を超えてしまった。 

 

 

 

 


