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はじめに 

 

初心者マークを外したばかりの 52歳、無

謀にも、スペインのマラガで初めてのレン

タカーを運転した。 

その後の５年間は、全く恐いもの知らず

で、走り回った。 

が、高齢化による欠陥のひとつである「脳

の安定化装置稼動」が計画にブレーキを掛

け始めた。 

地図を検討している経過中、計画してい

るドライブの難昜度を問題にするようにな

った。 

行き先を決めても、ルートを調べた後に、

計画を変更するようになってきた。 

左ハンドル、右通行そしてサークルによ

る方向転換などは、場数を踏むことや頻回

に行くことで簡単に解決すると高言してい

る（が、異論も多い）。この理由のなかには

「元々右ハンドル、左走行に数年間しか経

験がないから、どちらにも違和感が無い。

また右目が効き目なので、右目でバックミ

ラーを見れば、瞬時に判断できる」などあ

げるものだから、質問者をさらに混乱させ

る。 

ヨーロッパドライブの最大の関門 

何回も訪れたけれど、まとめる方法が見

つからなかった「スイス」に挑戦した。 

 ぎっしりと詰まった大きなおもちゃ箱を

前に置かれて、「整理整頓しなさい」と言わ

れて困惑している子供のようだった。スイ

スはまとめるには大きすぎる。 

ガイドブック「地球の歩き方」にしても、

小国スイスの本は毎年厚くなっている。 

わたしがスイスを訪れる時は 8 月 1 日の

前後に限られている。この日はスイスの建

国の日であり、各都市は花火が上げられ、

夏場のクライマックスであるからだ。また、

ハイキングや展望台からの景色も最高とな

る。 

つまり、旅の成果は「その日の天候」にか

かって来る。 

 さて、世の中には｢私は晴れ女よ｣とその

日の快晴を自慢するものもいる。 

このセリフは先に発したものが勝ちとされ

る。 

人生の大方を最善に捧げて来た私も「晴れ

男」と自負している。 

特に空について言える。地上がどんなに荒

れていても、私が乗っていれば、飛行機が

30分も飛び上がれば青空が私を迎えた。 

それはともかく、まだデジカメでなかっ

たころ、夕日に照らされたアルプス山脈を

しっかりと撮影した。 



 

雲海から突き出したアルプスはフランス地

中海ニース、モナコからイタリア北西端ま

で膵臓の形をして横たわっていて、まさに

ヨーロッパの屋根であった。  

船橋市の田舎者にはあの山脈を越えるな

どの発想を許さなかった。 

つまり、スイスとイタリアやオーストラ

リアそしてフランス間を縦横無人に走りま

わる計画をアルプス山脈が初心者から奪っ

ていた。 

高速道路で都市から見知らぬ都市へ向かう

旅は自分の精神を解放した。 

しかし、その移動が長距離に及んでも、点

と点を結ぶ二次元の移動から踏み出す事は

できなかった。 

ユーロ圏をレンタカーで走り回った 17年

間であったが、最大の難関は大都市の中心

部とアルプス越えだった。 

飛行場を出た運転者に最初にぶつかるの

は大都市市内運転である。 

アムステルダムやミラノなどで代表され

る「幾重もの環状道路・水路で形成されて

いる都市」が特に難しい。 

日本から到着し、レンタカーを借りたば

かりである状態も不利であるが、たいてい

の場合は、そうした都市の中央にあるホテ

ルに向かうのは真夜中になってしまう。 

しかし、このことは、お金と知恵と語学

力が解決してくれると結論した。 

迷えば、タクシーを止めて「○○ホテル

に行く予定である。当然、金を払うから我々

を先導してくれ」と言えば解決する。２人

いれば１人そのタクシーに乗せても良い。

同乗者がさらわれたらその後の旅は一人旅

となるが… 

 平地と高速道路の組み合わせでは随分走

った。1日 600kmに及ぶこともあった。そし

て残ったのがスイスのアルプス越えであっ

た。 

もし、目の前のアルプスを越えることがで

きれば、スイスのすべての名山を自由自在

に巡ることができるのだ。 

8 ケ月前に予約を取り２ケ月前にルートを

検討し始めるが、現地のヨーロッパドライ

ブルートを前にして、私を刺激し誘惑させ

ながら同時に悩まし続けるものは、地図に

記された「山岳道路の難易度と標高差」で

ある。 

 10年掛けて 6ルートのアルプス越えを経

験し、最後に中に人が乗ったまま、列車に

乗り込みアルプスの地中を通り抜ける「カ

ートレーン」を経験した。 

ウィーンなど借りて、アルプス越えなど

しないで、スイスやイタリアの飛行場で返

せば良いではないか、と想うであろう。わ

たしも最初そうしていた。しかし、乗り捨

て料金は 10万円にもなる時がある。だから



飛行場は同一に限るのだ。賢くなければむ

しり取られる。 

アルプスを越えのルート 

スイスといえば、1)ルツェルンを含むチ

ューリッヒ周辺、2)アイガーを正面に見る

グルンデルワルトそしてユングフラウのベ

ルナー・オーバーランドの基地のインター

ラーケン、3)マッターホルンの基地ツェル

マット、4)モンブランが有名である。 

山岳国家の素顔を素直に見せているのは

山岳地方ヴァリス州と言われている。モン

テ・ローザ、マッターホルンなどスイスの

高山ベスト・テンがすべてこの州にある。

（ユングフラウはベルン州とまたがってい

る。） 

飛行機の乗り入れ地としては 1)チューリッ

ヒやその近郊(ルッツェルン、バーゼルそし

てベルンなど)を巡る時、2)のナー・オーバ

ーランドを訪れる時はやはり、日本から直

行便があるチューリッヒであろう。 

しかし、マッターホルンやモンブランには

ミラノからアルプス越えが意外に便利であ

る。 

また、ウィーンやミュンヘンから入ること

もできる。 

運転が得意な友人と一緒に行くと私は地

図係りになってしまう。 

助手席で地図を眺めていると眩暈がおこる。 

「疲れたろう?代ろうか」といっても返事は

ない。ハンドルを握った手が一層堅くなる

ので、聞こえてはいるようだ。 

そのため、生まれて初めてのアルプス越

えは彼の勲章であった。 

友人が運転する車でオーストリアからイ

ンターラーケンまで大きな旅となった。し

かし、さすがに難所は氷河特急による往復

となった。 

 
この州の中央をローヌ川が東から西へ流

れている。そして、この川が流れる谷がロ

ーヌ谷で、多くの川が直角に流れ込んでい

る。 

その一つがマッターホルン方面の氷河か

ら溶け出した水が集まり川となったマッタ

ーフィスパ川である。 

流れはマッター谷を駆け下りてフィスプ

でローヌ川に合流する。アルプス中央フル

カ峠グリムゼル峠近くのローヌ氷河を源と

したこのローヌ川はレマン湖そして最後は

地中海に注がれる。 

この谷に沿って手付かずの風景が広がっ

ているので、究極のスイスの旅はヴァリス

州といわれる所以である。 

 

私の処女アルプス越え 

私が単独で越えたのはウィーンからイン

スブルックで北イタリアへ南下したルート

なので、正確には「チロル地方」越えであ

るが、ゲーテがイタリアに行った道である。 



最初、ウィーンで写真を撮っていたのだ

が、毎夜通うカジノでは負けが続いた。 

ウィーンは金を落とさない旅人には冷た

い国だから、カジノで負けた人の座席はな

い。 

「相性のいいインスブルックスに行こう。

あそこには２戦２勝したカジノがあるぞ」

と内なる声が私に囁いたのである。 

この内なるささや声は大抵(実は欲情)に

絡んだものであって、すべてのギャンブラ

ーが頭の中に鳴り響くこの声を聴くもので

ある。そして、大負けをするのだ。 

ものの本には悪魔の声と書かれている。頭

が蒼白となって呆然としているキャンブラ

ーに「畜生だめだったか」と言う悪魔の声

がするとされている。つまり、悪魔も勝た

せるつもりではいたのだ。 

ウィーンを見捨てる朝、窓の外を見て驚い

た。街が無い！のだ。 

街は灰白色の霧ですっぽりと覆われてい

る。この霧のため、しばしば飛行機も欠航

するとされる。 

フォグランプを点けて街の中を走り出し

たが、数メートルの視野しかない。慣れた

街だったので、なんとか脱出したが緊張で

顔は引きつっていたと思う。 

高速道路をかなり走ったころにやっと霧

が晴れてきた。 

緊張感から解放されてみると、ウィーン

からの高速道路は単調極まるものだった。

走り続けること 400km 走って、やつとイン

スブルックに到着した。 

途中、ドイツに迷い込むなどもあり、か

なり疲労も顕著で「このままカジノに行っ

ても、冷静沈着な自分を発揮できない」と

感じた。  

街の中をグルグル回って、カジノを見つ

けたが、タイミング悪く、通過してしまっ

た。駅前に車を止めて、東洋からの旅人は

ちぐはぐな一日を振り返って、思案した。 

「きっと、これは神様が行くなと忠告し

たのだ」と解釈した。 

突如、ゲーテの道を辿ってイタリアに行く

ことなってしまった。 

街からブルンネルへの高速道路へは分り

やすいが、カーブを繰り返し急勾配が続き

で山に向かう。バックミラーで見ると、街

を貫くイン川が急速に遠ざかっていった。 

疲労と緊張の極地のままブルネル峠に向

かったが、峠の頂上でも片道三車線の完全

舗装道路であることが判明し、拍子抜けし

てしまった。 

しかし、雨、霧が視界を遮っていた北チ

ロルであったが、峠を越えて、イタリアに

入ると、眩しいばかりの太陽が私を包んだ。

ゲーテが憧れたイタリアがそこにあった。 

 

こうして、単独でアルプスを越えた。 

アルプスを越えことは国境を越えることで

ある。 



アルプス越え 

 

ミラノからマッターホルンへ 

マッターホルンの基地ツェルマットは旅

人の憧れとされている。4千 m級のブライト

ホルン、リスカムそしてやモンテ・ローザ

などの名峰だけでなく、モンテ・ローザを

源とするゴルナー氷河などが眼前に展開さ

れる。 

ツェルマットへのドライブは私にとっては

長い間の夢であった。 

ドライブ・ルートを精密に検討すればする

ほど、四方が２千 m を超えるシンプロン峠

またはフルカ峠などに囲まれたツェルマッ

トへのドライブ計画は断念せざるを得なか

った。 

しかし、ついにその日がやってきた。 

 
②のルートがミラノ・マルペンサ飛行場か

らシンプロン峠を越えてマッターホルンを

目指すものである。 

始めての時は随分恐ろしい経験をした。 

 



しかも地図上の道は、白線で書かれた 

細い道であり、かつ蛇行を繰り返していた。 

初めてマッターホルンを訪れるのだから

と、ザイラー家のホテルに予約を入れてい

た。 

荷物が出ないなど、いろいろあって、ハ

ーツ店に到着した頃には日が暮れ始めてい

た。「ずいぶんお待ちしていました」「私の

せいか…」と日本語でブツブツ。 

マルペンサを出発したのは午後 8 時が過

ぎていた。しかし、空は明るく、軽い気持

ちでシンプロン峠へ向かった。 

その日は、昼過ぎにミラノを出て、近く

のドモドッサまで行き、パーキングに入れ

て、汽車でツェルマットに行く計画であっ

た。が、当然、ツェルマット行きの汽車な

どあるわけがなかった。 

しかし、今晩の予約をしているホテルの

金額を聞くと、救急車でも行きたくなる。

できるだけツェルマットに近づき、そこに

車を預けて、タクシーで行こうと決めた。 

とうとう、無事には済まない状況になって

きた。ミラノマルペンサ空港から四方に拡

がる高速道路はかなり複雑で、ミラノに行

く場合は簡単であるが、スイスに向かうた

めには高速道路を３回乗り換えなければな

らない。 

 

り換えなければならない。前方の山塊に陽

が落ちて急にうす暗くなってきた。しかも、

夜になると標識も遠くからは読みにくく、

どの辺を走っているか、正しい方向に走っ

ているのかを把握するのが少し難しくなっ

た。 

ドライブイン毎に確認しながら、走ってい

たが、徐々に弱気になり、峠の手前のドモ

ドッサ泊まろうと決め高速を降りた。が、

闇に包まれた山間の町には人影が見えない。

実際、人影のない街ほど嫌なものはない。

そのうちに、またツェルマットの旅館料金

を思い出し、また高速に戻る。 



 

スイスと今回の旅の拡大図 

 

  

空を見上げると、曇り空であるが少し赤味が差

している。 

 

この時間シンプロン峠に向かう車はない。自分

の車のライトで暗い高速道路を照らしながら危

険な独りドライブ、となってしまった。しかし、百

キロは出さなければならない。 

海抜２７２ｍ平地最後の町ドモドッソラを右に見

る頃には、高速道路は闇に包まれていた。この

町はマッターホルンの基地であるツェルマット

行特急電車が止まる。ミラノから電車でマッタ

ーホルンに行く路線である。一般道に変わり１

９ｋｍ行くと標高８５５ｍｋ国境点ゴンドとなる。 

無人と見えた建物の陰から数人の人が出て

きて停止を求め、懐中電気でわたしを照らす。

イタリアの警官である。真剣に車の中を照らす。

他のものはパスポートをめくっている。少し行く

と今度はスイスの国境警官に誰何される。彼ら

とすれば、暗闇の中の独り運転を密輸者また

は逃亡者などと疑うのが正解であろう。再び闇

の中を走る。遂に、標高 1476m のシンプロン

峠入り口に到着する。 

狭い道路の両脇に宿が点在する。高速道

路もそこで終わり山道となる。 

宿があれば・・・と見渡すが、あたり一面闇の中

である。異教徒(キリスト教徒も含まれる)襲撃の

後のように１つの明かりも見られない。 

結局、山の向こうの町ブリックに行く以外ない、

と、シンプロン峠４０キロの山道に向かう。 

無謀にも、突入を開始したが、日はとっ

ぷりと暮れてしまった。この時間我々を先

導する車なければ、対向車もない。孤独な

旅となった。 

「右は聳え立つ山、左は千尋の谷」という想

像は外れているはずがないが、後日信じてもら

うための、片手での写真、という余裕はさすが

になかった。 

ドライバーより、レンタカーの性能を信じて、

蛇行と上りを真剣に８ｋｍを30分位ドライブした

ころ、前方に明かりに溢れた建物が見えた。遂

にシンプロン・パスである。 

この峠の頂上は標高２００５ｍ。わたしは少し

手前で車を止めた。暗闇にそそり立ち、一、二

階の窓からは煌々とした明かりが漏れている。 



ここまで、幸運にも事故だけでなく、山賊にも

会わなかった。しかし、目前の明かりが山賊の

巣窟でないと誰も保証できない。 

この頃、アルハンブラ物語、カルメン、アンダ

ルシア歴史本の読みすぎで闇やぽつんとした

明かりを山賊と結び付けてしまう。 

騎士道物語を読みすぎたドン・キ・ホーテが混

沌となった脳に支配されたように、私の脳も迷

走が始まる。しかし、車の中は急速に冷えてき

たし、空腹も強い。遂に「まー、物を取られても、

命まで取るまい」と、入って行く。 

 その根拠のひとつに、建物の前のパ―キ

ングに７台ほどの車があったことだ。逃げ

出す時、有利なように、なるべく入口に近

いところに車を置き外に出る。シンプロン

峠は闇と静寂の世界である。逃げる手順を

確認しながら、恐る恐る扉を押す。驚いた

ことに、中は眩しいくらいの明るさで、人

びとで溢れかえっていた。 

中の人びとも見たことのない人種が入って

きたので、一瞬動きが止まる。今度はこち

らが強盗でないことを示す番である。手を

広げ笑顔を見せる。少し落ち着いて見渡す

と、一階は左右に広がる客席を持つレスト

ランである。大きな話し声、大きな笑い声、

ビールマグそして食器が立てる金属音まさ

に宴会場である。私が戸惑っていると感じ

たのであろうか、同年輩と見える亭主が首

を振りながら手を広げて、中程度の歓迎の

意をしめす。突然なので、彼の話す言葉は、

全く分からないが共通の仕草である。 

夕食を希望する。 

彼にとっても、日本人は初めてと見えて、

何分間か考えてたあと温和な顔に戻った。

彼だって、私が恐れたように「相手が山賊

でない」ことの判定に時間がかかったので

あろう。 

夕食のテーブルに座り、改めて見渡す。

三つの大きなコーナーに分かれていて、各

区切りの中のテーブルは満席である。隣の

テーブルは５、６人の兵隊がビールを片手

に盛り上がっている。ドイツ語らしい。も

のを言う東洋人は珍しいと見えて、何度も

目が合う。 

 

定食を注文したが、奥山での鹿を中心にした野

生動物料理であるが、添えられた野菜は鮮やか

な色であり、味も濃い。かぼちゃのクリームス

ープも素朴であった。そのレベルの高さに感心

し、人里離れたこのレストランに人々が押しか

ける理由が理解できた。 

 

 

笑顔のない組織は潰れる 

 旅で出会う人びとには再び巡り会うこと

はない。シンプロン峠のレストランで料理

を待ちながら、頬に掌を当てて、哄笑し、

破顔一笑する人びとを見ていた。その時、

私は少し前から脳に芽生え育ち始めていた



「短い言葉」に確信を与えることができた。

「笑顔のない組織は潰れる」という言葉で

ある。家族親戚でもない「ヒト」が集うの

は「自分に必要な事柄について知識を交換

する」か「楽しいことを期待する」ためで

ある。「男と女が差し向かっている状態」が

その極限かもしれない。漂う楽しさ幸せな

場面は人間関係を構築し深めることを意味

し、そうでない時は破壊に向かいつつある

ことを示唆する。 

その場がどちらの局面であるかは、指先の

方向で分かる、と気づいた。 

彼らの手が特にピンと伸ばした指が相手向

けられている時は相手を攻撃している場合

であり、指先が仕舞われ、手のひらが発言

者に向けられている場合は相手に好意を持

っている場合である。 

 そうした偏見からみると、我々の業界で

の各段階組織の会合では指先は相手を攻撃

するためだけに使用されている。 

「無能さの指摘、失敗の責任のなすりあい、

開き直り」に終始し、まったく笑顔を出席

者に惹起させることがない。 

それゆえ、こうした組織で、一部の人びとに

攻撃されても、決して落ち込んではならない。 

 ツェルマットを目指す 

夜１０時過ぎ、ディナーは終わりを告げ、各

グループは解散し始めた。お互いに挨拶を交

わし、隣の兵隊さんたちも私に人懐っこい笑顔

で「」アウフヴィーダーゼーン」と別れを投げか

けた。 

 自分の車のライトが照らす道を頼りに我々も

出発した。 

峠からの後半はローヌ河を目指す下り坂である。

深夜のため対向車は少ないが、急勾配と蛇行

を繰り返す道である。左は深い谷底に川が流

れているのだろう。ごうごうとした流れの音が聞

こえる。 

平地から標高２００５ｍを一気に上り、また下っ

てきたのだ。４０ｋｍである。  

誰も信用してくれないだろうが、この時、ギア

をセカンドに入れる技術を習得した。 

無事、古都ブリーク市内に到着する。シン

プロン峠のスイス側の基地ブリークは、ア

ルプス山脈に沿って流れるローヌ川とシン

プロン峠との交差する街で古くから開けた

街である。氷河特急などで有名である。「ス

イス各地・イタリア・ヨーロッパ北部」を

結ぶ十字路に位置し交通の要所であった。  

車を止めるためにくるくる回るが、深夜に

入り、良く分らない。 

ここでも、宿を探した。が、町はすでに灯を落

としていて、ファミレスだけしかない。タクシーも

見当たらない。 

ここまで来れば、ツェルマットに行くしかないの

だ。 

しかし、フィスブから直角に折れて、マッ

ター谷に沿って標高 1616m のツェルマット

まで細かく蛇行を繰り返しながら登ってい

く山道もかなり危険であった。 

地図も白抜きの一段と細い線で書かれてい

る。対向車が少なかったのは「危険なアマ

チィア来たる」などという情報が流れてい

たのかもしれない。 

命がけで上ってきた道も、ツェルマット

の一つ手前の駅テーシュで終わる。 

ここからはガソリン車は乗り入れ禁止で、

ツェルマットでは鉄道電気自動車や馬車に

限られる。そのためこの町は駐車場の町で

ある。深夜零時ころに到着した後、ホテル

に電話すると、電気タクシーを回してくれ

た。 

振り返れば、大きめのベンツだったから

無事着いたのかもしれない。（後で請求書を

見てびっくりしたが…） 

何故なら修理代がべらぼうになる車を扱



うときは、用心深くなるからである。 

今思えば、平地のミラノから標高 2005m

のシンプロン峠を経て、標高 681mのブリー

クを通り、そして標高 1616m のツェルマッ

トまでの深夜の山道 200km 

を 5 時間で走破してしまったのは一種の出

会い頭であった。とは言え、やはり無謀で

あったと反省している。 

反面「今なら、もう恐くない」という生意

気さも、すでに私に生まれつつある。 

しかし、後述するウィパーが本を締めく

くる文章が私を諭す。 

《「うまく成功しさえすれば立派な人物の

うちに数えられる。ヒトはものごとを結果

から判断しがちのものである」というユー

リピデスの言葉を引用し、「山へ登りたいと

思うなら、登りなさいと言いたい。ただし

かし、勇気と力だけがあっても、慎重さを

欠いていたら、それは無に等しいというこ

とを忘れないでいて欲しい。何ごとも、あ

わててやってはならない。一歩一歩をしっ

かりと踏みしめ、常に最初から、終りがど

んなことになるかを、よく考えて行動して

欲しい」》と。 

ツェルマット 

5 つ星モンセルバン(何故か若いときは高

い所に泊まる)に転がり込んだのは深夜一

時前であった。予約はディナー付きであっ

たがそんなことも忘れて倒れこんで寝てし

まった。 

マッターホルンに面している部屋５０４

号を指名していた。 

時差ぼけと短いながら深い眠りは朝起き

にさせた。6時過ぎ、窓を何気なく開けてび

っくりした。 

正面にマッターホルンがあり、しかもそ

の頂上がピンク色に輝いている。何事かと

興奮した。カメラを取り出し三脚を据え夢

中 で 撮 影 す る 。 分 ら な い ま ま に 。

 



朝日を浴びたマッターホルンである。 

学生時代「ローテン・モルゲン」と山岳

部の人々が自慢していたことを思い出した。 

深夜の 5 時間のドライブ、時差ぼけが揃わ

なかったらこの「人生での出会いの中でも

ベスト３に入るであろう瞬間」を見逃して

いたであろう。 

「今朝あれば明日もある」と確信し、翌

朝は三脚や望遠レンズを完備して夜明けを

待った。 

 

 

朝が明けはじめ、自然の驚異のスペク

タルショウは２０分で終った。見る見る間

に山は昼間の顔に戻っていった。 

 

 

確かなことは「十分な下調べのない大半の

日本人旅行客」は深く眠りこんで幸運を見

逃していることに気が付かない。 

モン・セルバンを回避する人は、５時半に

起きて、徒歩で「登山家たちが眠る墓地の

横に流れるマッターフィスバ川の橋の上」

でカメラを構える。正面にマッターホルン

が見える。快晴でかつ山と太陽の間に雲が

なければ、真っ赤に染まるマッターホルン

に酔うことができる。 



青い空とシルバー色のマッターホルンに戻っ

たころ、ひつじの大群が町の中を横切って放

牧場に移動する。 

このけたたましいメイメイ声で初めて目覚

める観光客には、少し前までマッターホルン

が朝日に輝いていたなど想像もできない。 

 

羊たちが通り過ぎた後、今日の快晴を保障

する抜けるような真っ青な空となった。 

 

ツェルマットは 18世紀までは無名の村で

あった。奥に聳え立つ 4478m のマッターホ

ルンは「魔の山」として恐れられて、誰一

人登る人もいなかった。 

マッターホルンの頂上には廃墟になった

町があり、そこに（さまよえるユダヤ人や

地獄に落ちた亡霊たち）魔ものや亡霊たち

が住んでいると語られていた。  

マッターホルンはこうした登攀不可能と

いう伝説に取り囲まれて、殆どだれも手を

つけなかった山」として注目を浴びていた

が、1865 年、英国人エドワード・ウィンパ

ーが遂に初登攀に成功した後は、急速にヨ

ーロッパにその名が知られるようになった。 

マッターホルンはスイスとイタリアとの

国境線上に位置し、いまでは、スイスアル

プスのシンボルである。 

ツェルマットはイギリスのウィンパーと

イタリアのカレルが国の名誉を担っての初

登攀を競った町である。 



 

 

《左ウィンパー、右カレル》 

宿モン・セルヴァンの道路を挟んだ道を

入ると山岳博物館アルパイン博物館がある。

一階には、後述するウィンパーたちのマッ

ターホルン初登攀とその直後に起こった 5

人を失った滑落事故の資料が並べてある。

後の裁判で問題となった「切れた細いロー

プ」が生々しい。 

ウィンパー初登攀と遭難の悲劇・切れた

細いザイル・滑落する４人の絵と本物があ

り、イギリス人の気質を示すネクタイと革

靴の軽装姿でパイプをくわえた姿が見られ

る。 

 
《マッターホルンはどの側面から眺めても、

素晴らしく堂々とした山である。決してあ

りきたりの山と見えることがない。この点

からしても、また見るものに与える印象の

上から言っても、マッターホルンは、あら

ゆる山々のなかで、ただ一つ抜きんでてい

る山である。この山に比較できる山は、ア

ルプスのなかには存在しない。おそらく世

界でも類がないであろう。》 

 彼らのマッターホルン初登攀の成功と悲

劇が語られている。 

《1865年７月 13日午前 5時半、私たちはツ

ェルマットを出発した。雲ひとつなく、見

事に晴れわたった朝であった。私たちの一

行は、全部で８人であった。》 

苦闘６年、７度におよぶ敗退にもめげず、

ウィンパーはマッターホルンに向かう。イ

タリア人カレルとの熾烈な初登攀争いに勝

つために。 

《ややむつかしい岩を大きく回るとまた雪

の上に出た。ついに最後の懸念も消え去っ

た！マッターホルンは、われわれのものに

なったのだ。 

午後１時 40分であった。ついに頂上に立っ

たのだ。マッターホルンは征服されたのだ。

フレー！雪の上には、一つの足跡もなかっ

た。 

それでもまだ、私たちが勝ったかどうか確

かではなかった。（中略）「彼らはどこにい

るのだろう」私は岩壁の上に乗り出して、

下の方をのぞきこんだ。（中略）すると、す

ぐに彼らの姿が目についた。遥か下のほう

であったが、山稜の上に小さく点々として

見えた。（中略）「クロー、あいつらに分か

らせてやらなきゃならない。どうしても知

らせなきゃならないんだ」私は岩を持ち上

げると、それを放り投げた。私たちは登山

杖を突っこんで岩をゆすぶり落とした。岩

なだれが、岩壁にこだましながら落ちてい

った。今度は間違いなく、彼らにも分った

ようであった。イタリア人たちが退却して

いくのが見えた。だが、私は、あのイタリ

ア人たちの隊長であるカレルが、この瞬間、

私たちと一緒に、この頂上にいることがで

きたらと思った。わたしたちの勝ち誇った

叫び声が、彼の生涯の野心を、失望に終わ

らせてしまったのだ。彼こそは、マッター



ホルンの登攀を企てた人々のなかでも、そ

の頂上に最初に立つべき資格をもった人物

だったのだ。》（中略） 

しかし、下山開始直後、惨事が彼らを襲う。

5人の滑落死。生き残ったのは老ペーテル親

子とウィンパーの１人のみ。後ろにいた 3

人と先を歩いていた５人をつないであった

ロープが切れたために彼ら 5 人は芋づる式

に滑落していったのだ。 

《そこで私はすぐに、切れたロープを見せ

てもらった。驚いたことに—－ほんとうにぞ

っとした――それは、３本のロープのうち

一番弱いロープであった。このロープは、

こんな目的のために、もって来たのでもな

ければ、使うべきでもなかった。これは古

いロープで、ほかのロープと比較して、ず

ーと弱いものであった。予備のロープとし

てもって来たものである。これはたいへん

な問題だと思ったので切れたロープを渡し

てもらった。》（アルプス登攀記ウィンパ

ー・浦松左美太郎訳岩波書店） 

紳士服でマッターホルン征服した彼らと違

い、最先端の装備で身を固めた現代の人々

は、案内人に連れられて容易に登攀ができ

る。金を払う気持ちのある世界の登山家を

訓練する山が近くにあるほどである。ここ

にカジノがあるとは計算していなかった。

スイスでは、ロカルノ、ルッツェルン、(ボ)

バーデン、インターラーケン、ルガーノと

歴訪したが、５スイスフランが上限ですべ

てマシーンだけだった。どうせマシーンだ

けであろうが、カジノに入った記録には残

る。しかし、そこは「上限ナシのカジノ」

に変身していて、散々に負けてしまっ

た・・・ 

 しかし、朝日が出れば、神聖な気持ちが

帰ってきて、山を楽しむ。マッターホルン

の観光には展望台に上ることと、ハイキン

グをすることに分かれる。 

1）ゴルナーグラート展望台（標高 31 

30m）へは登山列車で 42 分に過ぎない。登

山電車で登る展望台としてはユングフラウ

ヨッホについで世界でも 2 番目に高い地点

にある。 

頂上からは左側にスイス最高峰のモンテ・

ローザ 4634メートルが聳え立つ。 

 

《左端がモンテ・ローザ、真ん中のゴルナ

ー氷河》 

真ん中にクライン・マッターホルン、そし

て右端にマッターホルンの東壁が見える。 

《ゴルナークラートからの眺め》 

２）スネガ展望台は 1980年に完成した地下

式ケーフルカーならで 5 分で登ることがで

きる 2288m の展望台。そこのカフェレスト

ランでコーフィを（と本にある）。山すそか

ら立ち上がる最も端正なマッターホルンの

全姿が目前に広がる。 



3)ロートホルン・パラダイスも推奨されて

いる。 

これらが、マッターホルンを眺めるポイン

トであるが、ここでの楽しみはハイキング

である。 

《ハイキングその１・ローテンボーデンか

らリッフェルアップ》 

ゴルナーグラート展望台行きの GCB 登山

鉄道に乗り、終点１つ手前のローテンボー

デン駅で下車する。右正面にマッターホル

ンがみえる。ローテンボーデン（標高 2815m）

からリッフェアップ（標高 2211m）への１駅

２時間のハイキングである。 

スタート駅の正面にはゴルナー氷河が迫

っている。湖に映る山と急いで来たのに、

湖は水遊びをする数組の人類がいた。みん

なの怒りは相当のものであった。遊んでい

るのは何国人か分らないが、怒りは万国共

通である。その怒りも暫くして現れた小さ

いほうのリッフェル湖によって消えた。 

手前に綿花 Scheuzers Wollgrasがみられ、

湖には見事な逆さマッターホルンが映って

いた。 

この写真を撮ることができるのは、朝、快

晴、そして無風というすべての条件がなけ

ればならない。初めてにして、この強運で

ある。深夜のアルプス越えという大事業を

乗り越えて来ただけでなく、スペインを初

めとする聖地でのお参りと貴賎に対する、

神仏からのご褒美と確信した。 

そして、少し前のＢＭＩI29の私であったな

ら、到底、山歩きなど考えもしなかったで

あろう。 

《リッフェルゼーに映る逆さ姿》 

しかし、この旅行寸前にダイエットが成功

し、11kg 減量した効果である。山歩きなど

以前なら決して考えなかった。でも、この

時、ふと「歩いてみようか」と思ったこと

だ。 



 

 
《ハイキングその２・標高 2300ｍスネガ展

望台からツェルマットへ》 

この行程中、ずーと、マッターホルンが正

面に見えている。90 分間のハイキングで、

途中にカフェレストランもあり、安全なコ

ース。展望台すぐ下に湖が見える。このラ

イ湖に映る逆さマッターホルンはまた趣が

違う。 

 

 

上は 10月のマッターホルン 

 

マッターホルンはわたしを堪能させてく

れた。この３つだけでマッターホルンの観

光を終えることにした。私だけが、あまり

幸せすぎても、と常に思う。「７割の成就」

で止めるようにしているからだ。 

後は、同じ道を引き返して、イタリアの

カンピオーネでのカジノ勝負を旅の最後の

山場に持っていくことにしよう。 

その日、8月 1日はスイスの建国記念日で、

ツェルマットのホテルや商店そして家は窓

の外枠にキャンドルを置く。陽が落ち夕闇



に包まれ始めると、いっせいに点火する。

そのために町全体がろうそくの光によって

浮かび上がり幻想的な町となっていた。 

 

 ホテルの大広間では、町中の名士たちが

集まって盛大な記念式典が行われて、我々

宿泊客も招待されていた。しかし、シャン

パン一杯の付き合いが精一杯であった。 

 サースフェー 

翌日、サース・フェーに向かう。 

以前の旅でツェルマットを目指した時、フィスプ

左折後、しばらくして道が分かれていた。右の

本線はマッター谷であるが、左へ向かうとサー

ス谷を行く道で、氷河に突き当る。その村がサ

ース・フェーである。 

ガイドブックによると、「渓谷の妖精」という意

味のサース・フェーは「フェー氷河が村のすぐ

上まで迫り、四方を４０００ｍの山々に囲まれて

いる。村は狭く特に観光スポットはない。鉄道も

なく、村には車の乗り入れはできない。」と書か

れていた。にもかかわらず、５枚の写真入りで、

２ページが割かれている。 

この周辺を知り始めた私にとっては、咽喉に引

っかかった無害な小物質と感じていた。また、

挑発されているとも感じた。 

 かって経験したことのない蛇行した山道であ

る。村の標高１８００ｍで、これを５０分で上るの

で、急勾配である。後悔しながらの道は長い。

見るところはないと、されているので、アリラン

展望台に向かう。白く厚い雲の中にゴンドラは

吸い込まれていく。 

 

   白雲に突入 

2回、乗り換えてミッテルアラリンに到 

着。標高 3500m 

は夏でも雪景色である。 

ここは、スキー、スノーボートのメッカで、

なにも持たずポケットに手を入れたスニー

カーの東洋人を不審な顔で皆が見る。 

しかし、外は吹雪いていて、スキー禁止。

女の子が雪の中で丸く固まって悔しがって

いる。 

 
３６０度の視界を自慢のアリラン展望台であ

るが、なにも見えない。吹雪になってゴンドラが

運転中止になると困るので、すぐ、駅に行く。

そこは重い道具で疲れた顔の人びとで溢れて

いた。今度は、ポケットに手を入れた東洋人が、

同情を禁じえない、という顔で眺め返す番にな

った。  

村に下りると白い雲と抜けるような青空があ

った。小さな村を散策し、何も無いことを確認。 



 

雲が切れて村のすぐ直上まで来ている氷河が

姿を現した。 

 

 
来る道は容易な道ではなかったが、１８０３ｍか

ら７９９ｍまで下るジグザグの山道には緊張の

連続で、後ろから地元の車が来ればすぐ停車

して先に行ってもらった。道路の谷側には、は

っきりとした割れ目があり、しかも、千尋の谷に

近いところにも延々と裂け目は続いていた。昨

年の通行禁止もこのためか。サース・フェーは

私にとって最初で最後の訪問となると感じた。 

 

谷側にひび割れが続く道路 

幸運に恵まれた３日間が氷河特急のように

あっという間に過ぎ、再び、シンプロン峠

を越える日が来た。 

用心して、早めに出る。心配した帰り道の

シンプロン峠であったが、昼間見れば道幅

も広く、安全な道であった。 

 
この峠は 17世紀「ブリークの王」と呼ばれ

たシュトックアルパーとナポレオンによっ

て整備されていたのである。ナポレオンは



1800 年、イタリアに侵入するためにこのシ

ンプロン峠の整備をした。このときすでに

グリスからドモドッサまでの 63kmの道路は

道幅 7m以上となっていた。 

 

ツェルマットにはとうとう荷物は届かな

かった。5つ星モン・セルバンのコンセルジ

ェは毎日、ミラノと交渉してくれた。その

度に、星に準じたチップが彼らに渡された。

彼らは毎朝、私が降りて行き私と目が会え

ば、早速、電話機を取り上げて、荷物がリ

ナーテ空港にまだあることを確認してくれ

て、チップを受け取ることを繰り返した。 

その夕方、ミラノ近郊のルガーノに移動し

たが、荷物は依然として到着していなかっ

た。結局、旅の最後の日にルガーノのホテ

ルに届いた。イベリア航空は、スイスの奥

なんかに届けるつもりなんかは始めからな

かったのだ… 

 

 


