第 2 ルート ベルナー・オーバーランド

め一カ所に最低で 2 日間泊まる計画がよい。
8 月 1 日は建国記念日であり、この日を中心
に考えるとさらによい。
現地のテレビは山頂からの現在の姿を 1
日中、映し続けている。山が霧に隠されて
いたら、インターラーケンの町中の散策、
ベルンやツゥーンなど近くの町へ出かける。
この 2 つの町は雨の日を楽しく過ごさせて
くれる。
旅は目的を変更する余裕と精神が必要だ。

1)インターラーケンを起点とするオーバベ
ルラント巡りである。

5 つ星ホテル・ビクトリア・ユングフラウの
前に立てば、ヘーエマッテ公園の奥に大き
ここではユングフラウ、メンヒ、アイガー
の名山 3 峰のほかヴッターホルン、ブライ
トホルンの山々やその麓に点在するアルプ
スの町や村を堪能することができる。
インターラーケン
『湖の間』という意味を持つインターラー
ケンのホテルとしては、5 ツ星ホテルはビク
トリア・ユングフラウが 5 万円で可能であ
るし。インターラーケンは 4 万円以下。つ
まり星ひとつが 1 万円か。

な山塊がある。これがメンリッヘンである。
このためにベルナー・オーバーランドの基
地であるインターラーケンからはアイガー、
メンヒ、ユングフラウ 3 名山は見えない。
ずーと奥にブライトホルンらしい 3700m 級
の山が少しだけ見える。
つまり、オスト駅から、出発しなければベ
ルナーオーバーラントと対面できないのだ。
メンリッヘンの向う側に、左回りならグル
ンデルワルト経由であり、右周りならラウ
ターブレンネン経由である。

当然、5 ツ星はそれなりのレベルが約束され
ている。
さて、我々日本人がアルプスに遊ぶこと
ができるのは夏のほんの短い期間である。
しかし、山の天気は運ともいえる。そのた

お勧めは「晴れていれば、できる限り早朝
にオスト駅を出発する。ともあれメンリッ
ヒェンの向こう側のクライネ・シャイディ
クへ行く。」ここで、はじめて、眼前にベル
ナー・オーバーランドの名山が展開される。

ったミューレンの村、左にヴアッタホルン

左から 1)ヴェッターホルン(3692m)
2)シュレクホルン(4078m)

とグリンデルワルトを見下ろしながらアル
プスを上っていき、アイガー・グレッチャ
駅を出ると、アイガーの中に入っていく。
続くメンヒもその中のトンネルで通過し、
から 52 分で、標高 3454m、鉄道駅としては
ヨーロッパ最高地点のユングフラウヨッホ
に到着する。》
さて、このユングフラウ鉄道の歴史はす
ざましい。
《1895 年(明治 28 年)アルプスの岩壁に穴
をあけてヨーロッパの屋根の上まで列車を

3)険しい北壁で知られるアイガー(3970m)
4) 「牧師」という意味のメンヒ 4099m メン
ヒ(4107m)
5) 「若い娘」という意味のユングフラウ
(4158m)
6)ブライトホルン(3785m)
が主である。
晴れていれば、迷うことなく、ベルナー・
オーバーランドの目玉であるユングフラウ
ヨッホを目指す。インターラーケンの正面

走らせる工事がはじまった。最大勾配 250
パーミルのトンネルを掘り、線路の間に歯
車を噛ませ、16 年間の歳月をかけて夢は現
実となった。全長 7.1km のトンネルを抜け
て 3454m の高みに立った人々が見たもの、
乙女ユングフラウの透き通る長い髪、ヨー
ロッパ最長のアレッチ氷河だった》
駅から誘導されるままに、エレベーター
に乗る。標高 3571m のスフィンクス・テラ
ス。全面ガラス張りの展望台。

には大きな山塊であるメンリッヒェンがあ
るために、ほとんど目的の名峰は見られな
い。すべてはメンリッヒェンの向こう側に
行かなければならない。そしてその旅はイ
ンターラーケン・オスト駅からの出発し、
山向こう駅クライネ・シャイディクに行く
ことから始まる。
レンタカーの場合は、メンリッヒェンの右
側のラウターブレンネンまで行きそこのパ
ーキングに入れて、クライネ・シャイディ
ク行の電車に乗る。

南側に下る巨大な流れはヨーロッパ最長の
アレッチ氷河。全長約 22km、氷の厚さは 900m、
1 年に 180m のスピードで流れている。氷河
に向かって右がユングフラウ、北側がクラ
イネ・シャイディク。
ユングフラウヨッホ
ベルナー・オーバーラントの展望台として
一番人気のある展望台はユングフラウヨッ
ホである。この展望台からさらにエレベー
ターで上った標高 3571ｍヨーロッパ最高地
点にある展望台であるスフィンクス展望台

ここから、ユングフラウヨッホ行の登山電
車にのるが、朝早くのほうが、晴れている
し、その後も計画できる。
《クライネ・シャイディクを出た列車は、
右にユングフラウの氷河や崖の上にのっか

からは 4000m 級のアルプスの山々とアレッ
チ氷河の雄大な眺めが眼前に広がる。》。
この最後のエレベーターが曲者で高山病
の症状を経験する。私も物忘れが起こり、
色々なものを置いてきた。重症者はヘリコ

プターによる搬送となる。好天ならユング

ともできる。

フラウヨッホの雪面を歩くことができる。

世界から年間 100 万人の観光客が訪れるグ
リンデルワルトは日本でも人気の高い町で
ある。アイガーと正面に向き会う町で、
4000m 級の山々に囲まれている。
インターラーケンから車で行ったり、さら
に一泊するのも良い。世界から年間 100 万
人の観光客が訪れる。ホテルはレギーナ五
ツ星。
《この町はヴェッターホルン(3692m)、シュ
レクホルン(4078m)、アイガー(3979m)のふ
もとに広がり、周囲を氷河で囲まれた『氷

絶景といっても何時間も留まれる高さでは
なく、ほうほうの体で逃げ帰って来る。ほ
とんどの観光客が下車し、休憩する場所が
クライネ・シャイディクである。
クライネ・シャイディク

観光客全員がここに降りるといっても良
い。ここまで来ると人々は穏やかな姿とな
る。3500m から比べると標高 2061m のクライ
ネ・シャイディクは平地である。
3 名山の観光スポットである。。
写真でも正面にアイガー北壁が見られるよ
うに、
《グリンデルワルト》
《レストランのテラスの望遠鏡で、今まさ
に》この駅からグリンデルワルトに行くこ

河の村』として有名》
標高 2166m のフィルスト展望台からはパノ
ラマが広がる。この村はハイキングの出発
点であり、日本でも人気の高い町である。
リピーターも多い。
「フィルスト展望台」で、ここから往復２
時間のハイキングがスタートする。標高２
２６５メートルの山上湖のバッハアルプス
ゼーを目指す。もう一つのコースは「メン
リッヒェン～クライネ・シャイディク」で
８０分の行程でアイガー、メンヒ、ユング
フラウが次々と目の前に展開する。V 標高
2239m
グリンデルワルトへはインターラーケン・
オスト駅から登山電車ＢＯＢで直接行くこ
ともできる。

《山間を縫って上る登山電車がもうすぐグ

ハイキングコースが四方に延び、湖やお花

リンデルワルトに着こうかという頃、急に 畑を見ながらの散策に絶好の場所。
視界が開けたと思うと右側に巨人のごとき
山塊がぬっと現われる。アイガーの登場だ。
左の痩せた稜線が大正 10 年に槇有恒が初登
頂したミッテレギ稜。中央から右側、冬で
もねずみ色の肌をさらしているのが北壁で
あめ》34 分

グリンデルワルトは小さな町で一時間あれば
一回りできる。この町はハイキングの基地
である。ハイキングなしのグリンデルワル
トを考えることはできない。ハイキング姿
で町からフィルスト展望台へ向かう。ユン
グフラウ 3 山を眺めたら早速歩き始める。
必ず、多くの人が歩いているから迷うこと
はない。
《時間のない人でも、ぜひバッハア
ルプゼーまでは歩いて欲しい。
スニーカーで十分。往復 2 時間のハイキン
グだ。歩き出してすぐに、ちょっときつい上
りがあるが、あとは湖まで平坦なコース。分
岐点で右へ右へと進もう。途中にはマーモッ
トがすんでいる開けた斜面がある。「ピーッ」
という鋭い警戒音が聞こえたら眼をこらそ
う。》
《バッハアルプゼーは標高 2265m の山上に
ある湖。ファウルホルンへの登山道 15 分ほど
あがっって湖を見下ろすと、とくに素晴らし
いパノラマが広がる。》

シトロホルンを目指す
岩山の頂上にあり、ユングフラウヨッホ
からの眺めとはまったく異なる 360 度の大
パノラマが楽しめる。
ロートホルン
世界一急勾配を行く SL が人気の展望台。
眼下にはブリエンツ湖、ベルナーアルプス
だけでなく遠くジュラ山脈や中央スイスの
山々まで一望できる。
その他としてシーニゲ・プラッテ、アルメ
ントフーベル展望台。

標高 1034m
フィルスト展望台
標高 2168m

最も人気のあるのは「標高 2171m のフィ
ルスト展望台」で、ここから往復２時間の
ハイキングがスタートする。標高 2265m の
山上湖のバッハアルプスゼーを目指す。も

う一つのコースは「メンリッヒェン～クラ

ど岩壁の中に隠しているという、珍しいそ

イネ・シャイディク」で 80 分の行程でアイ
ガー、メンヒ、ユングフラウが次々と目の
前に展開する。その他、シトロホルン
(2970m)も「映画 007」以降、視界 360 度の
山として人気がある。
ラウターブルネン
《ユングフラウの懐にありながら、谷が深
いために山々がほとんど見えない村。氷河
に削られてできた u 字谷には、高さ 300m の
断崖が両側に迫り、無数の滝が流れ落ちる。
滝は小川となり、ミバリーナ湖と緑の匂い

してすさまじい滝がある。エレベータで第 6
滝に行く。そのご滑りやすい遊歩道で滝そ
ばを降りていく。ベルナー・オーバーラン
ド 3 山の 10 氷河から溶け出した水は、いっ
たん地中の隙間に入り込み、山塊をうがち
ながら流下ってこの場所で一気に 300m 落下
する。
しかし、あまりにも局所的に猛烈に崖を侵
食したため、姿を完全に外に現さず、見え
隠れしながら 10 層の滝や激流となっている
のだ。そのエネルギーがすごい。毎秒 2 万 L

が谷をいっぱいに満たす。》インターラーケ
ンから車でここまで容易に上ってくること
ができ、大きなパーキングに案内される。
ここに車を止めて、ミューレン、ヴェンゲ
ンそしてシルトホルン展望台に行くことに
なる。
シュタウプバッハの滝
パーキングから道を隔てた断崖を見るとひ
ときは大きな滝がみられる。
シュタウバッハの滝で、
《ミューレン方面か

という濁流が爆発し、渦巻き、狂ったよう
に落ちる。轟音も猛烈だ》

らの雪解け水が、村の背後で行き場を失っ
て落下している。あまりに崖が高いため、
滝は落下する途中で岩壁にあたって砕け散
ったり、風に舞い上げられたりして、滝壺
まで届く水は少ない》。

村はとても静か。

落差 305m
ミューレン
《ラウターブレンネンから見上げた断崖の
上にたたずむ、実態調査にのどかで愛すべ
き村。一般車の通行を禁止しているので、

ユングフラウ地方で最も西に位置している
ためにほかの村や展望台からミルドレッド
のとは全く異なる 3 峰の姿も魅力。
トリュンメルバッハの滝
パーキングを右に行くと、
《その姿をほとん

っている。ただし、視界が悪い時は価値な
し》

集落は崖に沿って 1Km ほど続いている》駅
前の広場もビューポイントであるが、シル
トホルン展望台行のロープウェイ乗り場ま
で断崖に沿って行く途中のカフェテリアが
私は好きだ。冷えたビールを飲みながら谷
を隔てた山塊を眺める。
シルトホルン展望台
《ユングフラウヨッホに次いで人気の高い
展望台。ミューレン村の奥の乗り場からロ
ープウェイで。シルトホルン展望台から満
たす法人 3 峰の風景はユングフラウヨッホ
からとはまったく違う。
アイガーの牙をむいたような表情も、ユン
グフラウの山塊の大きさも、シルトホ

ルンならではの魅力。ラウターブレンネン
谷の奥にそびえるブライトホルン(3664m)
さらに西に続くブリュムリスアルプ連邦
(3664m)など、360 度の大パノラマがひろが

トゥーン
《石畳の細い坂道の向こうに、絵本から抜
け出したようなお城がそびえる美しい城下
町。トゥーン湖から流れ出すアーレ川の河
口に位置し、ベルナー・オーバーランドの
ゲートシティとしての役割も担っている。
人口 4 万 2000 人。スイスで 11 番目の都市
であると同時に、白銀の山々を望む湖畔の
リゾートでもある。》
川の先にアイガーが小さく見える。
旧市街のメインストリートはオーベレ・ハ
ウプト通り。この通りの建物は長屋のよう
に隙間なく建てられていて、しかも歩道が 2
階にあるという珍しい構造。
丘の上に建つトゥーン城は領主ツェーリン
ゲン候の手によって 12 世紀に建てられて以
来丘の上からトゥーンの町を見守ってきた。
川のそばに大きな観覧車があり、空いてい
てゆっくりと町を観察できる。
山が雲霧に覆われているときは、インター
ラーケンから 30 分であるから、晴れるのを
待つのに便利である。

