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マッターホルン ～スイス（4,478ｍ）～ 

【報 告 者】石丸 
【日   時】平成 17年 7月 4日～8月 2日 
≪日程≫ 
7 月 4 日～11 日：シャモニー ずっと雨でモンブランを諦める。  エーデルワイス 

7 月 11 日～19 日：ツェルマット ポリッュクス(4,091m)登頂 

               マッターホルン(4,478m)登頂 

7 月 19 日～23 日：ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄ 岩登り・トレッキング 

7 月 23 日～26 日：ルツェルン トレッキング 

7 月 26 日～29 日：ﾏｲｴﾝﾌｪﾙﾄ トレッキング 

7 月 29 日～8月 2日：シンガポール 観光 

 

上記日程にて、約 1ヵ月間スイスを旅してきました。本当に美しい国で、どこへ行

っても絵葉書の中を歩いているようなトレッキングができ、人々は親切で、交通機関

もわかり易く、移動も便利で、治安も良く、物価が高い事以外は、何も不自由の無い 1

人旅でした。今回の最大の目的であった『マッターホルン登山』のみ報告させていた

だきます。が、ツェルマットのアルパインセンターでガイドの予約を入れるまでが結

構大変でした。 

      

◇ Pollux 4091m（テスト山行）◇ ＣSF 291 
気軽にマッターホルンへ登りたがる人が多くなった為、どんな経験があっても、

必ず事前にテスト山行へ参加す

る事が必要とされていました。

色々な山がありましたが、参加者

が2名以上で無いと催行されない
為、私 1人では断れ、とにかく催
行が決まっていたこの山へ行っ

てきました。山を選択する余地は

有りませんでした。 
≪コースタイム≫ 

7月 12日（火）：晴れ 6：50シュルーマッテン ロープウエイ乗り場集合 
7：00 発ロープウエイ → 乗り換え 4 回 → 8：00 ｸﾗｲﾝ･ﾏｯﾀｰﾎﾙﾝ駅着 → 9：30
ポリュックス取付 → 10：15 マドンナ像 → 10：40 山頂 → 11：40 ポリュッ

 

Pollux 
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クス取付 → 13：00 ｸﾗｲﾝ・ﾏｯﾀｰﾎﾙﾝ駅着 解散 
《 報 告 》 
 この日の Pollux参加者は、ガイドが 2名にそれぞれに登山者が 2名付き計 6名。私
以外は多分ドイツ人。みな 180cm 以上はある大男ばかりだった。「Pollux？」と現わ
れた私のガイドはアラン。期待以上の Nice Guy！に、緊張して何も言えなくなる。な
んかこれだけでスイスに来た甲斐があったかも･･。そう、既にこの時、山は二の次に

なってしまっていた。 
 大男５人と一緒にロープウェイに乗り１時間。ｸﾗｲﾝ･ﾏｯﾀｰﾎﾙﾝ駅到着。もう、ここは

銀世界。真っ青な空に真っ白に輝く山々が眩しすぎて目が開けられない。1時間で一気
に 2,200m も高度を上げたので高度障害が出ないか心配だったが、なんにも感じなか

った。 
 ハーネス着用後、アランとロープで繋がり、私の後ろにもう 1 人のドイツ人が繋が
れ、3人のコンテで歩き出した。緩やかな雪原を歩きながら、左手にブライトホルン・
ロッチャネーラなどの白いピークを眺め多少のアップダウンを繰返しながら歩くが、

緩やかな雪原にもクレバスが口を開けている。クレバスの横を通る時、初めて見るも

んで思わず覗き込んでしまう。「ひょぇー。こえぇ～。」「Hey!」とザイルを引っ張られ
てしまう。「Sorry！」と慌てて歩き出す。結構急な斜面をトラバースしたりするのに
アイゼンはまだ付けない。私は、靴が結構滑ってアイゼンを付けたくてたまらなかっ

た。歩く早さは足の運びを見る限りでは早くは無いのだけれど、なんせ、私 1 人足の
長さが違うので、1人早歩き状態で歩いていた。絶対なんか、1人かっこ悪いような気
がした。噂通りに休憩は全く無い。チューブで水を補給しながら、とにかく遅れない

ように歩いた。 
 ポルュックスの取付きに到着。ここからは岩登りになるのでストックを残置した。

雪も結構あるし、濡れている所は凍っている、な

のにアイゼンはまだ付けない。コンテの間隔を短

くし「Show me and  Follow  me！」とアラン
が言うので後に続いたけどさぁ～。届かないのよ

同じホールドに･･･。鎖がある所では、鎖を使っ

て登るように指導される。それって、クライミン

グではなくてゴボウ登りなのよネ･･･。私はこそ

ーっと岩を掴みながら登った。セカンドクライミ

ングなので落ちる心配がない。結構楽しめた。しかし、標高 4,000m にもなると、流

石に息が苦しい･･。スポーツ用のアンダーウエアだけど、かきむしりたい程苦しく感

じた。 

 

ｱﾗﾝ 
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 山頂手前のマドンナ像に到着。ここでやっとアイゼ

ンを付ける。山頂までは、ほんの少しの雪面登りであ

った。山頂へ到着した時は、雲ひとつ無い青空に 360
度のパノラマ。イタリア側の町もよく見える。アラン

が全部ピークを教えてくれたが、あまりにも多くてよ

くわからなかった。10分ほど休憩の後、下山開始。 
 登って来た通りのルートを下山するらしい。「えぇ

ー・・あの鎖場も下山するの？んな、他に下山路は無

いのぉ～。」と思ってしまう。下りはアイゼンを付けた

まま岩場をクライムダウンする。先頭がドイツ人で次

が私、アランは後方から 2 人を確保する。一本の鎖に 2 人同時にぶら下がってクライ
ムダウンさせられるんだけど、無茶だよ･･。だってでかいドイツ人が揺れるたび私は

振り回されるんだから。そのドイツ人が「こうやるんだよ！」と身振りで教えてくれ

るけど、「わかっとるわいっ！あんたが私をひっぱったり揺さぶったりしよるんよ･･」

と伝えたいが何も言えない「ＯＫ！」だけが万国共通で通じる言葉だった。 
 岩場のクライムダウンが終わって取付きに到着。ここでアイゼンを外す。ここから

延々と雪面をロープウェイの駅まで歩いたが、すっかり雪が緩くなっていて滑って歩

きにくかった。気温も上がって暑くて息も苦しい。しかし、前を歩くアランの肩から

腕にかけての筋肉にウットリしていた。 
 ロープウェイに到着後、アランから「君なら大丈夫。アルパインセンターへ報告し

ておくので、マッターホルンへ挑戦してください。」とマッターホルン登頂への OKサ
インをもらった。とてもホッ！っとした。あとは、天気が問題だった。 
 
７月 13日（水）：晴れ 
 ガイド：アランからは、「もう１日高所ハイキングをし、次の日レストして、土曜日

にマッターホルンへチャレンジした方がいい。」とアドバイスを貰ったが、アルパイン

センターに掲示してある天気予報と天気図を見ると、金曜日が快晴で、翌日から天気

が下り坂になっている。多少まよったが、金曜日の朝、マッターホルンへ登る予約を

アルパインセンターで手配した。CHF1,130(日本円で約 11万弱) 
 
7月 14日（木）：快晴 
 めちゃくちゃいい天気！マッターホルンがクッキリと見える。明日もこの天気だと

いいなぁと思いながらホテルを出発。体力のある人は、ツェルマットから歩くらしい

が、私は、ひたすら体力温存の為、ロープウェイでシュヴァルツゼーまで上がった。
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ヘルリン小屋までは、一般のハイキングル

ートがある。コースタイムは 2時間 30分
と書いてあった。途中は、高山植物の花が

咲き乱れているし池はあるし、なによりも

マッターホルンがグングンと近づいてく

る絶景のハイキングコースである。途中で、

ゆっくりと写真を撮ったりコーヒーをの

んだりしながら休憩をたっぷりとって疲

れないようにヘルンリ小屋まで歩いたが、

2時間 20分で着いてしまった。コースタイムは、随分ゆっくりめに書いてあるようだ。 
 15：00 ヘルリン小屋チェックイン。この小屋まで来て食事をして下山する人はたく
さんいるが、宿泊するのは、99％がマッターホルン登山者。一番手にフロントでチェ
ックインしたが、“check in？”と「え？登るの？」てな感じで私をジロジロ見る。ア
ルパインセンターからの Voucher（引換券）を提示して“Yes！”「登るのよっ！」と
答えたが、後の厨房で調理していた人も私をじっと見ていた。確かに私の後ろにはで

かい男ばかりが順番待ちしているけど、そんなに珍しいのだろうか･･･？まぁ、無事手

続きを済ませて振向くと、数人後方に日本人が居た。お互い、「あぁ～、日本人が居て

良かったぁ～。」とすぐに声を掛け合った。彼は、東京から来ていたフランス料理人の

Ｏくん 27歳、1人でモンブラン・マッターホルン・アイガーを登りに来たらしい。 
 20人部屋ぐらいに 2人で入って、荷物の整理をしながら、彼が登ってきたモンブラ
ンの話や、テスト山行の岩場の話を聞いたりしながら時間を潰していた。また、日本

人が 1 人やって来た。彼は、フランスに赴任中のＮさんで、登山ではなく写真を撮り
に来たと言うことで大きなカメラを持っていた。それから、小屋の中は気温が低く寒

かったので、外のテラスの日当たりのいい場所でグタグタしていた。 
 18：30 ガイドとのミーティング。ここで初めて自分のガイドとの顔合わせである。
そりゃもちろん期待しちゃいます･･。Ｏ君のガイドがやって来て、（この人は普通）私

にも一緒に色々と教えてくれる。しかし、私のガイドは居ない。テスト山行の時のア

ランの姿もあったが違うようだ･･･。あれぇ～？もう夕食が始まろうかという時にやっ

と現われた。ガイドの名はユーハン。キンコンカーン！と私の幸せの鐘が鳴り響いた！

な・な・なんて Nice guy！握手する手も大きい！そして彼は、私が 25 歳くらいに見
えると言ってくれた。お世辞でも何でもいい。とにかく HAPPY！ 
 夕食後、ガイドとの装備チェック。ほとんど弾かれる。ザックの中は、アイゼン・

防寒着・オーバー手袋・水 2Ｌ・行動食・使い捨てカメラ。5kgも無かったと思う。ユ
ーハンと足の長さを比べてみたが、私のお臍の辺りから足がある。ひぇ～、長いぃ～。

 



-17- 

私は、早く登れないと思うので、ゆっくり登って欲しいと伝えた。 
 21：30ごろ就寝。もちろん興奮してほとんど眠れなかった。 
7月 15日（金）快晴 
≪コースタイム≫ 4：00 ヘルリン小屋→ 

4：05 取付き → 6：00 ソルベイ小屋上→ 
8：00 マッターホルン山頂 → 10分休憩 
→ 11：40 取付き → 11：50 ヘルリン小
屋着 
3：00 起床。眠れなかった私は、2 時半か

らシッカリ顔中に日焼け止めクリームを塗っ

たりして準備万端であった。最初にトイレに

も行ったので順番待ちもしなくて良かった。

ハーネスも着けていつでも出発できる格好で

朝食を取る。朝食は、硬いパン（まずかった

ぁ～）とコーヒー・紅茶のみ。Ｏ君と「頑張

ろうねっ！」と励ましあっているうち、一番手に「Hey！Let’s go！」とＯ君のガイド
がやって来た。昨夜から 2 人で一番手に取り付くつもりでいたようだった。それから
次々に「OK？」とか言いながら、ガイドがゴボウ抜きでパートナーを連れて行く。ち
ょっと緊張。「Are you OK？」とユーハンがやって来た。やった、スタートだぁ～！ 
 小屋の外へ出ると空には満点の星、天気はＯＫ。すぐにコンテで結ばれて出発。気

分はウキウキだった。5分ほど歩いて取付きへ到着。もうヘッドランプの灯りが点々と
上のほうへ続いていっている。最初は、フィックスロープを掴んでよじ登るが、その

後は、階段状の岩場を歩く。暗いのでなんとなく緊張した。だいたいヘッドランプを

点けての登攀などやった事がない。んっ･･、でも、なんかかなりスローペース。最初

は、私に気を使ってくれているのかな？と思ったが、ユーハンの足取りは重く、立ち

止まる事数回。だいぶ後になって聞いたのだが、ユーハンは前日ロッククライミング

のガイドで 14時間行動だったのに、急遽、私のガイドになったらしく、慌ててヘルリ
ン小屋まで来て、朝 4時に出発と言うﾊｰﾄﾞｽｹｼﾞｭｰﾙであった。ちょっとお疲れ気味だっ
たのだ。が、お陰で周りの景色を見たり、写真を撮ったりする時間が私に出来た。 
 ソルベイ小屋の下部にⅢ－の登りがある。出だしには親指より一回り太い鉄柱が打

ち込まれていた。そこへ私のｻﾞｲﾙをクルクルと二回巻き付けて私が落ちないようにセ

ルフビレイを取る。後は、ユーハンが登って行くのを見ているだけ。ビレイもしなく

ていい。ユーハンはフリーソロ状態で登ってビレイ準備をして合図を送ってくれる。

セカンドで登るが、まぁ引っ張る引っ張る･･･。ほとんどテンション状態。腰が浮いて

 

取付き 



-18- 

スタンスが決めにくい。（そんな引っ張らんでも･･･。えぇ～と英語で･･？？あぁ。も

ういいやっ）てな感じでした。 
 ソルベイ小屋は小さくて、ホント非難小屋。その横を素通りし、今度は小屋の上部

のⅢ－の登りへ入る。ここもセカンドだと全く問題なし。これを登りきったところで

やっと休憩。ちょうど朝日が出てきてご来光を見る事が出来た。ヤッパリ日本人、思

わず合掌。ここでユーハンから「Nice Climbing！」と褒められた。この調子だと山頂
まで問題ないだろうとの事だったが、ここからが傾斜が厳しくなってきた。 
 登るルートがだんだん狭まったせいか、スタンスやホールドが多くのクライマーに

磨かれツルツルに滑りやすくなってきた。雪はまだ無いが、濡れている所は凍ってい

る。4300ｍ位でやっとアイゼンを付けた。上を見ると青い空に白い山頂が輝いて見え
る。もう少しだ･･。けど、なんか酸素が身体に入ってこない。そして目の前に太いフ

ックスロープが現われた。雪の付いたほぼ垂直な壁をゴボウで登らなければならない。

これってただ腕力だけが頼り、握力に自信が無いのでオーバー手袋はせずにアンダー

手袋だけで登った。4ピッチほどあったかなぁ～。もう、ヘロヘロ。 
 それから、雪面の急斜面登り。ガイドレスのパーティはピッケルを使っているのに、

ガイド達はピッケルなしでガシガシ登っていく。はぁ～。かっこいいー！ついて行か

ねばぁ～。うぅ･･だ･だ･だれかぁ～酸素をくれぇー。この辺りが一番苦しかった。 
 最後に高度感のあるナイフリッジを歩いたら山頂へ到着。雲ひとつ無い眺め！とに

かく「高いっ！」と思った。「ほんと Congratulation よ！」ヤッターと言うより、ホ
ッとした。後方から来ていたガイド達の総リーダーが「Well down！」と言って抱きし
めてくれたが、なんせ 190cm以上はある大男だったので、大木がぶつかって来たかと
思った。彼はたぶん、今日の登山者で一番私を心配していたのだろう。 
 山頂では 10分程しか休憩していないが、グングン身体が冷えてくる。ガタガタして
来た。体力的にはまだ余裕が有ったので、後は、下りだけだ･･。とかなり安心してい

たが、これが大間違い、核心は下りにあった。 
 登ってきた通りの道程を 1,200ｍクライムダウンしなければならなかった。それもガ
イドレスで登ってくる一般登山者の大男と１本のフィックスロープを奪い合いなが

ら･･。下りは私が前を歩きガイドが後からビレイする。「down！down！」って言うけ
ど下からもどんどん登ってくるし、もたもたしていたら、後方から下ってきていた大

男が私をまたいで追い越していく。「あぶねぇ～。」アイゼンの付いた靴が顔面スレス

レを通る、「おめぇーらー、待つと言う事を知らないのかぁ～。」フィックスロープ上

ですれ違わなければならないなんて信じられなかった。このポイントをやっとのこと

で通り抜けた時、暫し呆然となった。 
 下りのルートは踏み跡だらけで私では全くわからない。後方からユーハンが
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「right！」「left！」と言ってくれるので解るが、ガイドレスパーティは、色々な所へ
下っていって結局登り返しをしたりして、効率が悪そうだった。結局ガイド付パーテ

ィの後方をちゃっかり付いて行っていた。後方のガイド総リーダー達のパーティから

大声がした。振向くとテーブル位の大きさの岩がゆっくり動き出して落ちてくる･･。

えっ！！とビックリしたが、最初のバウンドで角度が変わったので下山路とは違う方

向へ雷のような轟きと一緒に落ちていった。それからも結構小さな落石はあった。下

りの方が皆、落石を起こしやすい。特に慣れない人の前方を下る時は要注意である。 
 ヘルリン小屋は、まだずっと下方に見える。膝が久しぶりに笑い出した。そしてカ

ンカン照りで暑い･･。ユーハンは、とうとうＴシャツ１枚になったが、私は、前回の

テスト山行であまりにも息苦しかったので、今回は下着を着けてきていなかった。『う

ぅ･･･脱げない･･･。暑いよぉ～。でも、なんてユーハンは Nice Body！なの･･』とい
ろいろな意味でヘロヘロになりながら 11時 40分取付きに到着。「Good Time！」と大

きな手を差伸べてもらったが、暑くて顔はベロベ

ロ、掌は真っ赤に腫れ皮が剥けて血が出ていてガ

サガサ･･。とても恥ずかしかった。 
 ヘルリン小屋へ到着すると、Ｏ君が 1時間前に
ゴールしていた。早いなぁ～。まぁ、平均 8～9
時間かかるらしいので、まずまず満足。それから、

ユーハンより登頂証明書とバッチを貰い私のマ

ッターホルン登山は終わった。その頃、マッター

ホルンの山頂は既に雲が覆いつくし見えなくな

っていた。 
 ガイド登山は安心であったが、ほぼ 100％の確
率の天候状況で無いと出発しないし、途中で引き

返す事も多いそうだ。今回、9 日間ツェルマット
に滞在して、登れる天候は 4 日間あった。やっぱり、半分ぐらいの確率のようだ。ま
た、下山の方が落石も多くなり難しい。事故のほとんどが下山時に起こっているのも

納得できた。そして、アルパインセンターへ飛込みで予約を入れると私みたいに、た

だのハイカーと思われてちょっと敬遠されてしまうので、O 君のように事前に日本で
ツアー会社を通して予約を入れたいた方がいいようだ。 
 下山後に思い出すのは、ポリュックスのガイド：アランとマッターホルンのガイド：

ユーハンの事ばかりである。山をやっていてホントに良かった。スイスは、甘酸っぱ

い初恋の味がする国･･･。恋の町ツェルマット･･･。そんな感じかな。 
 これを起爆剤にこれから冬山、頑張ります！ 

 




