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バリスアルプスバリスアルプスバリスアルプスバリスアルプス～マッターホルン・ポリュクス～ 

【報 告 者】田中耕司 

【日   時】2007年 8月 14-19日       【天 候】晴れ 

【参 加 者】田中耕司 

≪≪≪≪コースタイムコースタイムコースタイムコースタイム≫≫≫≫    

14 日 ハイキング スネガ(16:00)-ツエルマット(17:00) 

15 日 ツエルマット(6:30)=ケーブル=グレーシャーパラダイス(7:00)-ポリュクス

(10:00)- グレーシャーパラダイス(12:00) 

17 日 ツエルマット(13:30)=ケーブル=シュワルツゼー(14:00-14:30)-ヘルンリ小屋

(16:30) 

18 日 ヘルンリ小屋(4:20)-ソルベイ小屋(6:20)-マッターホルン山頂(8:00)-ヘルン

リ小屋(11:00-14:00)- シュワルツゼー(16:00) =ケーブル=ツエルマット(16:30) 

    

≪≪≪≪    報報報報                告告告告    ≫≫≫≫    

１１１１    ポリュクスポリュクスポリュクスポリュクス（（（（4092m4092m4092m4092m））））    

ポリュクスは、マッター

ホルンの東、ブライトホル

ンモンテローザ山群に連

なる峰峰のひとつで、とな

りのカストールとともに、

ふたご座の星の名前をも

らっている双子峰である。 

 本来は 16日に登頂する

予定だったが、16 日に天

候が崩れるので、１日早めた。このとき、アルパインセンターでは、着いたばかりな

のに、高度順応は大丈夫かといわれた。根拠はないが、大丈夫と答えたらすんなり OK

がでた。 

 グレーシャーパラダイス行きのケーブル乗り場でガイドと待ち合わせる。中年の日

本人がひとりいて、ブライトホルンのハーフトラバースに行くという。私のガイドは

Konstiというドイツ系スイス人なのだろうが、ディビッド・ボウイを不機嫌にしたよ

うな感じで、無口でいつも厳しい顔をしている。パーティはもうひとり、スイス人か

ドイツ人の若い男性。Konstiとは知り合いの様で、よくドイツ語で話している。 
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クラインマツターホルン・グレーシャーパラ

ダイス(3883m)で、ハーネスをつけ、アンザイ

レンをする。ピッケルはなく、スノーストック

のみ。アイゼンはまだつけない。ガイドの

Konstiは特に何もいわず、指示もださない。し

ばらくは、スキー場を結ぶリフトの下の圧雪さ

れたなだらかな斜面を歩き、左にブライトホル

ンが見えたら、左にまがりブライトホルンへの

道を進む。 

しばらく緩斜面をトラバースするが、トレー

スもしっかりあり、雪も固く、とくに不安を感

じない。ブライトホルンの基部を巻き終わり、

ポリュクスの基部の岩が露出した部分のトラバ

ースとなるが、岩混じりの雪の斜面となり、ア

イゼンピッケルなしだと、かなり緊張する。斜

度は 30-40度程度。足元から下の氷河までまっ

たく止まる所がない。ガイドの Konstiは、後ろを振り

返りもせずさっさと進んでいる。 

岩場を巻き終わり、少し登った雪の斜面でアイゼン

を装着。眼前にはポリュクス名物の岩場が見える。2

級の岩場が 2/3で、３級が 1/3。微妙なバランスのとこ

ろには、ロープが張られている。前をすすむフランス

人女性 2人、男性 1人＋ガイドのパーティが、ロープ

にぶら下がったままもたもたしている。どうやら女性

のひとりがアイゼンでの岩登りになれていないようだ。

Konstiは、その女性がしがみついているロープを使い

さっさと登ってしまった。私もこれに続いたが、ロー

プが揺れるたびに女性は悲鳴を上げ、彼女のガイドは上で叫んでいる。でも、われわ

れに怒っているわけではないようだ。これがアルプス流？ 

最後に凹角の中に入り、ルンゼを登りきると、正面に雪のピークが見えた。このと

き標高 4000ｍを越えていた。この時点で息が荒くなり、少し休んでも回復しない。当

然休憩かと思ったら、あと 15分だから行くぞと言われて、そのまま歩き出す。息も絶

え絶えに登頂し、すぐに下降。岩場はほとんどが、ガイドが繰り出すザイルに全体重

を預けての懸垂で、ガイドとタイミングを合わせるのがけっこう難しい。それに着地
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地点を最初に確認しておかないと、とんでもないところに降りて、登りなおす羽目に

なる。岩場を過ぎると、ジリジリとてりつける紫外線の中をビュンビュンと飛ばして、

クラインマツターホルン・グレーシャーパラダイスに帰着。 

ここで、Konsti曰く｢You want climb up Mt Matterhorn. After test climb ,Which 

do you think I give you Ja or Non ?｣。｢Of course Ja｣と私が答えると｢No I will give 

you not only Ja but with Gut. Gut means you are a strong and tough climber. You 

are enough to Matterhorn.｣と表情ににあわず随分と誉めてくれて無事合格。 

あとで聞いた話によると、ガイドのスピードについていけないと、｢もう帰るか｣と

言われるし、休ませてくれというと｢ヘリを呼ぶか｣といわれるとのこと。かなり厳し

いというか意地悪い。それでも完登したら登山許可は出るらしい。 

2222    マッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルン（（（（4487m4487m4487m4487m））））    

 
14:30にシュワルツゼーを出発。ガスのためになにも見えない。16:00にヘルンリ小

屋に着いた。マッターホルンはガスのためまったく見えない。小屋の中は、薄暗く、

ハイカーが半分、ヘルメット、ザイル、ピッケルをもったクライマーが半分。ストー

ブの前に日本人と思われる女性がいた。札幌のピオレ山岳会の長尾さんという女性で

年齢は石丸さんくらいかな？やはり単独で登りに来ているとのことだが、天気に阻ま

れ、明日で 8 日間の日程を使い果たすとのこと。彼女からガイド登山の作法などを教

わり夕食を待つ。 

19:00から夕食、19:30からガイドのシモンとのミーティング。まず、装備をチェッ

クされた。登山靴は実際アイゼンを装着し緩みをチェック。スパッツ不要、雨具は、

上半身のみ必要でズボンは不要。活動中は、夏用の薄手のズボンに、長袖の T シャツ

の上に半袖の T シャツのみで、防寒具は、薄手のフリースのみ。手袋は持っていくが

つけない、ストックピッケル不要。ヘルメットはヘッドランプの点灯試験をして OK。

ハーネスのみ準備し、カラビナ・スリングは、自分がするので要らない。地図は｢俺が
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ガイドだから｣要らない、水 1.5L にパンとチョコレートの行動食。これらをザックに

つめて、もう空けるなという。不要なものは籠に入れて靴箱の横の棚に置く。メット・

ハーネス・靴はベッドの下に入れて明日、起きるとすぐに身につけるようにとのこと。

翌日は朝 4時に点灯し、すぐ、トイレをすまし食事をして 4時 20分に出発するから遅

れるなと言い残して行ってしまった。 

シモンは、父親がガイド協会の会長で、自身昨年のガイドクライミング（いわゆる

競技クライミングじゃないようです）のヨーローッパチャンピオンで、アルプスでは

有名人だそうです。20:30就寝した。 

翌日、だれかががさがさする音で目がさめたら朝 3:40。まだ早いと思い、眼を閉じ

て、目覚めたら 3:50。暗がりで部屋を見たら 20人寝ていた部屋に、3人しか寝ていな

い。しまった。先を越された。身支度して食堂におりたら、イタリア人フランス人が

すでに自分たちの作った食事を食べている。4:00 に厨房のドアが開いていっせいに配

膳が始まった。あまりおいしくはないがとにかく腹に詰め込む。 

4:20 きっかりにシモンが現れ、早速ザイルを結ぶ。小屋の入り口は混雑しており、

順番でなければ前に進めない。小屋を出ると満点の星。マッターホルンのシルエット

は見えないが、空中に点点とヘッドランプの灯りの列が見える。最初の壁までガレの

中をゆっくりと体調を確かめながら歩く。最初から垂直の壁。シモンがするすると 10

ｍばかり登り、用意された合金の支点にザイルを巻いて、｢Go｣と叫ぶ。その間、10秒

以下。上り終わるとセルフビレーはとらず、ザイルを固定支点に巻くだけ。また、シ

モンが登り、私が登る。ずっとこのペースで上りつづけてゆく。頭上には、無数のヘ

ッドランプの明かりが見える。このペースなので、スタカートで登るガイドレスチー

ムを次々に抜いてゆく。昨日おなじテーブルでワインをあけて楽しそうに話していた

イタリア人チームは、リーダーがすこし苦しそうな顔をしてビレーを取っている。若

いふたりのフランス人チームは、息が合わないのか、ザイルの上下で大声で叫び会っ

ている。シモンと私は、｢Go｣｢Stop｣｢Wait｣｢Tie up｣｢Release｣しかいわず、ブンブン

と飛ばしてゆく。足元に雪はなく、乾いた比較的安定した岩がどこまでも続く。ほと

んどが 2 級でときに３級があり、３級が長く続く場合と、微妙なバランスが必要な場

合はフィックスロープが張ってある。フィックスがある場合は、必ずフィックスを握

ることを要求される。登れるからとフィックスを使わないと、シモンのすこし怒った

声が降って来る。 

標高 3900m程度から雪・氷が出始め、おのずと慎重になるが、シモンは一向にスピ

ードを落とさない。ソルベイ小屋（4000ｍ）にちょうど２時間で到着。先にロシア人

のセルゲイとそのガイドがいた。セルゲイは、1990-2005年に 8000ｍ峰を 3座登頂し

たとのこと。エベレスト登山隊では、隊長も勤め、7-8000m2座を結ぶ縦走も果たした
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とのこと。すごいなと思って話を聞いていると、彼のガイドの様子がちょっとおかし

い。どうやら、このロシア人の自慢話が気に入らない様子。｢ロシア人はウォッカをの

みながらエベレストに登るそうだが本当か？（原文フランス語）｣｢今日は持ってきて

いるか？もうのんだか？ 山頂でのもう｣など、皮肉を言っている。ロシア人は笑いな

がら応酬している。 

のどが乾いたので、水 300mlを一気にのみチョコレート・パンを食べて出発。すぐ

に岩のほとんどが凍っている部分が出てきた。シモンはアイゼンをつけないまま、上

手に、凍っていない部分を見つけてこれを抜けた。私も続くがすぐに行き詰まり、ク

ライムダウン。シモンの指示は｢Jump｣。30cm程度だが、足を滑らせたら確実におち

る。シモンはセルフビレーも取っていない。まあ、ガイドがいるからいいかと意を決

して飛び、無事着地した。ちょっと怖かった。4100ｍでアイゼンを装着。グングンと

ばし、セルゲイを追い越す。全く高度障害はなく、息苦しさもポリュクスののぼりに

比べると軽い。マラソンの最後５Km 程度のきつさ。脈拍 150 台か。頭上に覆い被さ

るようにキリスト（？）の像が見える。たぶんあれが山頂だろうと決めてガンバル。

シモンも私のスピードが落ちると｢ガンバ｣と声をかけ、私が立ち止まると｢Don’t stop! 

Keep movin’｣と声が降って来る。景色なんて全くみる暇もなくキリスト像に到着。目

の前には緩やかな雪の斜面しかない。 

 

登頂。360 度さえぎるものなくよく見える。雪をかぶったやまやま、大きくうねり

流れる氷河。セルゲイ達も到着し Congratulationと叫びあう。記念撮影をしてすぐ下

山。くだりは、胸を岩側に向けてクライムダウンをしようとしたら、それはするなと

いわれた。あくまで、岩にお尻を向けて、かかとのツアッケを引っ掛けてくだらない
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といけないようで、それが困難なところは、他力懸垂で下る。私が先にくだり、確保

ポイントにザイルを巻くと、シモンがクライムダウンしてくる。私は結ぶのではなく、

巻くだけ。私が落ちたら、クライムダウン中のシモンが（魔法のように）ザイルをひ

いて、止めてくれる（だろう）。もしシモンがクライムダウン中に落ちたら、ザイルと

支点との摩擦で動的制動がかかるはずだ。おそらく私は支点に激突するだろうが、一

応止まるだろう。こんな不安定なロープワークがゆるされるのは、さすがアルプスガ

イドだけだ。途中で、ガイド登山の面々と次々にであう。ガイドレスはなかなか登っ

て来ない。 

ソルベイ小屋に着くと、ザイルをつけた 2 人の男が暗い表情でお茶を飲んでいる。

おそらく登頂は諦めたのだろう。そのあとのくだりも気が抜けない。温度は上がり汗

は流れ落ち、サングラスを曇らせる。あいかわらず、他力懸垂と岩にお尻を向けての

クライムダウンの連続。私のあたまがだんだん朦朧としてきたのがわかったのか、

｢right left up down! Concentration｣と注意・指示される。途中 1回、致命的なスリッ

プをしてしまったが、シモンがかんたんに止めてくれた。膝は笑い出し、意識は朦朧。

パワージェルをもってこなかったことも悔やまれる。ヘルンリ小屋が見えてからも長

い。最後の垂壁を降りて、20m くらい上りなおしてヘルンリ小屋の裏山立った。そこ

でシモンが｢Congratulation ! Look back ! ｣と叫んだ。振り返ると、圧倒的に切り立ち、

平らなところなど全くないヘルンリ稜が山頂までわれわれに覆い被さるように延びて

いた。そこを下山者が七転八倒しながら下りてくる。｢Congratulation ! You’re a strong 

man. All climbers are behind you !｣と最大級の賛辞をもらった。 

ヘルンリ小屋でデポした荷物をパッキングしなおし、ピオレの長尾さんの下山を待

ちともに祝ってからシュワルツゼーに向けて下山した。 

 

3333    Technical ReportTechnical ReportTechnical ReportTechnical Report    
a) トレーニング 

体力的に要求されるのは、宝満山表登山道を 3 往復する程度です。岩の技術は、沢

登り程度です。3級の岩場を普通に登れれば良いでしょう。それにガイドと阿吽の呼吸

を得るために、コンティとはどんなものか、何をすればいいのかをわかっていること

が必要でしょう。 

b) 装備 

ヘルメット、ハーネス、（濃すぎない曇らない）サングラス、アイゼン（12 本爪が

必要でした）、ヘッドランプ、足首の曲がり易い岩登りができる靴、日焼け止め、水筒

（1.5-2L）。 

雪や天候により、防寒着、手袋、ストック、ピッケルなどは必要度が変わるようで



 -44- 

す。 

c) アルパインセンター 

出発前、できるだけ早く、アルパインセンターとメールでやり取りしておくべきで

しょう。雪の具合、ガイドの助言などが国内にいて受けられます。また、現地につい

ても、なにはともあれアルパインセンターに行き、山の状態などを確認し、助言を受

けましょう。今回、私も、天候を考え、ポリュクスを 1 日早め、マッターホルンが駄

目なら、デュルフォスピッツエ（4634m）に変更できる様に準備していた。 

マッターホルンに登るにはテスト山行に参加することが必要ですが、選ぶというよ

り、アルパインセンターが勝手に決めてしまいます。ブライトホルンハーフトラバー

ス（雪のみ）ポリュクス（雪と岩）のどちらかでしょう。いずれにしても、きついと

か、ゆっくり歩いてくれとか、もう歩けないなどといったらだめ。最後まで笑顔で｢Are 

you fine ?｣と尋ねられたら｢Why not?｣と答えよう。 

ｄ) Medication 

高度順応は、絶対必要です。テスト山行で 1回は 4000mを越えますが、あと 1回は

3000を越えられればいいでしょう。数日ツェルマットにいて、食欲低下、疲労蓄積が

あるなら、Visp（800ｍ）まで一度降りるとすっきりします。 

高度障害予防薬のダイアモックスは、今回は朝 夕に１T づつ服用しました。眠気

も倦怠感もなく、夜間の頻尿もなく、快適でした。高度障害は全く感じず、下山後も

手足のむくみも見られませんでした。 

e) ガイドレス 

ガイド登山は、安全に早く山頂に立ち、もどるということを目的としているので、

自分なりに切り拓くという登山の楽しみをスポイルしていることは否めない。ガイド

レスとなると、確保にかかる手間、ルートファインでリングなどを考え 10時間程度は

覚悟しなければならないだろう。そうなると、高度障害につかまる可能性が高くなり、

また、日中の紫外線での消耗も大きくなるだろう。そうすると、ソルベイヒュッテで

のビバーグも準備しとかなければならず、ガイド登山より格段に困難となることが予

想される。 


