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モンブラン～一皮むけた夏～ 

【報 告 者】T 中 Dr，A 坂 
【日   時】2011 年 8 月 21 日     【天 候】快晴 
【参 加 者】T 中 Dr，A 坂 
 
≪コースタイム≫ 

1 日目：ケーブルカー駅 16：00 発 ⇒Aiguille du Midi 展望台 16：40 発 ⇒コスミック

小屋 17：30（宿泊） 

2 日目：コスミック小屋 1：40 発 ⇒Mont Blanc du Tacul の肩 3：30 ⇒Mont Maudit

の肩5：00 ⇒モンブラン山頂6：40 ⇒Mont Blanc du Taculの肩10：00 ⇒Mont Blanc 

du Tacul（A 坂のみ）10：29 ⇒Col du Midi 11：20 ⇒Aiguille du Midi 展望台 12：40 

 

≪ 報    告 ≫ 

⑴ 準備編 今後モンブランに行かれる方の参考のために，モンブランに辿り着くまで

のいくつかのポイントを，以下に記しておく。まずは宿などの手配手法，およびガイ

ドの有無について。 

 例年，8月中旬はもっとも登りやすいシーズンであり，かつヨーロッパのバカンス・

シーズンにもあたるので，山小屋の予約は早期に行う必要がある。加えて，今期はも

っとも著名なグーテ小屋が改装中であり，余り収容スペースがないとのこと。山小屋

予約サイト等からアクセスを試みるも埒が明かない。仕方なく APJ という現地の旅行

手配会社（日本人経営）に予約を依頼し，引き受けて頂いたが，山小屋のみの予約であ

る趣旨が伝わったとたん，音信が不通になる。その後の進捗状況を尋ねるメールにも

返信すらない。各種調査した上，信頼できる代理店を通すのがベストであるとの結論

に至り，今回はアトラストレックにガイドレス・フリープランの手配を依頼すること

にした。その後の対応は満足のいくものであった。ご参考までに。 

第二にガイドの有無であるが，この時期のモンブランはＧＷの北アルプスのような

天候であり，三山越えルートも長い上り坂であるだけなので，ガイドは不要であると

思われる。ガイドをつける場合，事前準備も含めて三日間ガイドと行動を共にしなく

てはならない上に，自分のペースで歩けず却って疲労した，との感想が目立つなど1，

その得失を見極めて依頼した方が良いと思われる。ただし，ガイド(協会)を通した方

が，小屋の予約などもスムーズにいき，値段もパックで安くなるので，総合金額にお

                                                   
1 コスミック小屋の朝食で相席になった日本人の感想。清水竜基『はじめてのモンブラン』

（夢工房，2004 年）も参照。 

http://www.atlastrek.co.jp/blog/index.php/item/772
http://www.apjapon.biz/
http://www.atlastrek.co.jp/
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いてはガイドレス・自主手配の場合と，殆ど差が出ない模様である。 

登頂コースの設定や，その他装備の確認，注意点の指摘,予約方法の詳細については，

Petzl から出ている François Damilano, Mont Blanc 4810m, 5 Routes to the Summit, 2nd ed., 

2010 が秀逸である。英語さえ読めるなら，この書を熟読すれば大抵のことは判明する

だろう。その他，Jean-Louis Laroche and Florence Lelong, The Mont Blanc Range, Classic 

Snow, Ice and Mixed Climbs, 2006 も参考になる。 

ルートについては，グーテ小屋

の改修があることを踏まえ，長距

離ではあるが三山越えルートを

選択した。Aiguille du Midi 展望台

からコスミック小屋(宿泊)，Mont 

Blanc du Tacul（4120m）, Mont 

Maudit（4345m）を経て，モンブ

ランに登頂し，そのままピストン

するルートである。ただし，モン

ブラン本峰以外の 4000ｍ峰の山

頂は，ルートから外れて寄り道を

する必要がある。前者が 1時間弱，

後者が 2 時間弱というところだ

ろうか。ガイドブックによれば，

コスミック小屋を出発して帰り

のロープウェーまで，13 時間が

標準行動時間である。朝一番のケ

ーブルカーで上がって来ても日

帰りは可能だが，ロープウェーの

時間に追われるほか，やはり体力

的に厳しくなることは覚悟しなくてはならない。加えて，日中の日差しで溶けた雪は

歩きにくい。コスミック小屋を午前 1時～2時に出発するのがベストだろう。なお，モ

ンブラン頂上からグーテ小屋コースを降りても良い。いずれのコースによるにせよ，

アイゼンをはいて，雪上を 10時間歩行する能力が要求される(九州であれば，宝満若杉

往復程度，あるいは，祖母傾を，前障子から九折の小屋まで一気に歩く程度)。事前のア

イゼン歩荷トレーニングが有効であると思われる。 

準備編の最後に，ジュネーヴ空港からシャモニへの行き方について。フライトの関

係で，シャモニ行きのバスが出てしまってからの到着になった。この場合シャモニま
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でタクシーを利用することになるが，空港の案内カウンターで聞いたところ，大体 30

€とのこと(これは 1 人 30€という趣旨であることが後に判明する)。しかしお約束のぼっ

たくりタクシーに引っかかり，4 人で合計 400€巻き上げられた。事前の値段交渉をき

ちんとするか，日本から予約していくのが良いだろう。この反省を生かし，帰りは

Mountain Drop Offs という乗り合いバス会社に予約を入れて，一人 30€（4人で 120€）

で済ませることが出来た。ネットで同社の HPを確認すると更に安く 27.50€で予約を入

れられる模様。ご参考までに2。 

 

⑵ 装備編 この時期の三山越えルートで必要となる装備は，ヘルメット，抗紫外線ウ

ェア(日除け帽子／サングラス／日焼け止め)，レインウェア，手袋，ハーネス，12 本爪

アイゼン，ヘッドランプ，アイスピッケル，アイスハンマー(パーティに 1本)，アイス

ピトン(2)である(⑶・⑷も参照)。今回は後三者を持参せず，氷壁で若干苦労すること

となった。 

なお，Mon Modit のコルより上は風が強い可能性が高い。ここを夜明けの冷え込んだ

時間帯に登攀することになるので，悪天候の場合，又は寒さに弱い場合には，防寒着，

耳を覆う帽子，バラクラバ(目出帽)なども必要となるかもしれない。8月中旬の快晴・

無風のコンディションであった今回は，インナーＴシャツ，ソフトシェルの上に，必

要に応じて雨具を着用した。下半身はズボンのみ(1 名は夏用，他方は冬用)で，アンダ

ータイツは着用しなかった(ただし，夏用ズボンを着用した 1 名は，必要に応じて雨具を

着用した)。また，1 名はインナー手袋＆冬用手袋，もう 1 名は薄手の冬用手袋を着用

したが，天候(とくに風)によっては冷え込むため，インナー手袋を持参した方が良いと

思われる。 

また下山時には，強い紫外線への対処が必要である。大きな帽子――顔を日差しか

ら守れるサイズのもの――，サングラス，および高機能の日焼け止めを持参したい。 

 

⑶ 高度順応＆前泊 到着翌日に Mont Blanc du Tacul の肩（上の写真で，下からの線が一

旦途切れるところ。そこから左に行けば Tacul 山頂）まで上がる(高度順応のため 1 回は

4000m を越える必要があるが，今回のように Aiguille du Midi から Tacul の肩まで行き，近

辺を逍遥すれば充分。心配ならミディ近くの雪原をもういちど歩き回れば OK)。長距離移

動の疲れと高山の影響とで，この登りに 3 時間以上もかかり，疲労感を覚えた。人並

み以上の体力はあると思うのだが…。しかし初日の無理は禁物。そのまま引きかえし，

コスミック山稜に少し触って，コスミック小屋に宿泊した。コスミック山稜登攀中に

                                                   
2 http://homepage3.nifty.com/chamonix-guide/townguide.html も参照。 

http://www.mountaindropoffs.com/
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は少しだけ頭痛を覚えたが，いつの間にか直っていた。翌日は下界でゆっくり休み，

体調を整える(シャモニーは2000m 未満なので，同所に下るだけで充分に休息できる)。山

岳博物館などをウロウロ。さらに次の日の午前中にはパラグライダーで高度順応（？）

をし，天気が一番良い翌日未明からのアタックの方針を確認して，夕方からコスミッ

ク小屋に上がった。 

 ちなみに，高度障害予防薬のダイアモックスを，高度順応日の朝 1 錠，登頂前日の

夕方および登頂当日の早朝にも 1 錠ずつ服用した。高度障害は全く感じられず，下山

後も手足のむくみ等は見られなかった。 

 なお一つ注意点。ガイド組合の事務所では，天気予報やコース情報などは(スタッフ

に質問しない限り)得られない。ただし，天気予報については，ツーリスト・インフォ

メーション・センターに数日間の天気予報，および翌日の高所の天気予報が，電子掲

示板に表示されているので参考になるだろう。 

 もう一点。コスミック小屋の夕食はどんぶりに入ったスープから始まるコースメニ

ューで，非常に大量に出てくる上に3，美味しくもない。残したままの皿の返却も認め

られないので，必要な食事は持ってあがる方が快適に過ごせるだろう。下界に美味し

いサンドイッチ屋さんがあり，肉・チーズ・トマトなどをサンドしてカリッと焼いた

バーガーの如きものを販売しているのが好感触で，本番はこれを持って上った。なお，

水は行き返りに 2 リットル必要。それ以外の食事用も含めて，3 リットル持って上るの

が無難だ。小屋でも買えるが，値段は下界の 5 倍以上する。 

 

⑷ アタック これ以上ない快晴・無風のモンブラン。今日登れなければ一生登れない

だろう。1：30，準備を整えて出発。先行パーティは 10 組ほど。一面の雪と月明りで，

ヘッ電がなくても歩けそう。列になったライトがホタルの如くに幻想的である。 

 初日に苦労した Tacul の肩まで 2 時間。階段上の急登が続くが，技術的に困難な個所

は一つもない。一たん大きく降りて，Maudit のコルまで降りる。快適な平原歩きとい

う感じ。体力面を除けば，唯一の核心と言えるのが，Mont Maudit の肩に登り上る 50

ｍの氷壁だろう。上半部の 15ｍ程度は傾斜がやや緩やかになり，確保無しでも大きな

不安はないが(ただし滑ったら遥か下まで垂直に近い壁を転がり落ちることになる)，下半

分の 35ｍは何らかの確保がほしいところ。周囲のパーティの多くはガイド登山で，ガ

イドが上まで登ってスタンディング・アックス・ビレイで確保していた。中途でアイ

スピトンを打っているパーティもいるが，非常に遅い。渋滞で体が冷えてくる。 

                                                   
3 下界のレストランやブラッスリーでも大量に出てくるので，二人で一皿たのむイメージ

が良いだろう。ディッシュについてくる大量のフライド・ポテトも，戦闘意欲を喪失させ

るに十分な量だ。 
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なお，今回はアイスピトン等を所持していなかった。本来であれば，下半 35m にア

イスピトンを 2 本打ち，中間のインゼルで 1 回ピッチを切り，上半は一気に登るのが

良いと思われる。下りは，上半は，懸垂の支点がないので，スタンディングアクスビ

レーとクライムダウン，下半は，岩角を利用すれば容易に懸垂下降ができる。いずれ

にせよ，氷壁を恐れない心理的な強さが，最低限求められる。 

1時間弱を氷壁で費やしてMont Mauditの肩に出る。ここから一旦大きく下った後に，

最後の単調な登りが延々と続く。6：30，頂上直下で日の出を迎え，6：40 登頂。 

ガイドブックのコースタ

イムは 8時間。実際には 5時

間であった。ガイドブックは

Mont Maudit の肩の氷壁と，

最後の頂上直下の登りの時

間とを，随分多めに見積もっ

てある。危険度と疲労度を勘

案したものだろう。 

山頂は比較的平坦で，多く

のパーティが最高の天気に

恵まれたことを喜んでいた。

遮蔽物がないモンブラン，一旦天気が崩れれば，風雨の強さは非常に厳しいものとな

るだろう(実際翌日に天気が崩れたときは，夜中まで救助ヘリが飛びまわっていた)。登頂

確率 2～3割の大半が天気要因によるものなので，順応期間も含めて，最低 1週間は見

ておきたいところである。 

折角なので，ゆっくり写真を撮る Dr を残して，ひとり Mont Blanc du Tacul に向う。

自分のペースで歩けるので非常に快適。30 分もしないうちに頂上に着いた。最後は若

干のクライミングがあるが，ここに来る人であれば特に問題ないであろう。Tacul 山頂

から見る Mont Maudit と Mont Blanc は，折りからの強い日差しに一層輝いていた。 

コスミック小屋と展望台の中間付近で Dr に追いつき，一緒に展望台へ。展望台では

九州の山岳会関係者との思わぬ邂逅もあり，登頂の余韻に浸ることができた。次の目

標は，4000ｍ以下なのであまり注目されないが，Algentiere のロープウェーから目の前

に広がったシャルドネ針峰群だ。剣岳を極悪にした感じ。Au Revoir ! 
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 【Mont Blanc du Tacul の山頂からみた Mont Blanc：A坂撮影】 

 

 追記：翌日，ベッドから起き上がると，なにやらモシャモシャしたものが。よく見

ると，首の後ろからペロッとめくれた己の皮じゃないか。男 35 歳，一皮むけました。 

 

【使用前】                【使用後】 

 


