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Monte Cristalino(3036), Cinque Torri 

【報 告 者】ドクター 

【日   時】2012 年 10 月 19-20 日       【天 候】晴れ 

【参 加 者】ドクター(ガイド登山) 

 

≪コースタイム≫ 

18日 Bozen ----Canazei ---- Cortina d‘Ampezzo 

19日 Cortina d’Ampezzo(9:00)-Cinque Torri(9:30-13:00)- Cortina (14:00) 

20日 Cortina(9:00) – Monte Cristalino(10:15)- Mislina-Cortina(16:00) 

 

≪ 報    告 ≫ 

ドロミテ（Dolomiti）は、イタ

リア北東部にある山地で、東アルプ

ス山脈の一部である。全山石灰岩か

らできており、鋭角にそびえる岩峰

が多くみられる。最高峰はマルモラ

ーダ（3343m）で、ドロミテ山塊全

体が、ユネスコの世界遺産（自然遺

産）に登録されている。 

ドロミテには、多くのハイキン

グコースがあり、岩には数えきれな

いほどのルートが開かれている。ま

た、ドロミテに特有のものとして、

via Ferrata と呼ばれるルートがあ

る。これは、急な岩場にははしごを

かけ、危険なナイフリッジやトラバ

ースなどには、ワイヤーを併置し、

カラビナをワイヤーに通して安全

を図った道であり、クライミングと

ハイキングの中間のようなルート

である。この via Ferrata は、ドロミテのあちこちに 20 コース程度あるようだ。 

   

9 月 18 日  ドロミテ街道 
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ボルツァーノ ― カナツェイ ― ポルドイ峠 ― コルチナ 

  ボルツァーノ Bolzano（ドイツ語名 Bozen）は、現在はイタリア領だが、1945 年

までオーストリア領で、南チロルの中心都市である。住民の約 70％がドイツ語を話す

こともあり、街の表記もイタリア語とドイツ語の併記が見られる。ボルツァーノの町

の中央から、すでに東に鋭いドロミテ山塊の岩峰が見える。 

  ボルツァーノから、少し北に走り、緑のブドウ畑や、草原、尖塔をもつ教会を中

心として、赤い屋根が集まった集落など、美しいチロルの風景の中、高速道路から外

れて、大きな谷にはいると、もうドロミテ街道である。しばらくワインディングロー

ドを走ると、左右に岩壁が現れてきた。森林限界を抜けると、どこもかしこも岩壁で

ある。クライマーではなくても興奮してくるのがわかる。 

  ポルドイ峠ら、ケーブルカーに乗り、3000m を越えた。昨日降ったという雪が残

っており、クライミングはかなり厳しそうだ。遠くに最高峰のマルモラーダも見えた。 

  Cortina d‘Ampezzo は、1956 年この町の

周辺で冬季オリンピックが開催され、日本が

初めて冬季オリンピックにおけるメダルを獲

得したことで有名。夕方からメインストリー

トの端にある、Dolomiti skirock の事務所で

ガイドの Mario と打ち合わせをした。Mario

は、壁の大きなモニターにコースの写真を見

せながら、ルートの場所、核心部、難易度な

どを説明してゆくので、ルートの雰囲気がよ

くつかめた。Via Ferrata については、わたし

の家族は、クライミングどころか、登山の経

験もあまりもっていないので心配したが、

Mario は no problem を連発するばかり。で

も、写真で見て、超絶な吊橋のある Marino 

Vianchi に決定した。天候と気温をネットで

確認し、19 日は、クライミング、20 日は via 

Ferrata にいくことになり、クライミングガ

イドのパウロと顔合わせをした。 

 

9 月 19 日  Cinque Torri 
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  朝 9 時、パウロがホテルに迎え

にきた。天候は比較的よいが、少

し寒い。パウロは、今日は、温度

が低く、午後から北風が強くなる

ので、3000m 近い岩場はやめて、

標高が低く、南向きで日当たりの

よい、Cinque Torri にいくことに

したと告げた。ホテルから車で約

30 分、林道のような狭い道に入り、

また 20 分前後走ると急に空が開

け、岩の塔がそびていた。パウロ

は掌を広げ、指を立てて、

Cinque(５つの) Torri(塔)と示し

た。私が登るルートは、その親指

の塔の一番外側のルートである。

どの壁もほぼ垂直の壁であり、リ

ッジもルンゼもない。石灰岩なの

で、手がかり豊富だし、石が欠け

ることもないので、快適に登れる。

途中 4+のハングの乗り越しがあ

るが、ちょっと懸垂したあと、片

手片足でバランスをとれば容

易にクリアできた。もう 1 箇

所の小さいハングも同じよう

に越えて、4 ピッチ約 1 時間半

で終了。山頂からの眺めはす

ばらしいが、クライミング自

体は物足りないという感じ。 
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  下山は、親指と人指指の間のコルまで懸垂下降し、そこから、懸垂とクライムダ

ウンでおりた。クライムダウンのルートでは、鉄パイプが岩に埋められており、手が

かり足がかりとされていた。安全だが、ちょっと残念な感じだ。私が物足りなさそう

な顔をしているのでパウロも申し訳ないと思ったのか、基部から練習コースを登るこ

とにした。今度は、ちょっと手ごわく、小ハングでは、テンションをかけてしまった。

もう 1 本は、途中腕がバンプしてしまい。再びテンション。もう満足した。 

  クライミングの後は、リフュージ（山小屋）のテラスに座り、登った岩や遠くの

うすく雪がつもった岩峰を見

ながら、カプチーノをのんだ。

時間も早いせいか、ワインを

飲んでいる人はだれもいなか

った。ヨーロッパアルプスの

贅沢なところは、この山小屋

のテラスだ。絶景を見ながら、

コーヒーや、クッキー、ワイ

ンを楽しめる。これで山小屋

が経営的になりたつことから

も、成熟した登山文化だと感

心する。 

 

9 月 20 日  via Ferrata(Marino Vianchi) 

Dolomite 一帯は、19 世紀末のイタリア統一の時代から、オーストリアとの争奪の

地である。オーストリア軍、イタリア軍ともにこの Dolomite の地形を堅固な自然の要

塞として利用し、稜線上に、トーチカや、監視所を作り、それに行き来するための岩

峰上に道を作った。もちろん、銃

や爆薬を運ぶ必要があり、また、

有事の際には多くの兵士を短時間

で安全に移動させるため、道は、

手すり、鉄梯子、鉄の手がかり、

足がかり、つり橋などを使って作

った。これが via Ferrata の始ま

りであり、戦争なき現在は、

Dolomite の特徴的な観光資源と

なっている。 
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 Marino Vianchi は、ケーブ

ルカーの終点から、名峰クリスタッ

ロの主稜線上の尖峰クリスタリー

ノまでの稜線上の散歩道である。ケ

ーブルカーをおりると、すでに

3000mを越えており、気温は2度。

じっとしているとさすがに寒い。ケ

ーブルカー駅を降りて、ハーネスを

つけ、ヘルメットをかぶると、

Mario がザイルを出し、ひとりづつ

ハーネスの安全環付カラビナにザ

イルを結ばず通して行った。最初の鉄梯子でワイヤーにカラビナをかけかえて進む練

習をしたのち出発。まず、鉄梯子をのぼるといきなり岩をくりぬいたトーチカに出た。

そこの壁に穿たれた大きな穴からオーストリアの山々を見た後、緩やかにくだり、超

絶つり橋を渡る。写真で見ると小槍から槍ヶ岳まで、つり橋をかけたように見えるが、

がっちりと固定されており、数人がいっぺんにわたってもあまりゆれもしない。ちょ

っと拍子抜けした。そのあとも、雪まじりのナイフリッジを抜けてゆくが、完全に安

全であり、いざとなればワイヤーを握って登れるので、ハイカーにとっては、十分な

スリルがあるが、アルパインを経験したものにとっては、いささか物足りない。 

1 時間半程度でクリスタリーノの基部に着いた。そこからクリスタリーノの頂まで、

5m 程度は、ワイヤーはあるが、梯子がなく、2 級程度のクライミングとなっていた。

山頂からは、クリスタッロ、マルモラーダ、オーストリアの山々など、すばらしい眺

めを存分に楽しめた。 

帰りのリフトの上で、Mario が、クリフハンガーという映画のロケがここで行われ、

クライミング中の主人公を、雪崩

が襲うシーンはここで撮られたと、

岩壁のひとつを指差して説明して

くれた。そして、自分の名前がエ

ンドロールに出てくること、映画

のシーンは、CG effectのため、実

物とはまったく異なっていたこと

などを話していた。後で聞いたは

なしでは、Mario の父親はこの山

で遭難死しており、Mario は、
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8000m 峰を数座登頂しているそうだ。 

 

 

《Technical Report》 

a) トレーニング 

Dolomite は、9 月までは、雪はないかあってもわずかである。マルモラーダは氷河

を持っているが、スイスアルプスに比べると標高も低く、氷河も小さい。したがって、

氷雪技術はほとんど必要ない。通常の岩場をふくむ登山のトレーニングで十分である。    

b) 現地情報  

Dolomite のハイキング地図、およびルート集は、イタリア語かドイツ語でかかれて

いるものしか見つけられなかった。事前に調査をするなら、Amazon で、ドイツ語か

イタリア語クライミングルートガイドを買って調べる必要がある。 

現地に行っても、ハイキングおよびクライミングのガイドブックは簡単に手に入る。

Cortina の町の中心にある La cooperativa という生協（小さいイオンみたいなもの）

には、食料、ガイドブック、クライミング用品までそろっているので、そこで調達で

きる。 

Cortina へ入るには、バスもあるようだが、クライミングエリア、ハイキングエリア

へのアプローチもあり、レンタカーがベスト。空港近くのレンタカーオフィスで、オ

ートマ、ナビ付を日本から予約しておく必要がある。街中のオフィスでは、ミッショ

ン・ナビなしが普通であり、車種はほとんど選べない。私は事前に予約は入れたが、

ミッション、ナビなししか予約ができず、レンタカーの運転が、今回の旅行の核心部

となってしまった。 

メジャーな岩場へ行く道は、道路地図とハイキングマップ、クライミングのガイド

ブックがあれば、容易にみつけることができる。Via Ferrata の Long route などのよ

うに、登山口と下山の場所が離れている場合は、下山口にある山小屋から、ハイヤー

を呼ぶらしい（ガイドはそう言っていたが、どこにハイヤーがいるのだろう）。また、

4 駈のトランスポーテーションサービスがあり、それで運んでもらい、歩いて、Cortina

にもどるというコースもあるようだ。 

岩場は、ビレーポイントは、しっかりした支点が作られているが、ランニングビレ

ーは、ほとんどチョックストーンか、カムを使用した。 

 

c) クライミングガイド  

今回は、クライミングガイドを、Cortina d’Ampezzo にある Dolomiti skirock
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（http://www.dolomitiskirock.com/Eng/Estive/ferrate.php）にお願いした。すべての

交渉は、英語で可能である。ガイド料金は、ルートによって、多少違うが 270～350

ユーロ（35000 円～45000 円）、via Ferrata は、290 ユーロ（37000 円）程度であっ

た（シーズンオフのため 15％の割引だそうだ）。イタリア人気質か、事前打ち合わせ

は、かなり大雑把であり、現地で再度調整が必要である。驚いたことに、契約書にサ

インすることもなく、なによりも、私の名前も住所も聞かれなかった。したがって、

事故保険などもないと思われる。 

Dolomite 各所にたくさんのハイキングコースが設置されている。道標も統一された

形式ででており、ハイキングマップがあれば、迷わず歩けると思う。 

Dolomite の魅力は、なによりも、まったく草も生えていないすっきりした、かつ落

石のほとんどない岩壁である。クライミングに自信があるなら、標高差 1000m を越え

る登攀も夢ではない。ガイドを依頼するなら、私程度の力量でも、すばらしい眺めを

楽しみながら、爽快なショートルートクライミングも体験できる。 

 

《 反 省 》 

今回は、去年がハードであったこと、骨折後 1 年であることを考え、歩行、クライ

ミングともに、実に奥ゆかしい計画としたため、食い足らないところがあった。 

《 総 括 》 

Dolomite には、スイスアルプスのような、神々しいまでの景色がないので、アルプ

ス初心者には勧めら

れない。しかし、ス

イスアルプスが積雪

する時期までハイキ

ング、クライミング

が楽しめ、アプロー

チも容易であること。

そして、下山すれば、

おいしい食べ物、ワ

インが、安いお金で

手に入ることが、ア

ドバンテージである。 


