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スイスへいってきたよ
︵その ︶

一つの間違いで︑予定を大幅変更
ゴルナグラートの展望台︵三〇八九メート
ル︶からツェルマット︵一六二〇メートル︶
までは︑距離は少し長いが︑その行程のほと
んどが下り坂なので︑アルプに咲く花や周り
の山の景色をたのしみながらのんびり歩くつ
もりだ︒このコースの途中を区切ってハイキ
ングするツアーが多いようで︑コースには日
本人客があふれていた︒
コースのポイントの一つは︑リッフェルゼー
という小さな湖に映る逆さマッターホルの
姿だ︒観光客が︑ここでその逆さマッターホ
ルンをカメラに収めようと群がっていた︒ぼ
くもその中の一人だ︒だが︑残念なことに湖
面は少し小波があり︑マッターホルンがはっ
きりとは映らない︒それに︑マッターホルン
自身も雲がかかって︑その雲がなかなか消え
ないのでその全容を見ることができない︒
先を急ぐ必要がないので︑しばらくとどまっ
てマッターホルンの雲がとれるのを待ってみ
たが︑状況はあまり変わらない︒あきらめて
ハイキングコースに戻ろうと思った︒
ハイキングのトレールは湖の右側について
いる︒そこをツアー客がぞろぞろ歩いてゆく︒
しかし︑先ほどからツアー客の何組かは左側
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の高台から降りてくるので︑たぶんこちらに
もハイキングのルートがあるのだろう︒そち
らは高い岩山の裾を回り込んでいるようだ︒
ここでいつもの悪い癖が出て︑余り人が行か
ない方を選んでしまったのだ︒
高台に上り詰めてみると︑そこはゴルナー
グラート氷河を見下ろせる展望台になってい
た︒ここでぼくは大きな間違いを犯してしまっ
たのだ︒
道はこの氷河を見るためにつけられたもの
で︑そこから先に進むハイキングコースらし
きものはなかったのである︒あるのは岩の斜
面をたどっている細い踏み後だけだった︒だ
が︑ぼくは気軽に細い道に踏み込んでいった
展望台から見たゴルナグラート氷河 の だ ︒ こ の
コースはずー
の上部︒
と ︑左下 に
氷 河を見 な
が ら進め る
特 別なコ ー
ス だと思 っ
たのである︒
これが 正
式 なルー ト
で ないこ と
は ︑後で 考
え てみれ ば
間 違いよ う
が ないこ と
だ ったの で

ある︒
だいたい︑スイスのハイキングコースには
誰にでもわかる黄色い︑大きな標識が要所ご
とに立てられているのだ︒これに従っていれ
ば問題など起こりようがないのだ︒
岩の間の細い道に踏み込んですぐに小さな
手作りの標識があったが︑あいにくそれは文
字がかすんでいて︑しかもドイツ語だったので
読むこともできなかった︒これをあまり気に
もせず︑先へ進んでしまった︒
これが大きな判断ミスだったのである︒道
はさらに細くなっていく︒さすがに﹁これは？﹂
と︑疑問に感じ始めたとき︑悪いことに一〇
〇メートル先を先行する二人の姿が見えてき
たのだ︒
ぼくは彼らに近づこうと斜め下にトラバー
スを開始した︒五〇メートルほどに近づいた
とき︑彼らは歩いているのではなく︑何かを
準備しているようだった︒よく見ると︑この
岩山の壁をロッククライミングするために支
度をしていることがわかった︒ここで初めて
理解できたのである︒このトレールは︑ハイ
キングのためでなく︑ロッククライミングを
する人たちのための特別な道だったのだ︒
気づいたところで︑後の祭りである︒自分
の於かれている状況はと言えば︑角度のあり︑
かなり高度がある岩の斜面に立っているのだ︒
この岩の斜面は草木一本見あたらず︑下には
ゴルナグラート氷河が横たわるだけだ︒
ここで自分の於かれている状況がさらに悪

平成25年（2013年7月号 No.270

いことを認識した︒自分がたどってきたはず
の道が何処にもないのだった︒ぼくはトレー
ルを見失ってしまったのだ︒これを見つけ出
さないことには︑元に戻れない︒
斜めに下ってきたのだから斜め上に戻れば
見つけられるだろうと︑斜めに登ってみたが
道は見つからなくて︑垂直に近い壁に行きつ
いてしまった︒付近を登ったり下りたりして
探したが︑どうしてもたどってきたトレール
を見つけることができない︒道さえ見つかれ
ば︑なんら問題もなく一〇分で展望台に戻れ
るのだ︒
だが︑道
左のとがった岩山の側面で悪戦苦闘を は見つから
強いられた︒手前の草付きに戻ってよ
ない︒こう
うやくホットして︑写真を撮る気分的
なれば悔や
余裕も生まれた︒
んでも仕方
がない ︑覚
悟を決めて︑
自分が 歩け
るルー トを
探しな がら
戻るし かな
い︒岩 場を
登った り下
りたりして︑
少しで も安
全なル ート
をさが しな
がらの 悪戦

苦闘が始まった︒
こういう時には焦りは禁物だ︒昔の渓流釣
りでは︑こんなことは日常茶飯事だったこと
を思い出して︑落ち着くことにした︒上がだ
めなら下︑下がだめなら上というように落ち
着いて探せばルートは見つかるものだ︒
すると︑岩が水で濡れたところに行き当たっ
た︒一見楽に越えられそうだが︑こういうと
ころが落とし穴なのだ︒もし滑って滑落すれ
ば一気に氷河に転落してしまう︒下の方はずっ
と水で濡れているので︑ここは上を通過する
しかない︒岩が濡れていないところまで登っ
ていって︑何とか越えられそうなところを見
つけた︒高度感があったが︑下を見ないこと
にして︑無事通過︒このあとも悪戦苦闘は続
いた︒時には氷河のかなり近くまで下ったり
したのだ︒四十五分ほど悪戦苦闘して岩場の
トラバースをどうにかクリアーし︑草付きの
斜面まできた︒後はこの斜面をトラバースす
るだけだ︒し ばらく行くと︑ はっきりした ト
レールも見つかった︒肝がちじみあがったが︑
やれやれだ︒
ようやく元のリッフェルゼーに戻った︒こ
こで昼飯を食べることにした︒昨夜もツェル
マットの日本食レストランへ行ったのだが︑
食べきれなかった天丼を︑パックしてもらっ
たのをザックに入れてきたので︑これを食べ
た︒天丼を食べたら一気に緊張感が解けたよう
だ︒こういうときは︑米の飯に限るな！
リッフェルゼーには次々とツアー客が訪れてる︒

先ほどより湖に映るマッターホルンの状態が良
チューリッヒの駅でスーツケースを 受け取り︑ 初からそのメモを見せればよかったのだ︒
くなった︒ぼくもこれをパチリ！︵
このとき撮っ ホテルに向かった︒ホテルは最初に泊まったホテ 親父はその﹁ Spiegel Gasse ﹂
︵
シュピーゲル
たのが題字横の逆さマッターホルンだ︶
ルと同じなので︑今度は探し回る必要もなかっ 通り ︶
というのをみせたらすぐパソコンで調べ
この日の失敗が︑ぼくのその後のスケジュール た︒フロントで﹁
予約してあるのですが﹂
というと︑ てくれて︑市内観光パンフレットに行き方と大体
を大幅に変えてしまった︒情けないことに︑ぼく フロントの親父︵
たぶんオーナーだと思う︶
が﹁
オー︑ の場所を記してくれた︒
はこの失敗で登山を﹁
ビッビって﹂しまい︑この翌 ミスターイトウ﹂
と︑向こうからぼくの名前を呼
今朝はまずその場所を訪れてみることにした︒
日予定していた﹁
カストール﹂
も︑グリーデルワル んできたので﹁
イエース﹂
と言って︑ホテル・バウ
パンフレットを見ながらリマト川の右岸沿いに
トで予定していた﹁メンヒ﹂登山もすべて﹁日和っ チャーを示そうとしたら︑﹁
オーケー・
オーケー﹂ 湖の方角に歩き適当なところで路地に入った︒
て﹂
しまったのだ︒
と言って︑バウチャーを見ようともしなかった︒ ぼくはこういう時の感が案外よくて︑露地には
日本に帰ってきて︑冷静にふりかえれば︑予定
部屋の鍵を貰って︑部屋に入るとなんだ！ダ 通りの名前を記したした細長い表示が建物の壁
していた登山はガイドと一緒に登るのだから︑ ブルベッドがあり︑結構広い部屋だった︒最初の などに表示されている︒何回か路地をまがった
道迷いも︑クレパスへ転落する恐れもないのだか 時は︑部屋は狭く︑バスタブもなくシャワーのみ りしていたら﹁ Spiegel Gasse
﹂
という表示を見
ら︑怖がることなど何もなかったのだけどね︒ だったのが︑バスもちゃんとあるじゃないか︒実 つけた︒そこを曲がると道は少し上り坂になって
翌日は︑カストール登山のかわりに︑日本では は最初に泊 まった時︑フロントはアルバイトで︑ いた︒右手に小さな公園があり︑その前の建物
考えていなかった︑ロイカーバートという温泉へ 印象があまりよくなかったので︑今回は少し気 に﹁ ﹂
という表示があり︑二階の壁に﹁
レーニン
出かけたのだった︒
が重かったのである︒今回の部屋を見た途端に の住 まいであったこと﹂
の看 板がかかっていた︒
ツエルマットではハイキングを楽しみ︑七泊した それは解消された︒これで値段は最初のときと ただそれだけで︑２階のその部屋が見学できる
あと︑グリーデルワルトに移動して︑ここでもア 変わらないのだった︒
とかそういうものではなく︑今もアパート︵？︶
イガー北壁の真下をたどるハイキングコースな
として人が住んでいるようだった︒
ど連日ハイキング︵
メンヒ登山も怖気づいて回避︶
︶ さて︑ぼく はチューリッヒで︑どうしても訪れ
﹁
ぼくの立っているこの石畳みの坂道をレーニ
を楽しんだ︒
てみたいところがあった︒それは︑レーニンがクルー ンもクループスカヤと一緒に歩いたのだろうな﹂
プスカヤとチューリッヒに亡命していた時︑住ん と︑勝手に思いをはせるしかなかったのである︒
でいたというアパートを見たいのだ︒
結局︑持参した山道具は
あらかじめネットでその場所を調べてきてい このチューリッヒではほかに行ってみたいところ
一回しか使わなかった
たので︑宿の親父にそれを聞いてみた︒﹁コミュニ がいくつかあったのだが︑なんと今日は日曜日だ
スト・
レーニンの住んでいたところは︑わかるか？﹂ と いうことでそれらは休みだったのである︒一
と︑聞いたのだが︑ぼくの片言英語が悪いのか︑ 番の繁華街だというバーンホフ通りを歩いてみ
親父 がレーニンを知らないのか︑あまり理 解で た︒なるほどきれいな店が並んでいるが︑そのほ
きなかったようだ︒ぼくには後者に思えたが︒ とんどの商店が休みだった︒ 少し歩くと︑ペス
考えてみたら︑住所がわかっているのだから最 タロッチの銅像が建っていた︒ペスタロッチはスイ

七月二十一日︵土︶この日︑いよいよチューリッ
ヒへ戻る日だ︒朝︑グリーデルワルドの駅からファ
ストバゲジでスー ツケースをチューリッヒへ送り
出した後︑ルツェルンへ立ち寄り︑市内を見学し
て︑夕方チューリッヒへ着いた︒
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さて︑この翌日チューリッヒ空港から来た時と
は逆のコースでオランダ経 由で帰国した のであ
るが︑スイスを出国するとき︑何を疑われたの
のか︑徹底的に調べられて︑はだしにさせられて
歩かされるという屈辱を味わったのであるが︑
一年たった今は笑い話として話せる思い出の一
つであるが︑その時は腹が立って﹁﹁
バカヤロウ︑
フザケルナ﹂と日本語で小さな 声で叫んだのだ ペスタロッチの銅像・リンデンホフからリマト川

さて︑今回でこのスイス記は終了︒７月の下旬
スイスを再訪し︑新 しくスイス記の続 きを書き
たいと思います︒拙文にお付き合いいただきあ
りがとうございました︒８月には店もリニューア
ルいたします︒こちらはご期待を！

路地裏の古書店と世界中の紅茶を集めた店のウインドー
残念ながら︑日曜日で閉店だった

ス出身だったことを思いだした︒ここからチュー がもちろん審査官にはつうじなかっただろうが︑
リッヒ美術館へ向かうことにした︒途中一回人に そこでささやかな溜飲を下げたのである︒
尋ねたが案外スムースに美術館い着いた︒
ものすごく広くておおきな美術館だ︒ここは チューリッヒの街角風景
結 構人が多かった︒うろ うろしていた ら︑美術
館の人だろう男性が声をかけてくれた︒﹁この美
術館はとても広くていろいろのものを集めてい
るが何を見たのか﹂と尋ねたので︑おもにバロッ
ク 美 術 から近 代 美 術 を見 た いのだ と いう と︑
﹁じゃーその左側から行ってください﹂と教えて
くれた︒﹁
荷物は地下のロッカーへ預けてくださ
チューリッヒの路地裏や狭い路地こんなところが好き
い﹂ともいい︑さらに﹁
作品の写真は自由に撮って
もかまいません﹂
とも付け加えた︒
ぼく は思うにこの美術 館の人は日 本へ来たこ
とがあるのではないかと思った︒そこで日本の美
術館のほとんどが撮影禁止だということを知っ
ていて︑スイスではそれが自由だと尋ねもしない レーニンの住んでいたアパート・その前の石畳み
のに教えてくれたのだと思った︒もっとこの人に
いろいろ聞いてみたかったのだが︑英語がままな
らないので﹁ありがとうございます﹂と言うにと
どめたのだった︒
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