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ABSTRACT 

This study is to clarify the local history, which is intended to create a document of the cultural heritage of 
the glacier relations. This report is a part of the general academic investigation of the .Cave Environmental 
Net Society about the railroad studies of a glacier and the glacier cave in the Swiss country. Swiss 
Confederation, popular name Switzerland are federal republican form of government nations in Europe. 
Swiss Federal countries, but permanent neutral country, in addition to being a member of the European 

Free Trade Association, the guards of the Vatican City State has served as Swiss mercenaries. Swiss Federal 
countries, located in Germany, France, Italy, Austria, in the inland surrounded by the five countries of 
Liechtenstein. It is located the headquarters of many international organizations in the country. For the 
Swiss Federal of the term, it is the Schweizerische Eidgenossenschaft, Schwiizerischi Eidgnosseschaft, 
Confédération Suisse, Confederazione Svizzera, Confederaziun Svizra, country of Confoederatio Helvetica. 
The official language is German (Swiss German), French, Italian, is the four countries of Romansh. 

Typical tourist destination is as follows.①Zermatt being the Matterhorn, a mountain climbing base of 
monte Rosa.②Saint Moritz, Lucerne, Interlaken are bases to Werner overLunt (Bern Highlands) 
sightseeing, Jungfrau mountain climbing. ➂Village Grindelwald, facing the North Face of the Eiger. A 
climbing base of the Jungfrau. 
Here, the best European plants of glacier cave and the railway and the environment the beginning Luzern 

of Muzekku walls, Mill Bridge, consider the characteristics of the city. 
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1. はじめに 

スイス連邦、通称スイスは、ヨーロッパにある連邦共和制国家である。永世中立国だが、欧州自由貿易連合に加

盟しているほか、バチカン市国の衛兵はスイス傭兵が務めている。スイス連邦国は、ドイツ、フランス、イタリア、オー

ストリア、リヒテンシュタインの 5 か国に囲まれた内陸に位置する。国内には多くの国際機関の本部が置かれている。

首都はベルン市。主要都市は、チューリッヒ、バーゼル、ジュネーヴ、ローザンヌなどである（図 1-1）。 

スイス連邦の用語は、Schweizerische Eidgenossenschaft（ドイツ語）、Schwiizerischi Eidgnosseschaft（スイス

ドイツ語）、Confédération Suisse（フランス語）、Confederazione Svizzera（イタリア語）、Confederaziun Svizra

（ロマンシュ語）、Confoederatio Helvetica（ラテン語）の 6 か国である。

公用語:ドイツ語（スイスドイツ語）,フランス語,イタリア語,ロマンシュ語

の 4 か国である。 

国名は、スイス建国の中心的役割を果たしたシュヴィーツ州に由来する。

“Schwyz”（シュヴィーツ）は、古代ドイツ語で「酪農場」を意味する語である。

日本語表記の「スイス」はフランス語名“Suisse”（スュイス）または英語形容詞

の“swiss”に由来する。 

主要都市として、ベルンはスイスの首都。スイス第 5の人口を誇る。万国郵

便連合（UPU）本部の所在地。旧市街は世界遺産である。チューリッヒは、

スイス最大の都市。スイスの金融センターとして発展。国際サッカー連盟

（FIFA）の本部もある。ジュネーヴは スイス第 2 の都市。国内のフランス語圏最大の都市。WHO世界保健機関 国

連欧州本部をはじめ多数の国際機関の本部がある。ローザンヌは、スイス第 4 の人口を誇る都市で、国際オリンピ

ック委員会（IOC）本部やオリンピック博物館の所在地である。代表的な観光地として、ツェルマットはマッターホル

ン、モンテ・ローザの登山拠点であること。サンモリッツ、ルツェルン、インターラーケンは、ベルナー・オーバーラン

ト（ベルン高地）観光、ユングフラウ登山などへの拠点である。グリンデルワルトは、アイガー北壁に面した村。ユン

グフラウの登山拠点である。ここでは、ヨーロッパ最高所の氷河洞窟と鉄道と環境をはじめ Luzern のムゼック城壁とシ

ュプロイヤー橋、ベルン市やチューリッヒ市について考察する。 

 

２.ヨーロッパ最高所の氷河と環境 

 

図 1-1.スイス連邦国と周辺国 
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２-１.富士山とアルプス山脈の標高を比較 

富士山とアルプス山脈の標高を比較すれば、モンブラン（4,811m）はフランス最高峰、イタリア最高峰である。モ

ンテ・ローザ（4,609m）はスイス最高峰である。グロースグロックナー（3,798m）オーストリア最高峰である。ユングフラ

ウ駅（3454ｍ）はヨーロッパで一番高い駅と郵便局がある。ツークシュピッツェ（2,962m）はドイツ最高峰である。トリグ

ラウ（2,864m）はスロベニア最高峰である。富士山は日本で最高峰と郵便局のポストがある。 

 

  
表図 2-1.主要峰として富士山とアルプス山脈の標高を比較 

 
富士山とアルプス山脈の標高を比較すれば、表図 2-1 のように表示できる。アルメントフーベルから世界一眺めの

いいすべり台がある。雲の上の小さな村ミューレンより、さらに 258m 登ったところにあるアルメントフーベルは、さなが

ら雲の上のお花畑だ。わたしたちが行った時はあいにくの天気だったが、晴れていればメンヒ、アイガー、ユングフラ

ウ、3 つの山のピークを一度に眺めることができる絶好のビューポイントでもある。ユングフラウ 3 山のパノラマをバック

に、急斜面の地形をうまく利用して作られたすべり台。片側の断崖絶壁の谷底に滑り落ちるようなスリルと爽快感を体

験できそうだ。おそらく、いや間違いなくこれは「世界一眺めのいいすべり台」である。スイスの主な氷河は次のようで

ある。 

1.アレッチ氷河(AletschGlacier)、2.ゴルナー氷河(Gorner-gletscher)、3.ダンマ氷河(Dammagletscher)、4.トゥリフト

氷河(Triftgletscher)、5.トゥール氷河(Tour Glacier)、6.モアリ氷河 (Moiry Glacier)、7.ライン氷河(Rhine Glacier)、8.

ローヌ氷河(Rhône Glacier)、9.モルテラッチ氷河(Vadret da Morteratsch)、10 ロゼッチ氷河(Vadret da Roseg)である

(写真 2-1)。氷河の中で最も小規模なものは山岳地帯の谷間に存在することから、谷氷河(Valley Glaciers)と呼ばれ

る。日本に現存する氷河は、すべてこの谷氷河である。 それより少し大きな規模のものは、氷帽から流れ出る流出

氷河(outlet glaciers)と呼ばれる。氷帽は山の頂上にある雪の塊で、山脈に存在する事が多いが、現在活動していな

い休火山の上にも存在する場合もある。 

 

２-２.ユングフラウヨッホ 

スイス国の Jungfrau には、素晴らしい氷河洞窟がある。氷河の下に造られた氷の宮殿を鑑賞できます。主な設備

は次の通りである。①フィンクス展望台：高速エレベーターで上がる標高 3571ｍのスフィンクス展望台。アイスパレス：

アレッチ氷河の下に造られた氷の宮殿で、氷の回廊を徒歩で回りながら、氷の彫刻を鑑賞できる。③レストラン： 5
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つのレストランがある。④雪上アトラクション：ユングフラウヨッホにあり、雪上の様々なアトラクションがある（写真 2-1～

写真 2-3）。 

 

   
写真 2-1.氷河ベンチ、By Thun*1 Slide 写真 2-2.氷河洞窟、By Thun*1 Slide 図 2-3.黒い氷河洞窟, Jungfrau 

 

２-３.アレッチ氷河（Aletschgletscher） 

アレッチ氷河は、スイス・ヴァレー州にあるアルプス山脈最大の谷氷河である。ユーラシア大陸の西半分で最大で

ある。東はメルジェレン湖に、南はマッサ川の峡谷群を経由してローヌ川に、西はアレッチホルンにそれぞれ囲まれ、

北はユングフラウにある。所在地：スイスの旗ヴァレー州。座標：北緯 46 度 26 分 32 秒 東経 8 度 4 分 38 秒。面積：

117.6 km²。全長：23.6 km (2002 年) 厚さ：900 m (コンコルディアプラッツ)である。 

 
２-４.粉(グリス)氷河（Griesgletscher） 

自治体：UnterSchachen、は位置:46 度 26分 40秒 N 、

8 度 20 分 25 秒、長さ:5 km（1.6ｋｍ）、面積 0.90ｍ2。スイ

スではローヌ渓谷の上部にある氷河である 1.9ｍである

が、グラウビュンデン州にあるシルヴレッタ氷河 

( Silvrettagletscher ) が 1.4ｍも薄くなった（写真 2-4）。し

かし世界的に見た場合、2007 年の後退スピードは特に

速かった。UnterSchachen の位置: 46 度 51 分 N 8 度 46

分 E 。Canton:Uri, 面積:km2。標高: 995m。密度：

8.7/km2。2006 年（80.3 km2）現在、Unterschächen は

35.6%が農業目的で、9.4%が樹木である。残り 0.8%は処

理され建物や道で、残り（54.2%）は非生産的（川、氷河ま

たは山）で、樹木でおわれている。農地は 4.3%が果樹園

で、31.3%がアルペン牧草地である。固定した地域のう

ち、0.3%は建物である。 

 

２-５.フェー氷河（Feegletscher） 

 
写真 2-4.グリース氷河, Zurich by Thun Slide 
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フェー氷河はスイスで 2 番目に高い峰で、Dom4545m の麓にあるアルペンリゾートである。自治体は Saas Fee であ

る。長さ:5 km、面積 7.46ｍ2。フェー氷河のすぐ横を滑走するコースや、「標高差 1700m の一気降り」賀最高である。

フェー氷河のすぐ横を滑走するコースで迫力満点である（写真 2-5）。 

 

２-６.ザースフェ-（Saas-Fee） 

ザースフェーは、スイス南部、ヴァレー州の基礎自治体 ( コミューン・ミュ

ニシパル  )である。ドーム山 (Dom)の氷河に程近く、アラリンホルン

(Allalinhorn)では、ウィンタースポーツを一年間も通して楽しめられる。 座標

/北緯 46 度 06.58 分 東経 7 度 55.75 分、州 (Canton)/ヴァレー州、郡 

(District):フィスプ郡、基礎自治体(Commune Municipale)/ザースフェー。面

積: 基礎自治体(Commune Municipale)域,40.57 km2、標高/1,800m、人口:1,675 人 、人口密度/41 人/km2 である

（写真 2-5）。 
 

２-７.ロゼ(Rose)氷河 
標高:4,634m、所在地/スイスとイ

タリアの国境にある山。 位置/北緯

45 度 56 分, 東経 7 度 52 分。山系

/ペンニネアルプス山脈、初登頂：

Charles Hudson(1855年)。アルプ

ス山脈で 2 番目に高い山であり、ス

イスの最高峰である。「モンテ・ロー

ザ」は単独の峰ではなく、複数の峰

からなる山群の名称である。最高点

はイタリア側にある標高 4,634m のプンタ・デュフール。イタリア側はピエモンテ州、スイス側はヴァレー州に属してい

る。ロゼ(Rose)山の名前は一般に、イタリア語のRosa（薔薇）に由来している。アルピタン語で氷河を意味するRoisa
が語源であるとする説もある（写真 2-6）。 

 
２-８.粉(Rhone・ローヌ)氷河 

種別は谷氷河である。所在地/スイス、

ヴァレー州、座標/北緯 46 度 34 分 32 秒 

東経 8 度 22 分 58 秒。ローヌ氷河

（Rhône、独: Rhonegletscher）は、スイス・

アルプス（英語版）に存在する氷河の 1

つである。ローヌ川の水源でもあり、スイ

ス・ヴァレー州の東端にあるジュネーヴ湖

の主要な水源となっている。氷河はフル

 

写真 2-5.フェー氷河, by Thun  

  
写真 2-6.ロゼ(Rose)氷河, Zurich 

  

写真 2-7.粉(Rhone)氷河, Zurich スイス国 

https://www.bing.com/images/search?q=Monte+Rosa+Gletscher&view=detailv2&&id=A9CEE3AD9F39AF9C6874719FAA87521CA1629ECE&selectedIndex=145&ccid=rXhv58Lm&simid=607987754735634205&thid=OIP.Mad786fe7c2e64a836a119858f3d2aa58o0
https://www.bing.com/images/search?q=monte+rosa&view=detailv2&&id=33DC41BEF8988505823108230F43B0610E4610D2&selectedIndex=2&ccid=D4YMsx3K&simid=607994334621732738&thid=OIP.M0f860cb31dca921f6f18c45fdddc87ebo0
https://www.bing.com/images/search?q=Rhone%e6%b0%b7%e6%b2%b3,&id=C96717D81DC1A769B9BE8E5612E761ACF0762132&FORM=IQFRBA
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カ峠に近く、周辺に道路などが整備されているため、簡単に近づくことができる。氷河は、ウルナー・アルプス山脈

（英語版）で最大の氷河である。氷河の南には、ローヌ川の水源もある。氷河はグリムゼル峠とフルカ峠の間に位置し

ます。自治体は Obenwald である。面積は 17.60 km2、長さは 8.00Km である（写真 2-7）。 

 
２-９.グリンデルヴァルト(Grindelwald)氷河 

グリンデルヴァルトは、スイスのアルプ

スにあるベルン州山岳地方の基礎自治

体である。インターラーケンと同様にベ

ルナーオーバーラント地方の観光の拠

点である。ユネスコ世界遺産に登録され

ている。ユングフラウ～アレッチ～ビエッ

チホルン地域への観光や、登山・トレッ

キングの拠点である。村はアイガーの麓

に位置し、氷河の他にも雄大なアルプ

スの花畑を展望できる。ゴンドラやスキー用のリフトは夏でも運転される。座標/北緯 46 度 37 分 0 秒 東経 8 度 02

分 0 秒。所在地/ベルン州インターラーケン区。基礎自治体/グリンデルヴァルト。面積/Einwohner Gemeinde 域

171.1 km2。標高/1,034m、人口/3,760 人、人口密度/22 人/km2（写真 2-8）。 

 

２-１０.Brandegg 氷河 

Brandegg は、スイスのベルン州のグリンデルワルトの自治体。場所/Brandegg, Grindelwald, Bern。位置/46°36′

23″N 08°00′37″E、標高：1,333m である。 

 

３.ヨーロッパ最高所の氷河洞窟と鉄道 

３-１.ユングフラウ鉄道工事 

１８９５年、ユングフラウ鉄道の工事を開始された。1898 年、アイ

ガー山麓（アイガーグレッチャー駅）までを、部分的に営業が開始

された。１９１２年、（大正元年）に開通まで１６年の歳月をかけた。１

９世紀後半より、観光目的の登山鉄道がスイス各地で敷設された。

それは、ユングフラウの山頂へ観光客を誘致するためである。工事

開始の鉄道の主流は、蒸気機関車の時代であった。ユングフラウ

鉄道は、最初から電化だった。内容は、全長の路線距離 9.3ｋｍの

トンネルで、最大勾配が２５０ミリバールで、軌間 1000mm。周波数

50Ｈｚ、三相交流 1125V および最大勾配はラック式鉄道で 250‰

（パーミル）である。日本のトンネル掘削の場合は水との戦いであっ

た。ユングフラウ鉄道の場合は固い岩盤と永久凍土との戦いであ

  
写真 2-8. Grindelwald 氷河 Bern スイス国 

 
写真 3-1.ユングフラウの鉄道 

https://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%ab%e3%83%af%e3%83%ab%e3%83%88&view=detailv2&&id=1EFF569546E43190F2C9DCDEF732B368F3F12A0C&selectedIndex=4&ccid=lsoV2LfY&simid=608011789362201727&thid=OIP.M96ca15d8b7d86a9e2ac377f9dd401ec2o0
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る。これらの幾多の難工事の末に遂に完成した。麓から山頂まで一直線の鉄道トンネル案、または一気に駆け上るロ

ープウェイ案があった。最終的には、丘陵地帯とトンネル部分を鉄道による「歯車式」の登山鉄道が採用された（写真

3-1）。1993 年、「富士山五合目簡易郵便局」と姉妹提携。「ユングフラウ山頂郵便局」は日本で最高地点となる。

2012 年、ユングフラウ鉄道全線開通 100周年を迎えた。イギリスで鉄道が開通し、ヨーロッパ各地で鉄道の敷設が進

み、産業革命の進展と結びついた。交通網の拡大に鉄道旅行が増大したのである。世界中から年間数 10 万人近く

の観光客が訪れる。写真 3-2 と 3-3 は、ユングフラウの鉄道には、1 ユングフラウヨッホ駅、2 アイスメーア駅、3 アイ

ガーヴァント駅、4.アイガーグレッチャー駅および 5.クライネ・シャイデック駅の５駅である。車内放送は、1 英語・2 ドイ

ツ語・3 フランス語・4 日本語・5 韓国語および 6 中国語である。この鉄道は、世界各国からの旅行者に人気がある。 

 

   

表図 3-1.ユングフラウ登山電車の駅の標高 

 

スイスのユングフラウ登山電車駅と標高との関係は、それぞれ最大値 3454ｍ、平均 2772ｍ、および最小値 2061ｍ

であることが確認された（表図 3-1）。スイスにある氷河駅と標高との関係を究明するため考察方法として、次のような

2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は標高、Y は氷河駅で、決定係数は R2である。決定係数

は 0.987 であることが判明した。 

Y(面積)=－12.71X2―286.3X+3771・・・・・・・・ （R2＝0.987）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3-1) 

 

３-２.ユングフラウヨッホ駅（Jungfraujoch） 

ユングフラウヨッホ駅の標高は 3454ｍであ

る。ユングフラウ山の鞍部に設置された駅

で、トンネル内部にある。ヨーロッパでもっと

も標高の高い鉄道駅である（写真 3-2）。一

般人が到達できる最高地点は、エレベータ

ーで昇る「スフィンクス展望台」である。雪山

経験者なら（十分な装備をした上でだが）

4158ｍの山頂まで登山することも可能である。 

近くを世界遺産にも認定されたアレッチ氷河が流れている。駅名は「ユングフラウの肩」の意味。ユングフラウヨッは、

ベルナーオーバーラント地方の山で、ユングフラウとメンヒを結ぶ地名である。ベルン州とヴァレー州の境にあり、「ス

  

写真 3-2.ユングフラウ駅は最近と 1975 年 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Bahnhof_Jungfraujoch.jpg


8 
 

イスアルプス ユングフラウ-アレッチ」として世界遺産に登録。ユングフラウヨッは観光マーケティング上のブランド名

として、「Top of Europe」名称を使用。ユングフラウヨッホ駅は、地下トンネル駅、スフィンクス展望台、最頂点にある駅

である。 

ユングフラウ山の鞍部に設置された駅で、トンネル内部にある。ヨーロッパでもっとも標高の高い鉄道駅である。駅

の周辺は年間を通して雪に覆われ、夏でもスキー、スノーボード、チロリエンヌ、スレッジパークなど多様である。到達

できる最高地点は、エレベーターで昇る「スフィンクス展望台」である。雪山経験者なら山頂 4158ｍまでに登山が可

能である。ラウターブルンネン経由の西回り・グリンデルヴァルト経由の東回りの登山列車が合流「小さな峠」がある。

線路はアイガー山、メンヒ山の内部を通ってユングフラウの途中まで登る。最高難度とされるアイガー山の北壁登頂

を行う際には、そのサポート隊がこの峠に滞在する。 

 

３-３.アイスメーア駅（Eismeer) 3160ｍ 

アイスメーア駅名は「氷の海」を意味する。

アイガーヴァント駅と同様の構造の駅で、同

じく数分間停車するので、展望台から氷河

を眺めることができる（写真 3-3）。アイガー

ヴァント駅同様、観光のための停車は登り列

車のみである。 

アイスメーア駅は地下トンネル駅であり、ユ

ングフラウ方面への登り列車のみ停車、展

望台あるアイガ－山の下側である。駅名は

「氷の海」を意味する。アイガーヴァント駅と同様の構造の駅である。数分間停車するので、展望台から氷河を眺めら

れる。アイガーヴァント駅同様、観光のための停車は登り列車のみである。 

 

３-４.アイガーヴァント駅（Eigerwand) 

アイガーヴァント駅の標高は 2,864m であ

る。駅名は「アイガーの壁」を意味する。三大

北壁の一つで、これまでに多くの登山家の命

を奪った「アイガー北壁」として知られる（写真

3-4）。 

トンネル内のホームに列車が数分間停車す

るので、その間に歩いてすぐの展望台から、

ガラス窓越しに切り立った崖を眺めることがで

きるが、基本的に当駅で数分間の停車時間を

取るのはユングフラウヨッホへ上がる列車のみである。アイガーヴァント駅は、地下トンネル駅であり、ユングフラウ方

面への登り列車のみ停車駅である、アイガー北壁、展望台ある。 

 

  
写真 3-3.アイスメーア駅 

 
 

写真 3-4 アイガーヴァント駅 

https://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e9%a7%85&view=detailv2&&id=E69CB3A81EE3DB120869960D48CC00F803D18976&selectedIndex=5&ccid=/SfzEZ47&simid=608042270770006708&thid=OIP.Mfd27f3119e3b37192985f27f4e175a2do0
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３-５.アイガーグレッチャー駅（Eigergletscher） 

アイガーグレッチャー駅の標高は 2,320m であ

る。この駅を出発すると、アイガーの山中を抜け

るトンネルに入ることになる。途中下車をする人

は少ないが、駅前からは駅名の由来である「ア

イガー氷河（アイガーグレッチャー）」を目前に

できる。またアイガーグレッチャー駅からクライ

ネ・シャイデックまでの道のりは、アイガー・ウォ

ークと呼ばれる下り坂だけの比較的手軽なハイ

キング・コースである。アイガーグレッチャー駅前からアイガー氷河を眺められる（写真 3-5）。アイガーグレッチャーは、

スイスベルン州ベルナー・オーバーラント地方の氷河である。氷河の全長は 2.6km（測量年 1973年）。世界遺産に登

録されている。アイガーグレッチャーは、クライネ・シャイデックとユングフラウヨッホを結ぶユングフラウ鉄道の駅であ

る。クライネ・シャイデックからあがってくる登山鉄道は、アイガーグレッチャー駅で停車し、後にユングフラウヨッホを

目指す。が、トンネル区間は、アイガーグレッチャーとユングフラウヨッホの間となる。 

 

３-６.クライネ・シャイデック駅（Kleine Scheidegg） 

クライネ・シャイデック駅の標高は 2061ｍで

ある。クライネ・シャイデック駅は、スイスのベ

ルン州にある駅である。観光名所に利用され

る駅名は、小さな峠でドイツ語のクライネ・シャ

イデックの語源である。クライネ・シャイデック

駅は、ヴェンゲルンアルプ鉄道、ユングフラウ

鉄道の始発駅でもある（写真 3-6）。ユングフ

ラウ鉄道の始発駅で、ヴェンゲルンアルプ鉄

道との乗換駅である。インターラーケン・オスト駅からは、ベルナーオーバーラント鉄道、ヴェンゲルンアルプ鉄道を

乗り継いで到達する。駅名はドイツ語で「小さい峠」の意味である。 

ヴェンゲルンアルプ鉄道は、1 ラウターブルネン-2 クライネ・シャイデック-3 グリンデルヴァルト間を結ぶラック式鉄

道である.が、客車の方向固定（座席が勾配の上側と下側で異なる）と、常に勾配の下り側を電動車とする運転方式

のため、サミットであるクライネ・シャイデック駅を越えて運転する列車はない。そのため、当駅は実質 3 路線が乗り入

れる駅である。常に乗換えの観光客で賑わっているが、駅前には古い山岳ホテルがありここに宿泊すれば、最終列

車が下りた後に静かな周辺散策ができる。クライネ・シャイデック駅はヴェンゲルンアルプ鉄道に接続した最下の駅

である。クライネシャイデック駅から登ると約７ｋｍ、最終駅の「ユングフラウヨッホ駅標高３４５４ｍまでは、トンネルで進

んでいく。途中の「アイガイーヴァント駅標高２８６４ｍは有名なアイガーの北壁の内側にある。アイガー、メンヒ、ユン

グフラウ、アイガーの北壁も見られる。ユングフラウ登山には、ラウターブルンネン経由の西回り・グリンデルヴァルト

経由の東回りルートの登山列車が合流する。インターラーケン・オスト駅からは、ベルナーオーバーラント鉄道、ヴェ

ンゲルンアルプ鉄道を乗り継いで到達する。ヴェンゲルンアルプ鉄道は、ラウターブルネン-クライネ・シャイデック-

  

写真 3-5.アイガーグレッチャー駅 

  

写真 3-6.クライネ・シャイデック駅 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Jungfraubahn_with_Eiger.jpg
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グリンデルヴァルト間を結ぶラック式鉄道である。客車の座席は、方向固定（勾配の上側と下側で異なる）で、勾配の

下り側を電動車とする運転方式である。当駅は実質 3 路線が乗り入れる駅である。常に乗換えの観光客で賑わって

いる。 

 

４.ルツェルンにあるムゼック城と橋と教会 

４-１.ルツェルンにあるムゼック城 

1975 年、沢は国際会議の帰りにスイス国のルツェルン/ム

ゼック城壁を巡見した。1386 年に建造され、かつては街全

体を取り囲んでいたと言われるムゼック城壁である。城砦の

一部が当時のままに残り、９つの塔の中でツァイト、シルメル、

マリンの３つの塔が一般に公開。周囲はフィーアヴァルトシ

ュテッテ湖、ロイス川、シュプロイヤー橋とカペル橋などがあ

る。写真は、薄くらい階段を上ると、城壁の上を歩くこともで

き、町並みが見学できる。1535 年から塔の一角に動き続け

る時計がある。ムゼック市壁はロイス川の右岸、ルツェルン旧市街の北側に残る市壁で、建造は 1386 年。合計 9 つ

の見張り台とともに建造当時の姿を留めている。写真 4-1 はムゼック城壁、ルツェルンである。 

 

４-２.ルツェルンにある橋 
スイス国のシュプロイヤー橋は屋根付き橋である。内部に飾っているのはイエス様の壁画と生花を見ると、感謝と感

動が心から湧き上がる。しかも、涙が自然に流れる瞬間であった。心から連想させる雰囲気でした。写真は

Seebrucke（写真 4-2）や教会橋と給

水塔（写真 4-3）である。日本でも、

防災上に問題があると思いますが、

観光客に光らせたい。 

ルツェルンにはいくつかの橋が架

かっていて、 その中でも最古の橋

が「シュプロイヤー橋」である。1407

年、橋は、全長 80m の橋で、17 世

紀からの『死の舞踏』を描いたいく

つかの絵画を見ることができる。

1568 年、橋の中央付近に小さな礼

拝堂がある。カペル橋を中心に、シュプロイヤー橋からロイス川に架かるゼー橋までの北岸が旧市街を見渡せられる。 

○カペル橋：１４世紀にロイス川に作られた屋根付き木造の橋がある。城砦の一部として建造された八角形のヴァッ

サートゥルムとともにルツェルンのシンボルになっている。橋の天井部分には、ルツェルンとスイスの歴史やルツェル

ンの守護聖人にまつわる伝説などを描いた絵が架けられている。1993 年 8 月の火災により、橋の大部分が焼失した

  
写真 4-1.ムゼック城壁、ルツェルン 

  
写真 4-2.Seebrucke、ルツェルン 写真 4-3 教会橋と給水塔、ルツェルン 
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が、1994 年 4 月に再建された。カペル橋に繋げられた八角形のヴァッサートゥルムはカペル橋より早い時期の 1300

年頃に建てられたもの。もともと見張り台として建てられたが、その後、文書や宝物の保管庫、牢獄、拷問部屋などに

利用された。 

 
４-３.ルツェルンにある教会 

○イエズス教会は 1666 年、市の中

心部に建造され、スイス最古のバロッ

ク式で、最初のイエズス様式教会で

ある。内部はバロック式やロココ調で

装飾され 非常に美しい。丸い天井

は１８世紀に改築され、 見事な壁画

が描かれている。隣接する建物はイ

タリアンルネッサンスの様式で、 

1557 年に建造され現在では州庁舎

となっている。古くは、イエズス教会の合宿所として使用されている。ホーフ教会はスイス有数のルネッサンス様式の

教会でルツェルン市民の信仰の場である。元々8 世紀にベネディクト派の修道院として建てられた。火事で焼失の後、

1645 年に再建された（図 4-4）。 

○グロスミュンスター/Grossmunster 大寺院は、1100 年～1200 年に、カール大帝（シャルルマーニュ）が建立した。

大寺院の建築は、スイス最大のロマネスク様式書院で刀大帝によって建築された教会堂席に建てられた。 地下及

び教会の川辺の方窓際に刀大帝上がある。スイスのゾングギョゲヒョックとウルリヒツビンググルリが臨終までで説教さ

れ、宗教改革のお母さん教会と称えられている。頂上のサングドングはゴシック式塔でチューリヒの象徴物中の一つ

である。チューリヒ湖(Zurichsee)を背景にケー橋(Quai Brucke)から眺められる（図 4-5）。筆者は 1975 年、スイス国内

で有名な教会であるルツェルンのイエズス教会、ホーフ教会とチューリヒのグロスミュンスター大寺院を参拝した。 

○インターラーケン（Interlaken）は、ベルン州、インターラーケン区にあ

り、座標は北緯 46 度 41 分 0 秒 東経 7 度 51 分 0 秒で、面積:基礎自治

体 4.4 km2 , 標高: 568m、人口: 5,700 人、人口密度: 1,295 人/km2であ

る（写真 4-6）。 

スイスのベルン州にあるアインヴォーナー・ゲマインデはベルン高地で

あり、観光の拠点である。インターラーケンはトゥーン湖とブリエンツ湖の

間に位置する都市で、ドイツ語で「湖」を意味する Seen でなく Laken であ

り、12 世紀建てられた修道院を起源とする小さな街である。登山鉄道はイ

ンターラーケンからベルナーオーバーラント鉄道である。インターラーケン

の上の駅は東回りルートがある。インターラーケンの下の駅は西回りルートへと登ることができる。姉妹都市は日本の

滋賀県大津市である。 

 

４-４.アルプス山脈 

  

写真 4-4.ホーフ教会、ルツェルン 写真 4-5.グロスミュンスター大寺院  

 

写真 4-6.インターラーケン、ベルン州 
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①アルプス山脈（英: Alps）は、アルプス・ヒマラヤ造山帯に属し、ヨーロッパ中央部を東西に横切る。アルプス山脈

の所在国は、1.オーストリアの旗、2.スロベニアの旗、3.イタリアの旗、4.スイスの旗、5.リヒテンシュタインの旗、6.ドイ

ツの旗、7.フランスの旗の 7 カ国にまたがっている。最高峰のモンブランは標高 4,811m（2007 年）で、フランスとイタリ

アの国境をなし、ヨーロッパの最高峰でもある。アルプス山脈はヨーロッパの多数の河川の水源地となっており、ここ

からドナウ川、ライン川、ローヌ川とポー川といった大河川が流れ出て、それぞれ黒海、北海、地中海およびアドリア

海へと注ぐのである。位置:北緯 46 度 33 分 0 秒 東経 10 度 4 分 0 秒、最高峰:

モンブラン (4,810.9m)、延長:1,200km、幅:100-400km。 

②アイガー (Eiger) は、アルプスのアイガー3970m で、ユングフラウ周辺にあ

る。ベルナーアルプスの一峰でスイスを代表する山である（写真 4-7）。アイガー

から発し、アイガー西壁の麓、メンヒとの間にはアイガーグレッチャーの氷河が

流れる。ユングフラウ、メンヒと並び、いわゆるユングフラウ三山の一つとされる。

アイガー北壁は高さ 1,800m の岩壁で、グランドジョラスの北壁、マッターホルン

北壁とともに、困難な三大ルートの一つとして知られ、アルプスの三大北壁と呼

ばれている。クライネ・シャイデック峠からのアイガー北壁 標高:3,970m、所在国:スイス国、位置:北緯 46 度 34 分/ 

東経 08 度 00 分、山系:ベルナーアルプスである。 

 

４-５.スイスの主な都市と施設 
①ベルンは、ドイツ語・英語：Bern で、スイス連邦の首都で、チューリッヒ、ジュネーヴおよびバーゼルに次ぐ４番目

の都市である。ベルンの語源は熊で、熊が市の紋章で、熊に由来している。スイス連邦議会議事堂の所在地や万国

郵便連合などの国際機関も位置している。1191 年、街はベルトルト 5 世が、アーレ川沿いに創設された。1218 年、

神聖ローマ皇帝フリードリヒ 2 世、街は帝国自由都市を形成した。1345 年、牢獄塔（Käfigturm）が西境の役目を引き

継ぎついた。1339 年、西スイス貴族層の反発を「ラウペンの戦」での勝利で退けた。1353 年、初期のスイス連邦に加

入し、新しい国家の主導的なメンバーとなった。1536 年、ヴォーに侵攻し、それによってアルプス以北で最も大きな

都市国家となった。1622 年、クリストフフェル塔（Christoffelturm）がその役目を引き継いだ。1798 年、フランス軍によ

って占領され、領土を奪われた。1831 年、街はベルン州の州都となる。1848 年、スイス連邦の首都となった。街はア

ーレ川に形成された半島の西の境の方向に成長した。座標 : 北緯 46 度 57 分 0 秒 東経 7 度 27 分 0 秒。面積: 

51.6 km2 。標高:542m。人口: 128,848 人。人口密度: 2,497 人/km2である。写真 4-16 はベルンの市街地である。写

真 4-17 はベルンの地図である。 

②アーレ川とベルンは、国土の中央からやや西寄

り、ベルナーアルプスの 20km 北方に位置。市の周

囲は、氷河期の氷河によって形成された。アーレ川

が形作る半島の小高い丘が市の発祥地である。19

世紀以降は、多くの橋が建設され、市域は川を越え

て拡大した。市域は平坦ではなく、かなりの高低差

がある。 

 
写真 4-7.アルプスのアイガー 

  

写真 4-8.ベルン市街地 写真 4-9.ベルン市地図 
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③チューリッヒ中央駅（略：Zürich HB）は、スイス最大の

鉄道駅である。国内の列車と隣接のドイツ、イタリア、フラ

ンス、オーストリアとの間で発着する国際列車のターミナ

ルである。1 日に 2900 本以上の列車が出入りする忙しい

駅である。所在地:北緯 47 度 22 分 40 秒 東経 8 度 32 分

25 秒。所属事業者:スイス連邦鉄道 (SBB)と(SZU)。管理

者:スイス連邦鉄道 (SBB)、ホーム:26 線、乗降人員:統計

年度、1 日平均 400,000 人/日、開業年:1847 年 8 月 9 日（写真 4-10）。 

④リマット（Limmat）川公園は、チューリッヒの聖母教会とリマット川 ルツェルンの木造橋 オーバーホーフェン 

(Oberhofen) 城とトゥーン湖 やインターラーケンが周囲にある。チューリヒの街の真ん中を流れるリマト川は、すぐ近

くにあるチューリヒ湖に向かって流れている。高い塔のある建物はチューリヒで一番古い教会である聖ペーター教会

で、大きな文字盤のある時計塔がある。 

⑤オペラハウスは国際的にも 有名なホール

で、毎年 300 ものオペラやバレエ公演、オーケ

ストラコンサート、リサイタルなどが行われる。チ

ューリヒオペラハスは株式制度を導入し、株式

を公開している。さらに、芸術分野で専門家を

中心に主要な訓練施設も兼ね備え、若手の育

成にも寄付を募っている。アカデミー管弦楽団

やジュニアバレエ団に英才教育され、ゆくゆく

はチューリヒのオペラハウスのパートナーになり好循環を生み出している。  

1834 年、設立されたスイスのチューリッヒ市にある歌劇場。同時に歌劇場のオーケストラも設立された。1868 年、歌

劇場オーケストラを母体として現在のチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団が創設された。1985 年、歌劇場のオーケスト

ラはトーンハレ管弦楽団から分離した。1995 年、フランツ・ウェルザー＝メストが首席指揮者務める。主な演奏はニコ

ラウス・アーノンクール指揮で、 モンテヴェルディやモーツァルトのオペラなどがある。  

⑥スイス連邦工科大学チューリッヒ校は、（ドイツ

語:Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 

ETH Zürich, ETHZ）は、スイス連邦のチューリッヒ

市にある、スイス連邦経済・教育・研究省配下の

公立大学である。創立:1855 年、学校種別:公立、

職員:10040人、学生17187人。所在地：スイス チ

ューリッヒ州チューリッヒ。キャンパス：チューリッヒ

旧市街、ヘンガーベルク。愛称:チューリッヒ工科

大学、ETH など（写真 4-12）。 

自然科学と工学を対象とした工科大学であり、1855 年に創設され、これまでに 21 名のノーベル賞受賞者を輩出し

ている。ETH は世界有数の工科大学であり、さまざまな大学ランキングの上位に入ることが多い。また、フランス語圏

  
写真 4-10.チューリヒ中央駅、チューリヒ 

  

写真 4-11.チューリッヒオペラハウス 

  

写真 4-12.スイス連邦工科大学チューリッヒ校 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%92%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E9%A7%85
https://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%92%e3%82%aa%e3%83%9a%e3%83%a9%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9&view=detailv2&&id=3740CB13530F1B2F91FDA07E4C0E2E2706427FD5&selectedIndex=56&ccid=KORxkQNs&simid=608015508806437627&thid=OIP.M28e47191036c87538898ae5e28f8e23fo0
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のローザンヌには姉妹校であるスイス連邦工科大学ローザンヌ校 (EPFL)がある。ETH は IDEA リーグ（英語版）と国

際研究型大学連合の創設時のメンバーであり、Top Industrial Managers for Europe の一員でもある。 建築学科、土

木工学科、機械工学科、化学科、林学科に加えて、多目的学科(数学・自然科学・文学・社会学・政治学を包括)が

あり、レントゲン、アインシュタインなどが学んだ。アインシュタインは、大学に残って助手になりたがったが採用されな

かった（後に教授職に）。 

 

５.おわりに 

５-１.ヨーロッパ最高所の氷河と環境 

  

図 5-1.ユングフラウ鉄道駅の標高と北緯との関係と 10 進表記の標高と北緯との関係 

 

図 5-1 はユングフラウ鉄道駅の標高と北緯との関係と 10 進表記の標高と北緯との関係を表示した。図 5-1 の左

図、標高と北緯との関係について、北緯 46 度 34 分が同じである。右図、標高と北緯との関係について、北緯 46 度

57 でわずかなバラツキがみられる。それは 1000 分の 2 の差であることが判明した。表 5-1 は、スイスにある氷河の面

積・長さ・標高ノデ－タを表示した。空白の部分は未発表である。 

 

表 5-1.スイスにある氷河の面積・長さ・標高 
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表図 5-1.スイスの氷河の標高の表と図 

 

スイスの氷河の標高は、最大値 4634m、平均 3559ｍと最小値 1333ｍ値で、その範囲が確認された（表図 5-1）。ス

イスにある氷河と氷河の標高との関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式

を与えられる。ここで、X は標高で、Y は氷河名で、決定係数は R2 である。決定係数は共に 0.939 であることが判明

した。 

Y(氷河名)=-47.8X2+871.5X+605・・・・・・・・決定係数（R2＝0.939）・・・・・・・・・・・・(5-1) 

 

  

表図 5-2.スイスの氷河の経緯度の表と図 

 

スイスの氷河の東経と北緯は、それぞれ最大値 8 度２６分と 46 度 38 分、平均 7 度 88 分と 46 度 12 分および最

小値 7 度 48 分と 45 度 56 分で、その範囲が確認された（表図 5-2）。スイスにある氷河の北緯と東経との関係を究明

するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は北緯で、Y は東経

で、決定係数は R2である。決定係数は 0.804 であることが判明した。 

Y(氷河名)= -1.86X2+30.1X-75.14・・・・・・・・決定係数（R2＝0. 804）・・・・・・・・・・・・(5-2) 
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表図 5-3.スイスの氷河の長さと面積の表と図 

 

スイスの氷河の長さと面積との関係は、それぞれ最大値 23.6ｋｍと１１７．６平方 Km、平均 9.8ｋｍと 35.4 平方ｋｍ

および最小値 2.5ｋｍと 5.1 平方 Km で、その範囲が確認された（表図 5-3）。スイスにある氷河の面積と長さとの関係

を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は長さで、Y

は面積で、決定係数は R2である。決定係数は 0.989 であることが判明した。 

Y(面積)=0.096X2+3.177X-8.87・・・・・・・・ （R2＝0.989）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5-3) 

 

５-２.ヨーロッパ最高所の氷河洞窟と鉄道 

 

  

 

表図 5-4.ユングフラウ鉄道駅の標高と 10 進表記北緯と切符 

 

スイスのユングフラウ登山電車駅の標高と十進表記北緯との関係は、それぞれ最大値 4811ｍと 46 度 58、平均

3840ｍと 46 度 57、および最小値 2864ｍと 46 度 55 であることが確認された（表図 5-4）。スイスにある氷河の駅と十

進表記北緯と標高との関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えら

れる。ここで、X は標高、Y は十進表記北緯で、決定係数は R2である。決定係数は 0.84 であることが判明した。 

Y(面積)=－3E-08X2+0.0001X+46.42・・・・・・・・ （R2＝0.84）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5-4) 
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表図 5-5.ユングフラウ鉄道駅の標高と 10 進表記北緯 

 

スイスのユングフラウ登山電車駅にける北緯と標高との関係は、それぞれ最大値 46 度 35‘04２と 4811ｍ、平均

3849.5ｍ、および最小値 46 度 32’55“と 2864ｍであることが確認された（表図 5-5）。スイスにある氷河の駅と北緯と

標高との関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X

は東経、Y は北緯で、決定係数は R2である。決定係数は 0.922 であることが判明した。 

Y=－2E-08X2+7E-05X+46.268・・・・・・・・ （R2＝0.7618）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5-5) 

 

  

表図 5-6.ユングフラウ鉄道駅の 10 進表記の北経と東経 

 

スイスのユングフラウ登山電車駅にける 10 進表記の北経と東経との関係は、それぞれ最大値 46 度 58 と 8 度 01、

平均 46 度 57ｍと 7 度 99、および最小値 46 度 55 と 7 度 96 であることが確認された（表図 5-6）。スイスにある氷河

の駅と十進表記北緯と標高との関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式

を与えられる。ここで、X は東経、Y は北緯で、決定係数は R2である。決定係数は 0.922 であることが判明した。 

Y=1293.3－30939X2+246711X-655721・・・・・・・・ （R2＝0.922）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5-6) 
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表図 5-7.ユングフラウ鉄道駅の北経と東経 

 

スイスのユングフラウ登山電車駅にける北経と東経との関係は、それぞれ最大値 46 度 58‘04“と 8 度 00’37”およ

び最小値 46 度 32‘55“と 7 度 57’34”であることが確認された（表図 5-7）。スイスにある氷河駅と北緯と標高との関係

を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は東経、Y は

北緯で、決定係数は R2である。決定係数は 0.960 であることが判明した。 

Y=3.582X2－55.79X+263.46・・・・・・・・ （R2＝0.960）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5-7) 
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