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1
遺骸
幸運なことに、標本作製者のゲオル
グ・ルプレヒトはバリーの頭蓋骨に、永
く保存できる加工を施しました。彼は
1923年に頭蓋骨を使わないでバリー
を全く新しい姿に作り直しました。

1814年に最初に剥製化されたバリーの毛皮
は、当時の技術なりに、あまり良いできとは言
えない詰物でした。

100年以上が経過し、あまりにもみすぼらしい
その姿を見た博物館長は、もっと魅力的にした
いと考えました。

それを受けたルプレヒト氏は当時の剥製製作
の技法を駆使してバリーを全く新しく作りなお
しました。バリーの全身を石膏で造り、それを
毛皮で覆いました。
 

2
グラン・サン・ベルナールのバ
リー
セント･バーナード犬のバリーはスイ
ス･アルプスで40人の命を救った犬とし
て、世界的に有名です

バリーは1800年にグラン･サン･ベルナール峠
の宿泊所で生まれました。

標高約2500ｍのアルプスでは、季節に関わら
ず、厳しい寒さや霧や雪が、当時も今も、人々
を脅かします。修道院の人たちは救助犬をつれ
て、連日、遭難したり、疲れ果てた旅人の捜索
に携わっていました。

修道院の人たちの忠実なお供だった不屈の救
助犬バリーは、凍死寸前だった40人以上もの
人命を救ったと言われています。

3
博物館のバリー
バリーは1814年にベルンで死を迎え
ました。グラン･サン･ベルナール修道
院長は、バリーを後世に残すため、優
れた技術のベルン自然史博物館で剥
製にして貰いました。 

1812年、修道士に連れられて一匹の老犬がグ
ラン･サン･ベルナール修道院から遠く離れたベ
ルンの町にやってきました。

そこでその犬は1814年に死に、剥製にされま
した。1923年に現在の姿に修復されました。

「あの忠実な犬が（中略）その死後すぐに忘れ
去られることがないというのは、私にとって慰
めである。」1816年、博物学教授F. Meisner
氏

4
荒野の避難所
グラン・サン・ベルナール峠のアウグ
スティノ修道参事会の宿泊所は、ほぼ
1000年も昔から旅人たちの避難場所
となっています。 

しかしこの峠道はすでに何千年も前から北と
南、故郷と異郷の地をつないでいます。

古代ローマ統治下では峠の宿泊所は庇護を
提供していました。帝国の崩壊後、旅人たちは 
厳しいアルプスの自然だけでなく、盗賊や山賊
に襲われる危険にもさらされることになりまし
た。

こうした人々を助けるため、ベルナール・ド・マ
ントンが11世紀に峠に建てた簡素な家が最初
の宿泊所です。
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1800年5月20日、ナポレオン軍を宿泊所にて
迎える。

宿泊所に到着する若者の団体 

1840年頃の食堂

7

グラン・サン・ベルナール峠の宿泊所

道中で命を落とした者たちは1476年以降、後
にレンガで囲まれた小さな死の家に安置され
た。 

6月15日のサン・ベルナールの祭

6
宿泊所の中と外の世界
風雪が吹き荒れ、盗賊たちに襲われ
る危険のある外の世界は、ベルナール
の時代の人々にとっては恐るべき脅威
でした。 その聖人は宿泊所を建てる
ことでそれらを克服したのです。 

現在では想像しがたいことでしょうが、長きに
わたって、このひどく質素な宿泊所は、旅人た
ちにとっては天からの賜り物でした。

宿泊所は安全と寝床と食事を提供してくれまし
た。それは身のすくむような危険や山岳地帯に
おける恐るべき脅威に打ち勝つものでした。

強盗に襲われたか、それともただ疲労困憊して
その門にたどり着いた者は皆救助されました。
そのためベルナールは深く崇拝され、1123年
に列聖されました 

6.1
「ローマ教皇ピウス11世が、私を山岳住民と登
山家たちの擁護者にお選びくださった。私と共
に難儀してこれらの山々を登る者たちよ、天国
の家まで私についてきてください。」

5

ここではキリストの教えが賛
美され、はぐくまれます。
ベルナール・ド・マントンは、祈りに専
念し、旅人を客人としてもてなし、救
いの手を差し伸べるように指示しまし
た。これは今でも守られています。 

アウグスティノ修道参事会は隣人愛から、客
人を受け入れます。税関官吏であろうと、密輸
人であろうと、誰もが食事と寝床を与えられま
したし、与えられます。宿泊所の門戸が最初に
開かれてから、閉じられることなく、もうすぐ
1000年が経とうとしています。 

夏の観光シーズンが終わった冬は、スピリチュ
アルで、また同時に土地に根ざしたこの宿泊所
は、多くの人々に避難先を、また思慮の場を提
供しています。 
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1920年頃の救助活動。

1937年頃、雪かきをする修道参事会員たち。

これで冬が来ても大丈夫。地下室に蓄えられ
たチーズ。 

アウグスティノ修道参事会へ有力な候補者を
受け入れる荘厳な儀式。まず3年間という期限
の後、永久に受け入れられるかが決まる

 
1920年頃、宿泊所の前に立つ旅人たち。

富な資料。宿泊所には15万を超える歴史的資
料が保存されている。

1910年頃の宿泊所への登り坂

巡礼路に同行する若者。聖職者の存在が、生
死について考える機会を与える。 

1908年頃の修道参事会会員と宿泊所の犬た
ち。

食堂における来客者の若者たち 

料で食事と寝床の提供を受ける旅人た
ち。1910年頃。

およそ1000年前から開かれたままの宿泊所入
口の扉 
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71 ページ 
21.08.1817 M.ホリスター、イギリス
（中略）グラン・サン・ベルナールの宿泊所を
立ち去る時、修道参事会の価値観を持って彼
に接したその誠実さと礼儀正しさ、深い感謝の
気持ちを表現せずにはいられない。

55 ページ 
25.09.1816 ポッター氏、イギリス＆ハ
ットン氏、アイルランド
好奇心からやって来たその旅人に対する大変
温かい受け入れ、もてなし、礼儀正しさ、弱って
いる者に対する保護と癒し。そしてその博愛
家*は、荒野の宿泊所からその姿が見えるやい
なや、無限の優しさと献身からくる大いなる喜
びをもってこの尊い仲間に気づく。

8.1
貴重な証拠である1812年から1818年にかけ
ての宿泊所最初の宿帳。

観光客たちに大人気。夏季の峠にて、バリー基
金のセントバーナード犬。

8

75 ページ 
14.09.1817 モーリス・キング、アイル
ランド
衰弱しきった者たちのためのこの宿泊所の主
たちはひたむきな献身と愛情をもって従事して
いる。その好奇心の強いよそ者は、彼らの寛大
さと与えられた厚意に対する深い感謝の念を
感じている。

2008年、全員で食事をとる修道参事会の会
員たち。

1957年、食事中の修道参事会の会員たち。

バリー商品を扱っているグラン・サン・ベルナ
ール峠のキオスク。 

宿泊所のボランティアたち。1957年頃の洗濯
をする女性たち

宿泊所の厨房の様子 

1954年頃のパン作り
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12
宿泊所の犬の仕事
宿泊所の犬は深雪に道をつけ、遭難
者を見つけ出し、宿に連れ帰りまし
た。現在の雪崩捜索犬とは全く違いま
す。

高度に専門化され訓練を受けた捜索犬ではな
く、どちらかというと力強い同伴者でした。犬
たちの重要な役割のひとつは、雪深く埋まった
小道を見つけ、通行可能にすることでした。

それに加えて犬たちは、疲れ切ったり、雪に埋
もれている旅人の存在を吠えて飼い主に知ら
せ、その優秀な方向感覚で彼らを安全な宿泊
所へと導きました。

11
４本足の救援者
電子捜索機器がない場合は雪崩捜索
犬の存在が必要不可欠となります。雪
の下数メートルに埋もれた遭難者も犬
は嗅ぎつけます。 

雪崩事故が起こると、ヘリコプターが直ちに雪
崩捜索犬とその指導者を事故現場に運び込み
ます。

そういったフライトは犬たちに大きな負担とな
るため、よく利く鼻だけではなく、精神的な強
さも必要とされます。

救援チームが全力を尽くしても、遭難者の命
を救えないことは度々あります。それでも、遺
族たちが別れを告げることができるようにと、
犠牲者を見つけ出すことは重要な仕事なので
す。

10
コンクリートに埋め込まれる
羽毛のように軽く、まだ触れられてい
ない粉雪は人をスキーやボードに誘い
ます。しかしその粉雪が雪崩となって
谷間に崩れ落ちると、それはまるでコ
ンクリートのように硬くなります。

表面から30cm下に埋もれただけで雪崩の犠
牲者は指一本動かすことができません。雪がコ
ンクリートのように体を埋め固めてしまうので
す。 

早くも15分後には生存の可能性は劇的に低下
します。 

同行者がその場ですぐに助け出せば、生き埋
めになった人の約70% は生き残ることができ
ます。これは全員が雪崩ビーコンを装着し、そ
れを救助する人が正しく利用した場合に可能
となります。外部からの救援が必要となると、
生き残るチャンスは30%になってしまいます。

10.1
いわゆる LVS（雪崩犠牲者捜索機器、雪崩
ビーコン）は電子信号を送受信します。これに
よって犠牲者が埋もれている位置がわかりま
す。

10.2
雪崩に埋もれた人たちはどのように感じるので
しょうか。救出された雪崩に遭った女性の話で
す。

9

小さな樽をさげた忠実な救助
犬バリー
バリーはたった一匹で、遭難者や雪崩の被害
者を探して一日中山峡及び山道をさまよい歩き
ます。その際、ワインの入った小さな樽を常に
首からさげています。

バリーが不幸な遭難者を見つけると、遭難者
はまず気付けのための飲み物をもらい、忠実
なバリーは助けを呼ぶため、直ちに宿泊所に
戻ります。

時間が全て
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15.3
修道参事会とマロニエ達が遭難した旅人を宿
泊所に運び込みます。

15.4
救出成功！1890年に描かれたこの絵にはすで
に伝説の影響が見られます。生き埋めになった
子供たちの救出にあたる犬たちは小さな樽を
さげています。

15.5
マロニエという同業組合は地元民からなり、宿
泊所のために道の監視にあたるだけではなく、
運搬人や山岳ガイドとしても働いていました。

16
奇跡的な救出？
どれほど力強く従順な犬でも、自主的
に子供を家に運ぶことはできません。
人間の指導が必要です。 

感動的な『少年の救助』の話は、すでにバリー
が生まれる前から少し違う形で語られていまし
た。

18世紀に一匹の犬がアルプスで凍死寸前の少
年を見つけ、少年と犬は近くの家にたどり着く
ことができたというのは十分にありうる話で
す。

しかし、最高の訓練を受け、大変力強いとして
も、現在のセント・バーナード犬には、上記の
伝説のような『少年の救助』は肉体的にも精神
的にも不可能です。

14.1
今日では衛星が宇宙から送る信頼できる信号
をもとに、GPSのような追跡システムがほぼ
24時間どこでもルートを割り出してくれます。

15
バリーは英雄犬？救助犬？
「マロニエたちによる救援活動の話
は、救助犬にふさわしい犬が、理解の
ある飼い主に適切に使われたとき、す
ばらしい能力を発揮することを教えて
くれる。」（M.Nussbaumer氏、BARRY）

バリーの生涯で僅かに知られている事実か
ら、時と共に、多数の伝説や物語が生まれまし
た。

過去の著作家たちは誰もが、バリーは「40人
以上の人命を救った」と伝えています。

確かにバリーは特に勇敢で忍耐強い宿泊所
の犬だったかも知れません。しかし、彼の功績
は、たびたび自らの命も顧みなかった飼い主た
ちの指導なしではありえないものでした。 

15.1
“マロニエ”と言う呼び名は、戦渦を逃れて宿泊
所にとどまり、キリスト教に改宗した北アフリ
カの“ムーア人”が由来とされています。

15.2
世紀初期のこれらの絵には、犬を連れてひた
むきに救助にあたる者たちの姿が描かれてい
ます。

アルプス山脈の素晴らしい眺めのもと、「Adler 
von Adelboden（アーデルボーデンの鷲）」
、パラグライダー世界チャンピオンの Chrigel 
Maurer（ヒリゲル・マウアー） が Barry（
バリー）展覧会のために空高く舞いました。

14
初期の山岳救助隊
マロニエたちは、修道参事会の仕事と
して、旅人たちの安全のために、何百
年にもわたり連日宿泊所への道を巡
視していました。

「山岳救助隊」の仕事は生死に関わるもので
した。現在と違って、雪や霧等の悪天候でも宇
宙からの衛星信号が道を教えてくれることはあ
りません。遭難者たちは寒さと疲労で命を落と
しました。

17世紀半ば頃から、巡回見回りに犬を連れて
行くようになったと推定されます。

200年以上続いたこのチームワークの功績は
大変素晴らしいものでした。マロニエと犬たち
は2000人以上もの人命を救いました。

13
すてきな物語
『命の水』またはラム酒の入った小さ
な樽をさげたセント・バーナード犬が
遭難者を助けにゆく絵はおなじみにな
っています。しかしこれは本当の話な
のでしょうか？

食料等を入れた小さな『荷鞍』を運ぶことに慣
れていた犬がいたことはいました。

しかし樽が初めて絵に現れるのは19世紀の終
わりごろです。樽はトレードマークとなり、昔の
マーケティングにおけるサクセス・ストーリーと
いえます。

それに関しては宿泊所の聖職者が1956年に
明白な陳述を残しています。「ラム酒の樽に関
してですが、犬たちが樽を付けていたことは一
度もありません。」

13.1
樽が使われたことは一度もありませんでした。
が、もしかしたら宿泊所が何百年も物質的及び
精神的に貢献してきた象徴となっているのでし
ょうか？

13.2
1695年頃の宿泊所の犬
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20.4
以前より短かくなり、やや上向きの鼻、個性的
な額段をもつ今日のセント・バーナード犬の頭
蓋骨。

20.5
オオカミの血を引くイヌには、大きいものから
小さいものまで数え切れないほど多彩で、最も
小さいのがチワワです。

20.6
セント・バーナード犬の骨格

セント・バーナード犬の対談。放送劇。

バリー
ハッチ
ジャスパー

20
変化していくバリー
過去100年間に行われてきた改良によ
って、セント・バーナード犬の容姿がど
のような変化を遂げてきたかは、頭蓋
骨の標本と映像を見ると明らかです。

1900年頃から犬の容姿が重要になってきまし
た。厳格な選別による品種改良によって、多く
の使役犬から高級な品種が生まれました。 

この傾向はセント・バーナード犬でも見られま
す。初期のセント・バーナード犬の頭蓋骨はオ
オカミに匹敵する、原種のイヌのものです。

この『原型』から、短くなって、やや上向きの鼻
と、個性的な額の段を持つ現代のセント・バー
ナード犬が生まれたのです。

20.1
バリーの容姿はだいたいこんな風でした：復元
されたものは、大きくて力強い長めの頭で、そ
の頭蓋骨は驚くほど狼のものに似ています。

石膏の頭蓋骨にテクスチャー

20.2
オオカミの頭蓋骨

20.3
19世紀終わり頃のセント・バーナード犬の頭
蓋骨。
この頭蓋骨もバリーのものと同様、オオカミの
ものに大変似ています。

18
常に英雄であり続ける？
常にスターであり続ける？ブルーノが
そうであるように、犬には負担が大き
すぎることもあります。ブルーノは本
物の犬であり、ぬいぐるみではありま
せん。

19
犬から、国民的英雄へ
かつての宿泊所の犬は時と共に、ま
すます大きく、そして堂 と々してきまし
た。彼らが今日救助犬として導入され
ることはもうありません。

今日、セント・バーナード犬は全く別の分野で
活躍しています。『スイスの国犬』として、重要
な役割を果たしており、観光客の人気者です。
セント・バーナード犬とアルプスの世界はとっく
に切っても切れない関係になっています。

セント・バーナード犬が活躍しているのはマー
ケティング分野のみにとどまりません。おとな
しい性格はセラピー犬にふさわしいものです。
人とのふれあいを大変好み、なでてもらうと喜
びます。

17

バリー、宿泊所に子供を運ぶ
バリーは道中で、凍死した母親の腕に抱かれ
た男児を見つけます。二人は雪崩による遭難者
でした。
バリーはその男児を何とか自分の背中に乗せ、
宿泊所まで運びます。一刻も早く男児に暖を取
らせるため、バリーは入口の呼び鈴を鳴らしま
す。

「 バリー」と呼んでください
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時、彼は狼だと思い込みます。兵士の最後の力
を振り絞った一突きでバリーは血を流して倒れ
ます。
40人もの人間を救助してきたその犬は、41人
目に殺されます。そのひたむきな救助犬はその
後、刺し傷のため宿泊所で息を引き取ります

25

古い不安と新しい危険
1800年頃にはスイスではほとんどの
オオカミは死滅しており、1870年以
降はヴァリス州でもほとんど見られま
せんでした。1995年に再び狼たちが
帰還し、山は少し野生を取り戻しまし
た。 

狼がヴァリス州から姿を消した当時、アルプス
の世界は楽しい場所ではなく、恐ろしい荒野で
した。

今日のアルプスは至るところにおしゃれなスポ
ーツアリーナが作られ、そこでは特に、本人の
不注意により引き起こされる雪崩やスポーツ
事故に命が脅かされています。

そこへ狼と共に荒 し々い自然が戻って来まし
た。多くの人は、今の生活のリアルな危険より

23
多くは正しい、しかしまた間違
ってもいる
バリーが英雄的な最期を遂げたとい
うのは創作であり、真実ではありませ
ん。しかし最期にまつわる伝説の中の
いくつかの部分は本当だと言えます。 

バリーがいた当時のグラン・サン・ベルナール
地域にはオオカミもいました。鹿等の餌になる
動物はほぼ死滅しており、オオカミが獲物を探
しているときに、危険なほど人間に近づくこと
も、稀にはありました。

実際ナポレオンの兵士たちもこの峠を越えて
います。

それでも、そんな悲劇的な間違いが起こること
はありえず、バリーは1814年、ベルンで穏やか
な死を迎えています。
 

24

バリーの悲劇的な最期
バリーは一人の傷ついたナポレオン軍の兵士を
見つけました。その弱りきった兵士に近づいた

21.4
この犬は必ずしもセント・バーナード犬には見
えませんが、下げている樽が全てを物語ってい
ます。

22
樽を下げているのはセント・
バーナード犬である
1887年以降、スイスの品種改良規定
は国際的に認められています。にもか
かわらず、長い間、ただの農場犬が一
夜でセント・バーナード犬になりまし
た。
 
繁殖者や利口な飼い主たちは早くからトレー
ドマークと品質の保証としての樽の意味を理
解していました。

はっきりしないときには、『バリー犬』『山の犬』
『アルプスの犬』 『雑種』または『雪崩マス
チフ』等と呼ばれていた犬が、不思議なことに
『セント・バーナード犬St.Bernhardshund』
に変わっていました。

1880年以降、これがこの犬種の正式な名称で
す。現在は一般的な呼び名『バルナディーナ犬
Bernhardiner』も公認されています。

21
雑多な群れ
宿泊所の犬はもともとは番犬や警備
犬でした。容姿は重視されず、厳しい
山の気候に適していることが重要でし
た。 

20世紀に入ってもしばらくの間はグラン・サ
ン・ベルナールの犬たちは様々な容姿をしてい
ました。

しかし、宿泊所以外の世界ではすでに19世紀
の半ばから白地に赤毛斑の力強い農場犬、『セ
ント・バーナード犬』が人気ものになっていまし
た。

初期の繁殖者は犬の容姿の改良に真剣に取り
組み始めました。こうして1900年頃にはそれ
までの軽量タイプにかわり、重い頭部を持つど
っしりとしたセント・バーナード犬がだんだん
と主流になってきました。 

21.1
参事会員が1930年に宿泊所の育種所で一
匹の犬と遊んでいます。すでに筋金入りのセン
ト・バーナード犬であることが明らかです。

21.2
まだ1900年頃の宿泊所の写真には様々な容
姿の犬たちが写っています。

21.3
R.Strebel氏によって1896年に描かれた宿泊
所の犬たちの犬種も、特定することはできませ
ん。
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けてイタリアへと峠越えをしました。 

空洞にした木の幹に入れた砲身を抱え、急勾
配の道を歩いたのは農民たちでした。しかし、
農民たちに約束した報酬は支払われなかった
と言うことです。

宿泊所で修道院の人々は兵士たちにワイン、チ
ーズ、肉及びパンを与えました。聖職者たちに
よる素晴らしいもてなしでした。 

27.1
ナポレオンがひいきにしていた画家、J.L.ダヴ
ィッドの“アルプス越えのナポレオン”（1803
年）、そしてP.ドラローシュによって描かれた疲
れ果てた姿（1852年）。

27.2
栄光の時代の破損した遺品。ナポレオン軍の
兵士が宿泊所に忘れていった帽子。

26.1
アルプスを越えての貨物の運搬は人間及び動
物にとって過酷で生命の危険を伴うものでし
た。

26.2
わずかな備え、大きな功績：初期の山岳救助に
携わっていた宿泊所の人たちにとって大変重要
であった、あるマロニエの杖、ランプ及び飲料
の入った瓶。

26.3
ハイテクやアウトドア仕様なしで徒歩で越える
道中。バリーの時代の靴。

年中いつでも起こりうる降雪

27
バリーとナポレオン
一般の旅人の他に、多くの有名人もこ
の峠を越えました。その中の一人は、
ちょうどバリーの生まれた年に峠を越
えています。ナポレオン・ボナパルトで
す。

1800年5月、ナポレオンは約4万6千人の兵士
と30台の大砲を携えてマレンゴでの戦いに向

そのため、使用人や日雇い人たちは仕事を求め
てこの峠を越えました。商人たちは品物を荷馬
で運び、それができる人はフランスやイタリア
へ向かう聖地巡礼の旅に救いを求めました。

多くの人の旅支度は不十分でした。そんな装備
で今日のアルピニストは山岳地帯に赴くことは
ないでしょう。

も、野生が蘇った自然に対してはるかに大きな
不安を抱いています。

荒野

スポーツアリーナ

余暇の楽しみ

オオカミの故郷

雪崩

スポーツ事故

危険

不安

死滅

帰還

26
峠越えの旅は危険でした。
海抜2500mもあろうかという場所で
はいつ雪が降ってもおかしくありませ
ん。十分な衣服を身につけていない旅
人はすぐに生命の危険にさらされま
す。 

1800年頃の山間の谷に住む人たちは大変貧
しく、よりより生活を求める者は他国へ行かね
ばなりませんでした。 


