














巻　　頭　　口

諏訪山岳会創立来30有余年。諏訪高山岳協会の時代を含めると、40年近い

歴史を刻んで来た事になる。まさに万感の思い。また、今昔の隔たりを時の流れ

の早さと共に、ひとしおの感慨を覚ゆる次第である。
一口に30年と云っても、その間、なんと多くの紆余曲折を経て来た事か・・・。

ある時には、自己の主張を通すため何度かとっくみ合のけんかがあったり、会の

分裂の危機もあった。現実には何人かの仲間が自分達の信ずる方へと流れても行

った。

いがみ合、誤解、一番嫌な中傷以外は、いずれの方向も主張も、それぞれ間違

いではなかったと思う。その頃は皆、それぞれに一生懸命だったし、それだけ山

に対してひたむきでもあり。ほとばしるような情熱のしからしめるゆえのもので

あった。振り返って見れば、そのいずれもが、懐かしい想い出となり語り草にな

ったりしているが、現状の会の中味は一体どうだろう。仲良し好良しの集団みた

いな所が多々あるように見うけられはしないだろうか。たまには口角泡を飛ばし、

派手なけんかの一つや二つあったっていいじゃないか。むしろそう願いたいとも

思う。本来、山屋（いい表現ではないが、ふっと郷愁を感じたりする）が培っ

て来た自前の自由闊達な精神を随所に吐露して欲しい。仕事も生活も家庭の環境

も厳しい現状の中に、それぞれがかかわってはいるけれど、そこの所をかいくぐ

る勇気と覇気と知恵を是非見つけ出したいものだ。仲良の仲間も時には居ごこち

は良いけれど、それだけでは物足りない様な気がする。

この度の会誌の発行も30年余りに亘る会の足跡に、一つの区切をつけていこ

う、という意図が含まれている。先輩諸氏の残し伝えてくれた財産をいますこし

活かし、往時の活況への自覚時計の役割を果してくれないものか、と願う次第で

ある。現状の会のあり方が決して良くないとは思っていない、むしろ良い面の方

が多い位かと思う。唯々、元気に乏しい、酒をくみかわした際の様に、あの陽気

さと覇気が欲しいと思うのは欲張りだろうか………。

昔のいい所を今日に活かし、月並な言い方だけれど難かしい芸を少しでも身に

つけようではないか。30年の歴史を静かに見つめながら、先輩達が築いてくれ

たいい所を投がしなから、さらにさらに高峰への夢を追い続けていこうではない

か………o

会長　島　田　　　良
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昭和48年

「夏山合宿に参加して」
若　尾　巷　広

今年の合宿は南アルプス全般とのことで縦走、沢登りと沢山の計画が出ました。俺と池

上さんは県費に駒ヶ岳から南へと、光岳まで全行程130月物の縦走に挑戦。初日の黒戸尾根

の登りから雨が降り涼しくてたいへん歩き良いが、この雨が4日、下山の日までつづく長

雨とは………。

2日日は、北沢から熊ノ平までちょいと長いので、快調のペースで歩く、森林帯の中は

倒木がひどく苦労し、三峰岳の登りは長く、熊ノ平へはドロドロの道をすべりこむ。今日

は山行中でもっとも楽しい日でした。なんといっても女性が2人加わりそのせいかお花畑

もきれいに見え、塩見では永田さんを先頭に登ると先行パーティーに拍手で迎えられる。

三状では戸枝さんたちより貴重なお飲み物をいただき下山祭を祝う、長田さんは明日家に

帰れるのでさすがにうれしそう。こう毎日雨ではいやになっちゃう。後で聞たら池上さん

も帰りたかったそうです。

翌朝戸枝さんに発破かけられ仕方なく出発、小河内岳で俺のへまから道をまちかえ多少

なりとも池上さんに心配させたことリーダーとしてまずかった。このころから雨が強く降

り荒川岳でトランシーバーの交信でき、こちらSAC南部縦走隊現在地点荒川小屋にて停

滞中と来る。俺たちも一気に下り暖かい紅茶をいただき、隣にシェルトを張るが雨が強く、

小屋が無料と聞き小屋へ逃げ、中には3日も停滞している人たちで超満員、そこは図々し

さプラス心臓で濡れた寝袋をパッサと広げる。サットビき、我々の寝床は確保でき、夜は

いがいと寒くガタガタと震え一睡もできず朝が来る。これも後で池上に聞いた話しだが、

俺はゴオーゴオーといびきをかいていたらしいが、本人（俺）はおぼえなし。外は大雨、

池上さんを起こしラーメンを食べさせ、池上さんをだましだまし出発、赤石、大沢と越え、

すこしはやいが兎の避難小屋にはいる。ラジウスを焚き濡れた物を乾かしぐっすり休む。

今日も相変わらず雨だが、光岳までと、池上さんも張り切っている。聖岳までワンピッチ

で登り、聖平よりお花畑を歩き、茶目の登りは雷鳥に先導され易老岳に着く。目ざすは光

岳、気詩はあせるが2人ともふらふら、センジガ原付近で霧の中に青いトタン屋根の小屋

を見、光岳に15時27分着。ついにやった。

俺は光に着き、2人抱き合い泣き喜こぼうではないか、と思っていましたが、山頂は森

林帯の中にタタミ1枚ぐらいの広さで、1本の木に光岳と書いたカンパンがあるだけ、意

外にがっかりする。
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「八ヶ岳継続登攣」
今　井　二　郎

日程6月9日～10　日

パーティー　　今井二郎・滝沢　学

前夜発で計画したが2人の調整ができず当日入山となった。茅野駅よりタクシーにて分

岐まで入り一路清陵小屋をめざす。快晴に恵まれたのはよかったが好天続きで清陵小屋直

下迄水もなく、カンカン照らされて歩くのはこたえる。出合を過ぎる頃より残雪が現われ

てきた。雪溶け等の為非常に洋右が多く神経が疲れる。2ルンゼの核心部上部の潤滝はデ

リケートな登撃を強いられたが、これが終ると登撃が楽になり、後は洋右にさえ注意して

頂上をめざすのみ。

6／9茅野6：30→分岐7：20→清陵小屋9：30→出合11：00→2ルンゼ→阿弗陀岳

13：10－→行者⑪14：00

前日消化する予定であった日の岳稜は暑さにパテたことと、シャワークライムで衣服が

濡れた為断念し今日に廻す。日の岳の取り付きはポロポロで嫌気がさしたが、どうにか突

破し核心部へ。岩も硬いので快適に乗り起し、雪陵をつめて稜線へ出て大同心へ向う。

大同心は先行パーティーが無いので早速撮影をしなから登挙、水を一滴も持っていないの

でこたえる。

終了後小同心へ、この2ルートはよく分っているので楽しみながらもどりッとした登撃で

あった。終了後横岳山頂で他パーティーから戴いた水のうまさは格別であった。本日は開

山祭なので多勢の登山者でにぎわっている。阿諾陀北西稜に来ている松見君等を行者で待

ち下山。

好天とよきパートナーに恵まれ楽しい襲撃ができた。

コースタイム

行者6：30→日の岳基部7：10－→頭9：00→大同心基部10：20－＋頭12：00－＋小同心基部12：30

－→横岳山頂13：00→行者14：00－→墓参り一十鉱泉16：20

「阿禰陀岳正面壁」
今　井　二　郎

日時　9月2日（前夜発）

パーティー　　今井二郎・伊藤忠重・岩尾巻広

前夜発にて行者迄入山し明日の活力をジンギスカンにて養なう。

9月2日あまりばっとした天気ではないが正面壁へ向う。4月にツ六をつけたルートで

あるだけにたとえ小さな100m位の壁だが現在の私の力をためずにはまたとない機会であ

り、不安と期待の入り湿った複雑な気分のまま基部へ向う。仕事の合間に作った各種ロン

グハーケン約20本とアイス・ロックハーケンが登撃意欲をかりたてる。

天候はガスったり晴れたり小雨がパラついたりでスッキリした登撃は望めそうもない。
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基部で合羽をつけてから登撃の用意をする。両棲P4よりトラバース　して2P目のテラ

スに出る。2P目はいきなりカブり気味のフェースから取付き右上しハイマツテラスに

出る。ここまでは4月時の残置ハーケンがよくきいていたので取付で2本打ちたしただけ

で到達する。ここからが本日の課題である。ハイマツテラスへ伊藤㊥さんに登ってもらう。

下では岩尾君が寒空の中ジットガマンをしている。気はあせるがルートはよけいに難かし

くなってきた。アイスハーケンを連打し直上を続ける。凹角へ入り直上し、右側へ最後で

飛びだきなければいけないが、ホールドもこまかくデリケートな登撃を強いられやっとの

ことで飛びだしたが、フィフイのアゴがアイスハーケンにからんでしまい苦労さんたんの

末、ナイフを上げてもらい切断し知恵の輪も終了。傾斜も幾分落ちた壁を抜けテラスにて

ビレイ。ここから上はⅢ級のフリーで頂上へ抜けられる。伊藤さんは地下足袋の為ゴボウ

で登ってくる。今度は岩尾君、寒さの為か登り方がギコチない。最後に飛び出す処で苦労

している。何せ70Kgの巨体に50Kgの薄弱なパートナーがビレイするのは疲れる。岩尾

君がトップで最後のピッチを抜け頂上にて握手をし完登を祝う。

コースタイム

9／1茅野18：30→美濃戸口19：30－→美濃戸20：00→行者22：30⑬ビバーク

9／2BP　7：00－→阿請陀岳8：30－→基部9：20－→阿弼陀岳13：00－→行者下山

使用装備

ザイル9％3本・ロックハーケン1・アイスハーケン2・ボルトl

阿蒲陀岳広河原沢正面壁ルート図
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昭和48年　夏山合宿

「北岳～塩見岳」　　　　　　永田明子
メンバー　永田明子・戸枝和子

会へ入ってはじめて参加した合宿。希望と不安の入り混じった気持ちで上諏訪をたつ0

甲府に着き、その夜はバスターミナルで夜を明かす予定たったのが、東京から来たという

3人パーティーの人達といっしょにタクシーで広河原へ入り、到着したのは12時頃であ

った。そこで今夜ここまで来たのだから明日は早く出発しようということで寝たのだが第

1日目から寝坊してしまい、朝一番のバスで来た人達とほとんどかあらぬくらいになって

しまった。

さあ出発だ。天候を気にしなから登りにかかると間もなく雨が降り出した0　カッパを着

ると蒸れそうに暑かっだ。今まで近くにきこえていた沢音が遠のき道が平らになると間も

なく白根御地小屋に出る。小屋は、雨のためにとじこめられた人達ですでにいっぱいであ

った。白根御池の瑞に立って斜面をあおぐとシナノキンバイ・ハクサンフウロなどが霧雨

の中一面にゆれている。その中の道を通り、ダケカン／くの林の中を急登する。最後の大斜

面を登り切ると小太郎尾根に出た。風雨が激しく視界は10メートル程だo岩影で休憩を

とっていると雷鳥が一羽あらわれた。初めてみる雷鳥にとても感激した。それから40分

程で北岳肩ノ小屋に着く。天候もよくならないし、今日はここまでであるoザックの中の

ものまですっかり濡れてしまいブルブル震えていたo夕方からもうシュラフカバーにもぐ

り込んでいたせいか長い夜に感じた。夜中に眼をさますと・窓ガラス越しに月が見えたo

明日はいいだろうと希望し朝を待つo再び眼をざますとまた雨の音であるo残念・今日も

雨か。6時頃小屋をたち、間もなく北岳山頂に立ったが視界はゼロに近く何も見えない0

また感激もわかなかった。頂上をあとにして、稜線を南へとくだると北岳稜線小屋があっ

た。この小屋もいっぱいであった○小屋をあとにし中白峰を過ぎた頃日きず間ノ岳が見え

た。間ノ岳には頂上付近にいくつも雪田があり、その近くで休憩をとるo

ここより三峰岳へは幅広い岩の山腹を下る。三峰をこえてハイマツの樹林帯に入ると‾

面のお花畑である。特にシシウドの大きな白い花が印象的だったoお花畑の中の道をだい

ぶ下ると今日の幕営地能ノ平につくoいったん小屋へ行って休むと再び雨の中へ出てツェ

ルトを張るのかいやになってしまったが覚悟を決めて雨中へoそしてツェルトの中へ落ち

っき沸かして飲んだ熱い紅茶のおいしかったことo同幕営地に岩尾さんと池上さんが幕営

していて、夜は歌をうたったりして楽しくにぎやかに過ごしたo

次の日は1日4人で行動をとる。戸枝さんとあたしは一足先に出発したが新蛇抜山で追

いつかれた。今まで降っていなかったが、この頃からまた雨が降り出してしまい・まあり

の山は何も見えなくなってしまったo北荒川岳の斜面を巻いてすすむとかなり広い草原に

出た。一面に咲きほころお花畑の花たちがわたしの心を和ませてくれたo塩見への最後の

のぼりはきつかった。足がスムーズに出ない自分に対してじれったく思いながら頂上に近

づいた。それまでトップにのぼっていた戸枝さんがこの時わたしを先頭に立たせてくれたo

頂上に立った時今までにない感激がわいた。塩見の頂上で戸枝さんとかわした握手は今で

も忘れない。とうとう最後まで北畠、間ノ岳は姿を見せてくれなかったoここで自分の足
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で登ってきた山が見れたら最高だっただろう。

頂上から西へ洋右の多い、雨でスリップしやすい道を下りはじめて間もなく、大きな岩

場である大学のパーティーの1人がスリップして10メートル程転落。山での事故をはじ

めて目前にしてわたしは足がすくんでしまった。岩尾さん、池上さんは負傷者の救急手当

てにあたり、事故を起こしたパーティーのリーダーは戸枝さんとあたしといっしょに塩見

小屋へ知らせる。小屋で岩尾さん達を待ち、4人で三伏へ向かう。その夜は小さなツェル

トに4人で集まって食べたり飲んだり。その夜は山での最後の日、晴れてほしいと祈りな

がら眠ったが次の日も期待はうらざられた。さあ塩川へ向けて出発である。急坂なジグザ

グ道をうんざりする程下ると塩川の音がきこえてくる。間もなく河原に出てバス停に着く。

最後まで天候の悪い山行で、自分の縦走してきた山もどんな姿かわからずに終えてしま

ったのがとても残念だったが、たくさん咲いていた高山植物が絶えずあたしの心を和ませ

てくれてうれしかった。今度天気の良い時にこの山々を訪れたい。

昭和49年9月23日

「北岳バット　レス第1尾根」
矢　沢　和　局

メンバー　矢沢和局・五昧　　明

「やはり考えが甘かった」とつぶやきながら仲間と大橋沢をつめる。パットレスに行か

ず終日テントですごそうということでその口実で置いて来た登挙兵もチーフの「オレの

を貸してやる」のひとことで消え去る。

ガレ場から曖傾斜帯に、そして基部へのトラバースににじみでる汗をふきつゝ見あげる

取付。そんなオレの気特など知らぬけな碧い色。
ハイ松のある基部からは雲上に富士が浮んでいるのか見える。

小高君と撃じてからもう2年がたつのかと当時を回想しなから見上げたフェイスに、な

んとあの時の赤いシュリンゲが、裏白になって残っていたのである。

ゾッとしながら取り付く。約20－25mの壁を、アブミのかけ番で登る。願力の低下

がしみじみとわかる。だが一度こなした所は良いものだ。古くなつかしい奴が上に上にと

導いてくれる。クラック状の所のハーケンの連打されている所を登り、やゝかぶり気味に

なった3－4肋をこなす。

「やっぱりお前の世話にならんのか」とたより気のない、発育不良のハイ松の根元でピ

ッチを切る。

五明がつるべで2Pに出る。Bガリー側をまき気味に稜上に出るのだが、どうやらブッ

シュから赤茶けたもろい岩に移るあたりでつまっているらしい。あそこ等にはハーケン類

がなかったなア・・・。などと考えているうちに、ガスが山をつゝみはじめる。そのさなか、

Bガリー側でアクシデント発生。しばらく落石の音が続く。あらためておのれのことの様

に緊張させられる。

ぬけ出た楼上で、救出作業のすゝむのを待ちながらおもわぬ大休止をとる。

3P白ばやゝかぶり気味となった岩までコンテで進み、Bガリー側にせり出したかんじ

のチムニー状を登る。パック・アンド・ニーと言えは聞こえはいいが、実際はぶざまな姿

態であったろう。流れる霧に岳がなおさら険悪におもわれる。
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核心部をこれで終了。やさしいリッジを3・4ピッチで草付となる。

ザイルを解いて小休止をしていると、上から先行の島田パーティーから「早く来い」の

さいそくのコール。

息が荒くなり、足が言うことをさかなくなり出す頃冥利支天に出る。よく踏みかためら

れた頂上へのハイ松の中の道を少しで仲間と合流した。

中央稜パーティーを待ちながら、のんびりとした一時をすごす。

岳は足はやに冬仕度をはじめていた。

昭和49年9月20日～9月22日

「南アルプス白根三山縦走」
矢　沢　和　局

9月20日　「どうやら夕べやりすぎた」と重い顔をおさえながら通勤・通学者で混

雑をはじめた甲府駅で、ステイション・ビヴァークを打ち切る。むし暑さが身体のけだる

さとあいまってザックまでもが、重く感ずる。身延線に乗り込むと同時に喧喋から解放さ

れた安堵感とで再びねむりにすい込まれてしまった。

降りたった身延駅は、岳をめざそうとする者は自分ともうひとりだけ。その彼も二軒小

屋方面にむかうのか新倉でおりて行った。

長いバスの中での時間は単詞な風影に目をやるか、ねむることでまざらわすしか術はな

い。小石に乗ったのか、もしくはカーブでもまわったのか、車のゆ九で目をきます時、乗

客と車掌が交わす四方山話しが耳にはいって来る。地方独特の素朴さがよいo

温泉のにおいと軒先にはされた浴衣を、通過する西山温泉で車窓よりかいま見た時、逗

留したい気詩にされる。

奈良田で朝食をとり出発する。約30分はどよく整備された林道を歩く。強い陽きしに

追い打ちをかける様なモミの鳴き声に汗がふき出す。15分ばかりか早川にかかったアー

チ状の橋を渡ると、石地蔵のある面に出、山旅安全祈願をしまうなどともっげの幸い口実

をもうけて、木の下で冷を取る。

大門沢との出合にある発電所まではきつかった。大門沢で汗をふき、広河原への道と別

れ左に折れ、山路にはいった。

まずはムンムンする、カキiの中の登りである。沢鳴りを聞きながら、左岸へ・右岸へ

と路は続いている。展望のさかぬ登行はつらい。

清流をためた発電用水の取り入れロにたつ頃体調もやっと本調子にもどる。ダムの所ま

で歩き、大休止とする。

重い腰をあげ、右岸にかゝる釣橋を渡る。かなり荒れた沢を小1時間歩く。巨岩がころ

がる沢床と、流失した登山道に何回か足をとられそうになる。昨年入山した中村が「ひど

いめにあった」と言っていたのを思い出し、うなずく。とめどなく落ちる汗にたまらず沢

につかってみた。さすがに秋の沢は冷たい。

延々と続く単調で平坦な砂地が続き、霧がかゝりはじめた山稜に気付くが、足が思うよ

うに進まず気だけあせる。

熊笹とブッシュの登り、そして小尾根を下りやがて登山道は右岸にと移る。
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かたい岩の上を歩くことがやっと出来る様になり、岳らしい所に来たという気詩になる。

大門沢小屋が見えはじめるが、急登のこともあってか案外時間をとられる。沢鳴りだけ

がやけに大きく聞こえ、はく息があらくなる。小屋に向って架けられた丸木橋を渡り終る

頃、谷はそして山稜は薄暗くなっていた。テント場でツェルトを撮り、夕食を作りながら、

この日ばかりは不思議と高いと感ぜぬカンピールを飲みながらひとり悦に入った。

9月21日　薄曇りの空に天候の悪化を気にしながら出発する。小屋裏の樹林帯の中に

山稜に至る登山道がつけられていた。肩に食い込む重みは周囲の寒気にもかかわらず、し

ばらくで玉の汗を流させる。とにかく急登であり、大門沢側からの登山者の少いのか理解

できる。

展望は、樹林でさえぎられ登高欲は減退する。青々とした葉の中、紅葉をはじめたカェ

デを見つけこれさいわいと小休止をする。すでに径はガレから階段状にと変っている。ジ

グザグの登りをあえぎあえぎつめ、針葉樹が出はじめる頃右側にスカイ・ラインが見えて

来た。

ダケカンバの背が広くなり、ハイ松が現われて来る。ナナカマドもまじった坪庭的な風

影に、時おり吹く風もここらよく感じる。やがて草地のあるザレた登が切れ、ハイ松の中

の急襲にいささかふやけがさしはじめた時、広河内一度鳥とに別れる分岐点に飛び出した。

右手に進路を取り、しばらくすると農烏山頂に立った。野呂州側の岩かげでザックから

解放された。稜線上に出たという解放感で40分近く時間をさくことになった。ヘビのう

ねった様な長い道が大門沢に下って行き、やがてそれも樹林帯の中に消えている。なんと

長い登高だったのかとおもわずつぶやいていた。

西農鳥岳への尾根すじは、右に富士を、正面に千丈・甲斐駒を、そして左には塩見に続

く長い千塩尾根と全く展望が良い。頂上を辞する頃、伊那側から強い風が吹き出す。眼下

に見える赤い屋根の農烏稜線小屋に岩陵を下る。平石を積み重ねた様なハイ松のある窪地

で、風をさけておそい昼食とした。小屋周辺には自分の他には人影は全くなかった。まる

で自分ひとりの指定席の様であった。

先程まであった蒼空は曇り空に変った。岩礫で尾根が形成されている様な登りを、2時

間ばかり続けると広い門ノ岳につく。

頂上から続く三峰岳への縦走路をみつめ4年前、疲労困態した身体でこの岳をなかめて

いた日の事を思いかえす。

さあ、今日のテント場はもう少し・・－と自分に言いきかせ、なだらかな尾根道を足はやに

下る。歩を進めるにつれ北岳が大きくせまって来る。

中白根をすぎてからの稜線はあまりにも単調であった。日本アルプス中でも有数なお花

畑と言われているこの付近も、すっかり枯ればてており、伊那側にたち込めたガスとで静

寂がただよっていた。好天に恵まれていたならさぞや3，000メートルの稜線漫歩を味わえ

るであろうと考え、無念である。赤茶けたハイ松の下り。やがて人声が聞こえ出し、しば

らくすると北岳稜線小屋につく。

いそぎツェルトをはり、水と酒を小屋で調達し夕食の準備にはいった。

9月22　日　昨夜ツェルトをたたいたのは雨でなく、意外な事に雪であった。北岳への
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登りが不安となり、いそぎ出発する。

登山路を示すペンキも雪の下になり、なおも降り続く白いものに視界が全くきかない○

岩稜づたいの登りは前のパーティーがかなりまいっていると見え、しばらくの間に12～

3人の行列となってしまった。気だけあせり広めの所で追いぬき、中途で立ち休みしただ

けで頂上にむかう。山でのいっぷくぼ格別だが、今日のタ／くつは例外である。右手からは

いって来るはずの吊り尾根からの登山道も気付かぬまゝにすぎ、頂上を知らす道廉の立つ

霧の北岳に立った。雪もあがり霧ションに変わる。10分はかり休んだ後雪の付着した岩

尾根を肩の小屋に下る。

1時間程で小屋の前に出た。かなり時間を稼ぎ天候の回復を待とうと、中にはいってお

茶をもらう。白根御池から来たという登山者と言葉を交わしている時、伊藤・成田パーテ

ィーの顔がはいって来た。小雨がやみはじめたのを期に頂上に向うというふたりと別れ小

屋を出る。

小太郎山への分岐点に出る頃、ときおり陽がさしはじめる様になる。その中でブロッケ

ンが発生する。カメラを持って来なかった事をこの日ほどくちおしく思ったことはなかっ

た。小太郎尾根から大樺沢への分岐をやや下った所で強い風が去った後、鳳国三山が見え

て来た。三段紅葉のかゝった山容のあまりにものすはらしさに足をとめさせられた0これ

を見たくて岳に来たんだっけ………。

すっかり色づいた雪と雨とでグシャグシャになったダケカンバの林の中の急坂を・仲間

のいるテント場へと、一目散に下った。

昭和51年10月16日

「奥又白北壁Aフェース」
若　尾　巻　広

メンバ一　着尾登広・成田俊夫・上島保文・池上和久

昭和51年10月16日　朝から雨降り、今日も駄目か……o昼ごろより雨も止み青空

が見えて来る。「俺嬉しくなっちゃう」……池上さん・上島さん・俺・3人で事務所を6

時30分出発。途中成田さんを拾い上高地に着く。駐車場は満杯で車を2台横に寄せて車

を入れる。「正解正解」バスターミナルの所に玉子がおいてあり・こんな所に落ちてい

ると、図々しさプラス度胸で1コせしめる。みんな気を良くして歩きだす。

例により明神で一休み徳沢に11時に着く。ツェルトを張り、ウイスキーでl杯やる。

話しはまいど俺の事と、嫌になっちまう。次は俺の番だと……なんの事だか分かるよか”●
・・・？　山にまで来て、俺「ブツプツ……」頭に来る。

翌日5時起床。中華料理（ラーメン）を少し食へ朝霧煙る中を6時出発、新村橋まで

来ると前穂に朝日が当り奥又白の岩壁が光輝いている。松高ルンゼ下で休む（ルンゼは昭

和7年8月沼野氏、内山氏らにより初下降され奥又白油への最短距離コース発見）それ

ぞれに用たしに出掛ける。俺は陽当りの良い場所でおもいきり済ませる。

中畑新道は相変らず骨の折れる登りだ。途中ルンゼ内の水を飲み一息入れ一気に登り・

池に出る。9時。上島さんは池の廻りを飛び跳ね、泰時しい、素晴しいの連発、ちょいと

ォーパーなぐらい。岩壁は人ひとり見えず静かだ。取り付きまで、あの先を争う様な事も

なくC沢へ入ると直ぐブルル……「落っく一！」池上さん岩の下に座りこみ、動こうと
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もしない。俺も想いが今日はリーダーなので先に立って登りだす。L字、中大ルート取り

付に2人おり、滝の上ビバークサイドにも人が。3・4のコルは目と鼻の先、冬でも楽に

下れそうな気がする。B沢に入り三峰基部で登撃準備を済ませ北壁へ向う。

北壁、Aフェースは、井上靖著「水壁」であまりにも知られ、最大の魅力は前穂高岳山

頂に出るため、奥又白でも俺が1番登りたかったルートの1つだった。俺・上島、成田・

池上2パーティーに別かれ、俺トップで登りだす。12時。雪が付いており思ったより難し

い。びびりながら登り、松高カシソ下で切る。上島さん「これじゃな一、分かる、分かる」

と言い登って来る。

2ピッチ目、上島さんトップ凹角カプリぎみをぐいぐいと登る。上部はザイルの出が悪

い。ハンマーで雪を落とす。下にいる俺、池上さん、たまった物ではない。少しも記だが

元気な声がかかる。「行くぞ－」ザイルが上から下りている、楽しいね。大テラスより階

段状フェースⅣ級、雪にも慣れ調子がでて来る。

4ピッチ目上島さん一見優しそうに見え、ハーケンに尊びかれハング下まで黙々下り、

左寄りにトラーパスで日の当る所に出る。Aフェース基部1時、お昼。山日記にあった、

ギトレイの言葉を思い出す。「あれわれは水も飲んだし、休息もとった。空は快晴、これ

以上に何を望もう？　町に居ては思いもよらないのに」山に来れば、この俺でさえもその

気になる。不思議なもんだ。

Aフェースは岩溝、凹角からだ。俺登り少し短く切ったので、ハング下トラバースは上

島さんトップ、ここまでは岩も堅く快適だ。最後のピッチはハーケンも新しく正規のルー

トではない。洋右が多く、下にいる成田・池上パーティーが気になり登りづらい、大きい

凹角に足を広げ登る。オチンチンの付根が痺れ痛くなる最悪のピッチだ。上島さん、「ど

うやって登ったんだい」何かブツブツ……言い悪戦苦闘している。上から見ていると面白

い。

成田・池上パーティーは正規のルートを2ピッチで登るが、成田さん、「ヤイー池上、

石が動く、だめだ轟っくに気を付けていろ」なあーんて悲鳴声をあげ、登って来る。前

穂頂上で握手を交す。俺はこんな良き仲間と天候に恵まれ、登れた事に感謝する。

久し振りの岩登りらしい岩登りでした。みんなもニユニコと満足顔していろ。のんびり

していたい所だが、今日中に帰らなければ。3時、重太郎を下る。奥又白の岩登り。前夜

発日帰りは、会で初めての事、これで実証された。

徳沢からは体力的にも最高のトレーニングになる。4時30分冨沢ビールでカンパィ。

六百山に夕日が当り黄色光る振り向くと奥穂、前穂にも。明日も天気はよさそう。薄暗い

森林帯の中を、疲れ果て、だれ1人話すこともなく上高地へと重い足を出しつづげろ。上

高地6時。

昭和51年～52年

「冬山合宿　北尾根パーティー」
伊　藤　正　徳

メンバー　伊藤正徳・河西和雄・松木敏文

51年の冬山合宿で私たち3名（伊藤、河西、松木）は北尾根から前穂高岳をめざした。

日程は30　日に入山し徳沢園まで、31日は北尾根8降へ。1月1日を頂上アタックと決
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め、2日には上高地で全パーティーが集結し、3日に全員が揃って下山の予定であった。

例年より雪が多いと言われていたがそれほどでもなく、徳沢固までは蝶・常念パーティ
ー（小林、中沢）と一緒だった。テント設営中にポールを紛失してしまったが、偶然にも

雪の中より拾いあげるという一幕もあり気をもませた。翌日の八降まではすっかりトレー

スされており約4時間で到着できた。頂上直下で屏風パーティー2名（吉井、岩尾）と合

流でき、5名で大晦日を迎えることにする。全員が泊れる広さの雪洞をと掘り始めたがし

ばらくすると地表がでてしまったので、隣にテントも張ることにする。屏風パーティーは

今夜で2ビバークのため肉体的には応えたと思う。反面念願の冬期岩壁登撃を済ませたこ

とで精神的には余裕ができたに違いない。

新しい年、52年は小雪のちらつくなかで明けた。昨日は5名で前穂のアタックを考え

たが食糧などの関係から当初の計画どうり3名で行なうこととし、屏風パーティーは徳沢

経由で下山していった。昨夜来の新雪で頂上へのトレースはすっかり消え、先行パーティ
ーの踏み跡がすこし先までのびているだけであった。6降の手前で先行パーティーに追い

っき、トップを交代する。6降は雪で蔽われフィックスロープはすっかり埋まり掘り出し

て使う状態であった。足場を作るたびに雪は落ちたが安定していたのでザイルは使用しな

かった。この判断は少しあまく時間を質す結果となってしまった。狸岩の下でセカンドを

待つがなかなか登ってこないので心配となる。ようやく2人が見え近づいてくる。河西さ

んから「松木君はもっと雪上技術を訓練してから登ったほうがよいのではないか」と助言

され、私としてもこれからのルートを考え今日の行動を狸岩までとするo後続の／く－ティ

ーを待たせてしまったので悪いことをしたと思ったが、そのパーティーも登ってくる気配

はなく苦戦しているようだ。6降下で順番待ちをしているパーティーの多いことを考える

と、暫く留って流れをスムースにしてから下降しようとさらに待つことにするoトップは

見えるようになったがセカンドはなかなか進まないらしく、ザイル間隔も短かいために長

時間吹きさらしの中で立ち止まっており、傍からみても気の毒なほどであった○こんな具

合だから待ちきれずに下ることにする。6降の取付は例によって多くのパーティーが待っ

ており我々3名は彼らの横をすり抜け足取りも軽く帰途に着いた。時間も早かったので徳

沢へ下ることもできたが北鎌パーティーとの交信ができないのでここに泊まることにする。

夕食に鰐を焼いたのだが、ダンロップのテント内はその煙が充満し涙はこぼれる鼻水はて

る、おまけに咳も激しくさんさんであった。河西さんは入口を大きく開けて新鮮な空気を

入れようと懸命であった。とにかくダンロップのテントで筋を焼くのはこれきりにしたい。

でも塵がおさまると焼けた魚に手を伸し、「この程度の焼け具合なら食べられる」とか「

もし心配なら俺が食べる」なんて言葉がでるから現金なものである。夜半には風も強くな

りテントが飛ばされる心配もあり眠れなかった。

2日は全パーティーが徳沢へ集結することになっている。正午近くまで北鎌との交信を

試みたがだめである。徳沢に着いた我々は仲間のパーティーを捜すがその姿は無く、小屋

番に尋ねるとすでに上高地へ向ったということであった。木村小屋には10人用の天幕を

預けてある。今夜は広い天幕で過せる。皆とも会えると思えは夕闇の上高地を田代橋の枚

へと急ぐのであった。
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昭和51年

「吹雪の北鎌尾根」

成　田　俊　夫

長い間、山をやってきた者にとって、山に対する考え方や、以後の山行形態を左右した

山行というのは必ず存在するはずである。私にとってはそれが何んだったかと思い返して

みると、やはり入会三年目の冬山合宿と云うことになろうか。

昭和51年の12月　29日、上島、池上そして私の3人は、朝5時に未だ真陪な葛温泉

からの道を東沢へと歩き出した。私は買ったはかりのガリビュールの二重靴を小脇にかか

え、スノーブーツで快適に歩いた。空は曇って小雪もちらついていたが寒くはなかった。

湯侯でデポしておいた荷を担ぎ足し、ずしっと重くなった荷を背にしてデブリがいたると

ころ発生しているトレースの跡をたどって干天へと向った。ワイヤーを張っただけのつり

橋を越え、地獄の急登が始まる。木によじ登り、あるいは四ツン這いになり激しい体力の

消耗を強いられた。足が上がらなくなり肩に荷が時間とともに喰い込んでくる。リーダー

だった私が一番先に音を上げた。青息吐息でやっとP2の頂上へ辿り着くと、雲の切れ間

に青空がのぞいていた。時計を見るとまだ三時をちょっと回ったところだったが、青空が

私達の気持ちを楽にしていた。「明日は晴れそうだし、ここからなら1日で槍は十分手に

入るから、今日はここまでにしようか」だいぶパテ気味の私を気遣ってか衆議は一決した。

狭いテントではあったか、明日への期待に陽気な雰囲気に充ちていた。だが、その時に見

た青空が、この山行で見た最初で最後の目にしみる青空であった。

翌朝、予測はみごとにはずれて横なぐりの吹雪になった。それでも別に躊躇もせずテン

トをたたみ槍へと向けて出発した。P5でのトラバースは、出発前に松見さんに聞いた通

り雪崩がでそうでいやな感じはあったが、一人づつ駆け足で駆け抜けた。祝界ほざかなか

ったが通いなれた尾根に少しも不安はなかった。迷いも焦りもなく11時には天狗の腰掛

へ達していた。体調快適、この分なら今日中に槍の穂は間違いなしと思っていたら、思わ

ぬ伏兵が行く手をふさいでいた。独標への登りの雪壁に女性を混じえだパーティーが、ザ

イル付きではりついていて全然登っていかない。道は一本。風をよけ1時間置様子をみて

いたが、一ピッチ登るのに1人が30分もかかっている。皆いらいらと寒さに足ふみをし

なから待ったが風も次第に強くなってきた。「これじゃ凍えてしまうよ。天気も悪化して

きたしここにテント張ろうか」私の提案に、2人はブツブツと上のパーティーに悪態をつ

きながらテントを張る準備を進めた。

大晦日も昨日と同様の天気で明けた。独標の登りはベルグラが部分的に着き、いやらし

くはあったかザイルは必要としなかった。昨日の連中にあらためて舌うちをした。独標上

の稜線はさらに風は強かったが、むしろ北鎌の厳しさと美しきを感じて心は高揚した。今

は幸福感に充ち、恐怖心、不安、雑念の一切を超えていた。これほど冬山の一時を心から

楽しんだのは後にも先にもこの日が最高であった。槍の穂を越え肩の小屋に入ると、天候

が悪いせいか暗い小屋の中に、人影はほとんどなかった。その夜は十分に場所を占領し、

ラジオから流れる紅白を聞きながら残り少ないウイスキーを分け合った。

昭和52年元旦。外へ出てみると天候は昨日にも増して荒れ狂っている。3人とも見合

わせた顔に不安はよぎったが先へ向けて小屋を後にした。大境を過ぎる頃には風も雪もさ
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らに強まり、どっちへ向って進んでいるかさえ解らなくなってきた。槍へと向かうパーティ

ーとすれ違うことで、ルートを間違えてないことだけは確認できた。中岳付近で、左へ大

きく屈曲する地点が判別できなくなってしまった。この山行で初めて不安が私達の心をと

らえた。行きつもどりつして、場所を確かめようとしているうち、下から登ってきた一団

があって、やっとその場所が確認できた。しかし、その頃にはもう5m先も見えない位の

猛吹雪となっていて、危険を知らせる虫が、私の心の中で暴れはじめていた。ここを動く

と危ない－。まだ行動しているパーティーはあったか私は決断した。「ここに雪洞を掘っ

て回復を待とう。ルートに自信がないし、人の跡はついていけない」池上は明らかに不満

そうだった。その顔にはまだ行けるゾと書いてあった。懸命に穴を掘っている最中にも、

何温かのパーティーが上へ下へと通り過ぎていった。その度、私の心は揺れた。「決断は

早過ぎたのだろうか。軟弱な判断たったのだろうか」未だ行動をしているパーティーにつ

いて行きたい誘惑に何度となくかられた。その度に、思いとどまるのに努力が必要だった。

3人がゆっくりと入れる雪洞に腰を落ち着けると、不思議と自分の判断に自信がよみ返っ

てきた。静かな雪洞の中で水をわかずガスの音が心地良かった。やがて夕闇せまるころ、

外でいくつもの足音がする。何事かと顔を出してみると、疲れきり惟俸した一団が吹雪の

中でテントを張ろうとしていた。別のパーティーも見える。先に我々の横を通り抜けてい

った一団である。聞くとやはりルートを見失なって引き返したと云う。この時私の心の中

でくすぶっていたものは、一気に消滅していた。我々の判断は間違っていなかった。3人

は雪洞の中で顔を見合わせると、ニヤリとした。その夜は雪洞の崩霞にそなえて交番で眠

りについた。

長かっだ夜が明け、天井の低くなった雪洞から這い出してみると、風は相変らず強かっ

たが視界は除々に回復していた。しばらく外を観察してから出発を決定した。恐ろしい程

の強風に、時には四ツン這になり、時には耐風姿勢で耐えて前進を続けた。岩影で風の弱

まるのを待ってほ、一瞬の弛緩を捕えて駆け出した。横尾尾根の下降路へ出た時、3人は

何んの迷いもなく、槍沢側へ飛び込んだ。当初の予定の、西穂までなどと云う気持ちは、

これっぽっちも残っていなかった。槍沢側へ一歩下りると、そこは天国のようだったo風

はピタリと止み、腰までの雪をかき分けるだけでよかった。横尾尾根のいつもベースキャ

ンプを張る地点まで来ると、3人はザックを投げ出し、がっちりと握手を交わした。腹の

底から笑いがこみ上げてきて、肩をたゝき合い、大声を挙げて笑った。振り返ると、束の

間見えていた穂高の稜線は、再び猛吹雪に閉ざされていた。

この正月、北アは三八豪雪以来の遭難があり、鹿島槍では10人を越える若者が雪の下

に眠ったと云う。
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昭和57年

「穂高台風合宿」
宮　下　　　悟

宮下と一緒に合宿に入ると必ず異常気象になる。そんなイメージを特に印象付けたのが

昭和57年度の夏合宿ではなかったか。西穂から槍ヶ岳まで縦走し、潤沢におりるという

予定で上高地を出発した時には、晴れ間がのぞき快適だった。メンバーは伊藤正徳・高橋

政男・太田恵子と私の4人。潤沢で高橋恭一・松木敏文と合流することになっている。初

日は西穂山荘までで、花火など楽しみながらゆっくりと過ごした。

翌7月　31日、朝は快晴で笠ケ岳がきれいに見えるが、天狗ノコルあたりで天気があや

しくなってきた。太田嬢ややパテぎみ。岩場にまだ慣れていなかった私が馬の背で立ち止

まると「休まず一気に進むぞ」見るとれ仏の正徳さん”の顔が険しい。何事かと不思議に

思いながら恐々通過すると、政が肩をつついて太田さんの頭を指差した。何と髪の毛が20

本、30本、天に向かって逆立ち踊っている。「急いで行くぞ」再び正徳さんの声。どう

やら雷雲の真下にいるらしい。我々は走りだしていた。登山靴の金具がパチパチ不気味な

音をたてる。気が付いたら典麗の頂上。正徳さんが仏の顔にもどっておりポッとする。サ

イテンを下り始めた頃からいよいよ雨。色とりどりのテントの中からノースフェイスを見

つけ感激の対面？をするも束の間、台風10号接近のニュースを知り、緊張する。

8月1日、雨。終日停滞。正徳さんのみ下山する。風が強くなり始めた為、テントの中

に石を運び込み9時前早々に消灯。テントが大きく揺れ、外では人の声がとびかっている。

少しウトウトしたら、松木さん達が「テントがつぶれた」と逃げ込んできた。時計を見る

と10時半、新品のノースフェイスが無惨な姿でたおれている。突風が吹き荒れ、もう寝

られる状態ではない。この時既に50張り以上あったテントの半数がつぶれ、次々と山小

屋に避難していた。エスパース内に5人が中腰ですわり、背中で突風にはためくテントをさ

さえる。ラジオから30分おきに流れる台風情報に、半はあきらめながらも真剣に耳を傾

ける。12時過ぎ、愛知県に上陸。風がさらに激しくなった。台風はスピードを速め、岐

阜県を縦断。我々のすぐ横にいる。風向きが刻々と変あり、少しずつ落ち着いてきた。テ

ントの中に5鋤近く水がたまり、変に寒い為コソロに火を着けようとするが無駄に終る。

みんなやるせない気持ちになり、目を伏せ何も言わない。台風情報だけがテントの中で音

をたてている。4時前には北陸から日本海にぬけ、なんとか無事切りぬけたが、寝ること

もできず朝の来るのを心待ちにする。ぴしょぬれの服がひどく冷たい。

8月2日、台風一過の快晴を期待するが雨の止む気配なし。明るくなってきたので外に

出ると5、6張りのテントしか立っていない。横たあるテントの群れを見て、昨夜の激しさを改

めて知る。残っているのはエスパースが多かっだ。下山を決定し、装備をまとめて出発する頃、

ようやく人の姿が現れ始め自分達の荷をかき集めていた。相変らず降り続く雨の中を走

るように下る。横尾も徳沢も避難した山男山女でごった返していた。連絡をとりたいが電

話は長蛇の列。上高地一沢渡間不通、復旧の見込みなしの情報が入る。徳沢を過ぎる頃に

はいくらか身体も暖まり、安心感の為か景色を楽しむ余裕がでてきた。上高地に昼過ぎに

着く。運のいいことに沢渡までの道が通じ、グチョグチョいい続けた登山靴をぬぐことが

できた。
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昭和55年夏山合宿

「穂高縦走」
東　通　佳　代

市川寛一・西沢夏子・裏道佳代

8月3日（豊後暗）午前5時、市川さんの車で上諏訪を出発。沢渡へ駐車し、タクシー

で上高地へ向う。私の寝ぼけ眼に、初めて間近に見る穂高速性が大きく映り、しばらく立

ちつくす。

8時、梓川の清流を左手に眺め歩き出す。先に入山している人達へのお土産のスイカが、

やけに重い。

11時、横尾山荘へ到着。登り鼓の歩き初めは苦しい。やがて、足音と呼吸が一定のリ

ズムを刻み出す。屏風岩の見える場所で小休止。昼食代りに生のキュウリをかじる○市川

さんが黙って自分のキュウリをさし出してくれる。暑い。ナナカマドの白い花がまぶしい。

やっと潤沢へ着く。曖い笑顔と熱いコーヒーが迎えてくれた。ここで西沢さんが加わり、

明日から3人になる。星が光り出す頃、あちこちのテントから歌声が流れ出したo

8月4日。午前4時起床。はっきりしか、天気、北穂高南陵を登り出す。小雨の中で小

さな光がゆれている。9時半、北緯山頂へ到着。槍ヶ岳が大きく見える0　5分程して潤沢

岳へ。雨の為に浮き石が多く、一歩一歩慎重になるo

洞沢岳、穂高岳山荘、奥穂高岳、雨はますます強くなるoつり尾根はすっかり視界が閉

ざされ、風も強くなってきた。頭の中につり尾根の写真や地図が浮かんでくるo

午後3時、前穂高山頂へ到達。テントを張り中へ入れば、もう●そこは別世界であるo夕

食をすませ外へ出ると、雨も上がり山のあちこちに灯がともり出したo遠くに見える灯は

松本だろうか。

3，090肋の寝床は背中が痛かった。

8月5日。昨日の雨が嘘のような夜明けだoそっとテントを出て、日の出を待つ。寒いo

空気がぴんと譲りつめている。八ヶ岳、富士山、南アルプス、鹿島槍……しだいにその姿

がはっきり浮かび上がってくる。陽が昇った。全身に陽光を浴び深呼吸o

「体じゅう、透きとおるようだね」

と、西沢さん。3人ともしばらく景色に見とれるo

午前6時、重太郎新道を下る。雨のせいかだいぶ道が荒れている。途中1回転して、ハ

ィ松の中へころがり、ビヤリ！岳沢ヒュッテまで下ったら、また雨が降り出した。明神

池を経て徳本峠へパテてふらつきながら歩く。峠の宿は人影もなく、薄暗い小屋の中で、

27－28才の女性が1人で絵を書いていた。峠を30分程下った場所にテントを張るo

夕食はそうめん。雨の中そうめんを冷しに沢とテントを往復する。暖いテントの中で一息

っく。川の音が強くなる。夜が更けるまで、3人で歌い続けたo

8月6日。ついに下山、急に下界での様々な事が思い出されるo

岩名田小屋まで5時間程、沢に沿って下る。小さな流れがいくつも流れこんでしだいに

lIiは大きくなっていく。流れがゆるやかになる頃、島々谷二俣へ着いたo

ジャリ道の島々谷を陽に照らされて、タラタラ歩く。楽しかった山行も終るo今まで遠

くから見つめるだけだった穂高に、私は一歩近づけた〇
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昭和57年
「燕岳から常念、蝶ケ岳」

小　平　民　子

昨年（S57年）の8月19、20、21日に北アルプス、燕岳から大天井岳、常会、

媒ケ岳のコースを縦走した。中房温泉から燕山荘までは以前に友達と登ったことがあり、

その時は大雨で何も見ることができなかった。また、あれほど立派な山荘でもその夜はひ

どい雨漏りで傘をさして寝たほどだった。そして、次の日も天気が悪く、そのまま下山し

てきた。

そのことがあってから私の心は是非もう一度北アルプスへ行き、槍、穂高を見たいと思

っていた。それで、一緒に行ってくれる人を捜したのだが見つからず、こうなれば一人で

行くしかないと思いこの山行を計画した。初めての一人山行で、行く前はとても不安だっ

たが実際に山にはいってみると心配したのかはからしく感じ、自分の思うままに山を歩い

て最高の気分だった。

第1日目は中房温泉から燕山荘まで。時々小雨が降る曇りの天気だった。お盆休みが過

ぎたにもかかわらず、大勢入山しているのには驚いた。11時に中房温泉を出て、その日

のうちに燕山荘まで行けはいいのだから特に急ぐ必要はない。しかし、私の足はなんとな

く速くなってしまった。そして、知らない人から、「ちょっとピッチが速いよ」なんて声

をかけられ、思わず何て声を返したらいいのかこまってしまった。それでも私は少し急ぎ

足で登っていった。山荘があと少しというところまで来ると今度は登ってしまうのかもっ

たいなくてしばらく休んでいた。そこへ5才ぐらいの男の子を連れたおとうさんが登って

きた。その後におかあさんが来た。この時の親子が常会小屋でまた会い、とても好感の持

てる親子だった。おとうさんが子供に昔話をして、おかあさんはスケッチをしていた。も

う雨は上がり、懐かしの燕山荘が見えてきた。中にはいると、部屋はほとんどいっぱいの

くらい人がはいっていた。話をきく人はみんな「明日は槍へ行くんだ」という人はかりで、

私も槍へ行ってしまいたくなった。山は初めてと言う人が立派なザックや靴などしっかり

山の装備を揃えて槍へ行くんだというのだからうらやましくなってしまう。

2日日。4時を少しまわった頃外へ出てみるとうっすら明るくなり、槍ヶ岳の様な影が

見えてきた。「もしかしてあれが槍ヶ岳なのかな」と半信半疑で見ていた。しだいに明る

くなり槍ヶ岳だとはっきり認めた時は、もう一度来て本当によかったと思った。その日は

朝から快晴。八ヶ岳、南アルプス、中央アルプスがはっきり見え私一人だけで見ているの

かもったいないくらいだった。（もちろん回りには大勢人はいたが）この感激をその場で

声に出して言えないのか一人で来て少し辛いところだった。

5時に燕山荘を出て、燕岳まで往復した。立山、剣、針ノ木連峰がとてもきれいだった。

そして、このまま山を下らないで向うの薬師、立山の方まで行ってしまいたくなった。そ

の日は、槍、穂高連峰を一望に大天井岳から常会小屋へと向った。大天井岳までは槍へ行

く人達で道はにぎやかだった。しかし大天井岳を過ぎてからは、急に静かになり、私の前

後はほとんど人はいなかった。大天荘まで来ると槍はいっそう私の目の前に迫ってきた。

しばらく休んで雲の動きを見なからシャッターチャンスを待った。なんてのんびり山行だ

ろうと、充実感に浸りながら常会小屋へと向った。
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東天井高付近に残雪があり、すぐ手のとどきそうなところなので思わず近よってみたく

なったが、それまでだれも足を踏み入れた様子がなかったので、そのまま静かに目にとど

めておくことにした。

常会小屋に着いたのか11時。途中、あまりにも早く着きそうだったので媒ケ岳まで行

ってしまおうかと思ったが、そうなるとまた4時間も歩かなければいけないので今日はこ

こでのんびりすることにした。

私のあとから一人の男の人が来て、彼も今日常会小屋へ泊るというので少しおしゃべり

をして時間をつぶすことができた。時間をつぶすと言ったら失礼だ。彼の話は意外におも

しろかった。20代の後半らしいが、まだ医学部の医進の学生だというのでおどろいた。

それまで何年か外国へ行っていたらしく、その時の話をしてくれた。

常会小屋では7、8人が同じ部屋に泊った。その中で私も入れて3、4人がやはり一人

で来ていた。女の人でも結構一人で山に登っているんだなあと思った。その中に、私より

年下ではないかと思われる人でティパックでジョギングシューズで来ていた人がいた。そ

んな軽装なのに今日が2油日だと言っていた。

翌朝はできるだけ早く出ようと思い、朝食をキャンセルし、はりきって4時に起きた。

外はまだまっ暗。しかし、すぐに明るくなるだろうと思い、小屋で知り会った友達に見お

くられ出発した。しかし、キャップライトで照らしてみるものの道がわからない○　しかた

ないので少し明るくなるのを待とうと思って小屋にもどった。すると、2人のパーティー

がちょうど登るところだったので一緒に登ることにした。

途中、少し雨が降り出したがすぐにやみ常会岳の頂上に善いたらこの時もまた槍、穂高

連峰が美しく現れてくれた。槍をバックに写真を撮ってもらい、●朝食をとったoそこで‾

緒に登った人達と別れ、一足先に蝶ケ岳へ向った。

この時からガスが出はじめ、稜線からは何も見えなくなってしまった。途中少し道から

はずれ目じるしが目にはいらなくなった時があった。この時初めて一人でいることの心細

さを感じた。しかし思いきってひきかえすとやっと目じるしか目についた。そして少し歩

き始めた時、ブロッケン現象が目にはいった。小屋で会った友達と、「まだブロッケン現

象を見たことがないんだ」という話をしたあとだったので、これがブロッケンなのかとう

れしくなってしまった。急いでザックからカメラを出し、自分の姿を写した。

この日はほとんど曇でだんだん遠ざかる槍に別れを告げ、ただひたすら歩いて蝶へ向っ

た。蝶槍に着いたのか9時、少し休憩してから出発し、蝶ケ岳ヒュッテに着いた。お金が

あれはもう一泊していきたくなるほど静かでいいところだった。蝶ケ岳ヒュッテでしばら

く休憩していると私のあとから30才ぐらいの男の人と出会い、やはり徳沢へ下るという

ので一緒に下ることにした。ところがその人はものすごいスピードで下るので私はついて

いけず一人で行くと言ったら、スピードをゆるめてくれた。

しかし、それからがもっといけない。知らないうちに道からはずれ、薮の中にはいり込

んでいた。そして、道なき道をやっとの思いで下るはめになってしまった。その人はこれ

からまた西穂山荘まで登るといって徳沢で別れた。私は徳沢で30分ぐらい休んで上高地

へ向った。するとどうしたことかさっき別れたはずの人とまた出会った。話をきくとなん

とまた道に迷ったと言う。もう元気をなくし今日は帰ることにしたと言う彼にあおれみを

感じてしまった。
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※　　　　　　※　　　　　　※

この夏、常会小室で知り会った関西の彼女からはがきをもらった。今年は針ノ木一笠ケ

岳まで一人で歩いてきたという。また、8月の下旬に太郎一槍、穂高を予定していると書

いてあったがどうであったろうか。

私もいつかまた北アルプスを縦走したいと思う。

昭和56～57年冬山合宿

「横尾尾根から槍ヶ岳まで」
松　沢　清　美

槍ヶ岳は、北アルプスの代表的な山です。82年冬山合宿は橋尾根から槍ヶ岳往復という

ルートでした。クライマーならたぶん一度はいってみたい山で、冬山といえは難度は高い

山ではないでしょうか。

メソ／く一は、CL北原・SL松木・岩尾・小坂・宮下・高槻・高槻・松沢以上8名

です。

コースは、BC出発→稜線一十肩の小屋一十槍ヶ岳山頂でした。

82年のお正月は、冬山という未知の世界で迎えることになりました。入会して3ケ月正

直いってずいぶん迷いました。でも年令を考えると「今年しかない．／」そういう思いが先

になり、また誰も、「止ろ」とは言ってくれないので無茶をしょうちで合宿入りを決心し

ました。でも、行くからには、他のメンバーに迷惑をかけられません。早朝のランニング

をしてその日まで不安と期待で小さな頓？）を一杯にしていました。

そして山頂に立てた時、折しも雲が切れ雲海の上の太陽とまっ青な空をみて、今まで見

たどんな空よりも青く美しく感じ思わず涙ぐんでしまいました。「感動」とも言えろ景色

でした。本当に自分自身が素直になれたのです。

私は本当に幸運だったと思います。天候に恵まれ時に恵まれ、メンバーに恵まれて。一

人では絶対に、できなかったことです。メンバーの一人一人に、チーフリーダーに心から

感謝しました。

それは、82年1月1日のことでした。「まだ若い。まだ何かできるそ。今年はいい年に

なりそうだ」そう思えたのです。

昭和57～58年

「冬　山　合宿」
河　西　和　雄

1982年12月30日、午前4時30分、いつもの様に荷物をザックにつめる事から私

の冬山合宿が始まる。今日は、正徳さんが家まで迎えに来てくれろ事になっている。20

－30分位の奮闘の未、どうにか荷物をザックにつめ込んだ。5時20分、前日打ち合せ

た時間正確に車の止まる音がする。重いザックを引きずりながら表に出る。冬の冷たい月

の光が霜で真白になった家々の屋根を寒々と照している。まだ夜の明けぬ町の中を他のメ

ンバーと待ち合せの場所へ向う。時間どうりに待ち合せの場所へ着いたが他のメンバーは、

まだ来ていない。15分、20分と時間は過ぎて行くが、なかなか来ない。これでいつも

ー21－



のペースにもどったわい。と思うが30分も過ぎると、「あの野郎どもめ．／」と腹が立っ

てくる。それを過ぎると、「いつか来るらあ」と、あきらめた。スキーを積んだ車が何台

も通り過ぎて行く。遅れる事1時間、ようやく見覚えのある車が来る。もうすっかり明る

くなってしまった町を走る。晴ケ降を越え、戸台に向う。8時15分、雪のほとんど無い

戸台に着く。雪が無いので、河原まで車を入れる。車を降りるなり私は岩尾君に向って、

「テメエ．／1時間も遅れやかって、またおそくまで、酒でも飲んでいたんだろう．／」と、

そしたら返ってきた返事がいい、一言二言、言訳した後「ああ、こんなおじんだけの合宿

じゃあ来るんじゃあなかった。おれ、帰るかナアー」だと、まったく歌の文句じゃねえが、

「バカ言ってるんじゃないよ」私は、次のおころ言葉が出て来ない。それでも少しは、

申し訳なさそうだった。8時30分、台風で荒れていると聞いていたが、さほどでもない

河原を縦走のメンバー、高橋㈱、松木、岩尾、私、それにリーダーの伊藤の5名で、北沢

峠に向う。今日の合宿は、その他に、田中、高橋の、の2名が岳沢を登り、仙丈岳で縦走

隊と合流、太田、小松、の2名が2日から入山する事になっている。ダムの近くになると

やはり道がかなり荒れている。ダムの右岸を、はしごで乗りこえる。以前、左岸について

いた林の中の道は、大きな石の河原になってしまっていた。出発の時に比べ大部口数も少

なくなりだした11時15分、丹渓山荘に着く。計画書を出し、昼食後の12時30分、

雪がチラチラ舞い始めた中を歩き始める。1時間も登った頃だろうか、岩尾が、二日醇か、

本人は、風邪だと言っているが、すい分調子が悪そうだ。「厳冬期のヒマラヤに行こうと

言うやつが北沢峠あたりで動けなくなってどうする」とひやかされながら、「ゼーゼー」

と息をしなから登る。3時頃大平小屋に着く。小屋のおばさんと、お茶を飲みながら20

分位話をし休んだ。3時50分北沢峠に着く。道路の上は、ぎっしり下の方まで、テント

がならんでいる。数年前の合椿の時より大部多いような気がする。もう少し先に行くのか

正徳さんは、まよっているようだったが、今日は、ここまでとする事になった。4時を少

しまわったところだ。テントを張り小屋にビールを買いに行った。高橋が、「小屋に会員

の宮下斬）がアルバイトをしている．／」と大きな声をしなから掃って来た。「夜、一緒に飲

むから来るように言ってきた」との事。官下って、どんなやつだったかナ一。と思い出

せない。昨年の冬山合宿で横尾尾根にいたと閑いたがあまり記憶にない。夕食後、飲んで

いると、「今晩あ」と宮下が来た。「入って一緒に飲もう」と声をかけると、意外な返事

が返ってきた。「小屋の者ですが、テント代を下さい」と、一瞬それぞれの顔を見合せ、

言葉が出ない。宮下君は、テント代を受け取り顔を見せずに帰って行った。なんてトンマ

の野郎だ。見逃がしてくれればいいものを、それとも、こんな考えをするやつがトンマか

ナ。でも彼は、水をくれたり、最後の日には、酒を差し入れてくれたり色々と便宜をはか

ってくれた。

12月31日、4時30分起床、7時30分出発。1時間半径登ると、後の方に甲斐駒、

仙水峠にアサヨ降、鳳回、左方にこれから縦走して行く北岳があの三角の形をして朝日に

輝いている。あそこまで行くのか．／　と思うと、やけに遠くに見える。一息入れていると

あとから登山者が切目なしに登って来る。天候が良いせいかすごい人だ。10時半頃樹林

帯をぬける。三千Mの稜線だけあってつめたい風がかなり強くふいている。標識用の竹を

持っている手がどうにも冷たい。ここで径ケ岳の根っこにある家に帰っている高橋の君の

カミさんとトランシーバーで交信するが雑音と混信でほとんど聞き取れない。12時30
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分、大にぎわいの頂上に着く。ここでは、径ケ岳の根っこと明良に交信できる。田中パー

ティーとは、まだ連絡は取れていないようだ。こちらからも、田中、高橋を呼び出すが応

答はない。1時少し過ぎ、大仙丈に向って出発。始めの期待は見事にはずれトレールはま

ったく付いていない。仙丈岳までは、あんなに大勢いたのに、やっぱり馬毘尾根はその名

のとうりの人間しか通らないのか、まして冬だしナア。それでも下りだし雪も少ないし快

調に合流地点の大仙丈の頭に着く。まだ人の登ってきた気配はまったくない。トランシー

バーで呼びかけたり、谷に向ってコールをして見るがどこからも応答はない。二人の食料

をデポレ赤い旗を立てる。ここまで食料をかついできた高橋が荷が軽くなると、うれしそ

うだ。もう2時過ぎるのにまだ連絡は取れないし、私達がこのまま先に行ってしまって良

いものか迷う。吹きざらしの稜線で待つ事1時間半、開放してあるトランシーバーによう

やく高橋のの声が飛び込んできた。皆は、ホットする。必要事項を伝え、私達は先に行く

事にした。下に下る程雪が多く、雪の下のハイマツに足を取られて歩きにくいが、それぞ

れが、俺がトップで行くとはかり飛ばして行く。ハイマツ帯を抜け、樹林帯に入ったとた

ん腰までのラッセルになる。10M位進むともう一歩も進めない程苦しくなる。こんなす

ごいラッセルは、何年振りだろうか。もうおれには、若い時のような体力も気力もない。

すぐ次の人に交代してもらう。こんなラッセルを40－50分間も続けただろうか。リー

ダーが「どこかテントでも」と言うか言わない内に皆一斉にザックをドサリとはうり出し、

その場で足踏みをして雪かためを始めてしまった。これには、正徳さんも、あきれ顔で苦

笑していた。リーダーとしては、この雪では、明日からの事が心配になったのだろう。二

名でテントを張り、残り三名で明日のためのラッセルをする事にする。夕暮迫る中を、伊

藤、松木、河西でラッセルを始める。荷物がないせいか、先程より沈まない。それでもヒ

ザの上位まである。交代でラッセルしながら進むうちに、私はしだいに遅れだす。なんと

かついて行こうとするが、空腹のためかどうにも力が入らない。先頭の二人は、ピッチを

上げ薄闇の林の中に見えなくなってしまった。私は、すきっ腹をかかえヨタヨタと二人の

後を追う。何回も引き返そうと思ったが、一人でも多く通っておいた方が明日重いザック

をかついで通るのに楽のような気がしてガン／くル。もうすっかり暗くなりトレールのあと

も良くわからない。電池も、持っていないのに、二人はどこまで行ってしまったのか。私

は、大声でコールしてみる。かすかに下の方から返事が返って来た。ホットして二人の来

るのを待つ。ザッザッと雪をけり、荒い息使いをした二人と思われる黒い影が登ってきた。

まるでいのししみてえタ。今まで気がつかなかったが太陽が沈んだ西の空が赤紫色に染り

その中に中央アルプスだろうか黒い稜線がくっきりうかび上り、空の色を一層引きたてて

いる。山に登らなければ、見られない光景だ。三人並んでしばらくこの景観に見いってい

た。やがて、すべて闇の中に溶け込んでしまった。暗闇を煽りかけ、一瞬ギクリとする。

東の黒い尾根の頭に、いつの間にか、カマボブ形のテントが現われた。それも、いやに明

るいテントだ。いやテントに見えたのだ。しばらく見ていると、どうもタンタン大きくな

ってくる様タ。なんと月がでてきたのだ。突然近くに現れた月に、すっかりおどろかされ

た。大きな月が出て、林の中の帰り道を賭してくれる。休み休み最後には、はいずる様に

テントに帰り着く。6時50分頃だった。熱いコーヒーを出してくれる。実にうまい。テ

ントを張るのに二人だけで苦労したようだ。今夜は、1982年最後の日だ。この日のため

ビンのまま持ち上げたウイスキーを出す。八時交信で、田中、高橋が無事、仙丈の頂上で
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ビバークしているとの事だ。これで明日から二人が加われば、ラッセルもらくになると皆

菖こぶ。が、世の中そんなに甘くはなかった。二人は始めの計画を変更して、明日下山し

たい様だ。リーダーがいっしょうけんめい説得するがどうしても下山しだいと言う返事だ〇

二、三のやり取りの後一方的に応答がなくなってしまった。

1月1日、5時起床、起きるなり、リーダーが「おれが起こさなければ皆知らん顔して

いつまでもねている」とプツブツ言っている。7時30分北岳頂上から陽が登って来た。

出かけにトランシー／く－を入れてみる。高橋敏）がこちらを呼んでいる。昨夜は、チャンネ

ルがずれてしまったとの事だ。リーダーが下山了解の返事をするが、声と顔の表情がすい

分ちがう様な気がする。それでも岩尾が縦走してくる様に執ように迫っている。「こちら

岩尾だけれど、このラッセルには、どうしても若い二人の力が必要です。是非縦走して来

て下さい・」「こちら田中です。すみません下山させて下さい」同じ内容を2・3回く

り返す。最後には、「おめえ達は、この年寄りだけのパーティーをこの雪の中に見捨てて

行く気か．／見殺しにする気か．／」と声かれんばかりに絶叫している。二人の下山は絶対

動かないとわかったのに、まだ何か言いたそうに、未練あり気にトランシーバーを抱いて

いる。前日ラッセルをした道を40－50分で下る。これからは、重い荷物を背負ってラ

ッセルを始めたが昨日より雪が少ない様だ。交代でかなり早いピッチで進む。前日は、空

腹のため、午後になってすい分つらい思いをしたので早目に間食をする。行動食は、あま

り腹がすいてしまうと少しばかり食べても効果がないような気がする。9時半頃には、今

日一日の行動食を食べつくしてしまう。ラッセルには、エネルギーがいるようだ。明日は・

稜線に出られそうだしそうすれば、ラッセルがなくなるから明日の分を食べてしまっても

いいナ．／と考えながら自分にまわってきたラッセルをこなすoこのあたりかなりの倒木

で目印のテープをさかすのに苦労する。この馬鹿尾根の樹林帯には、必ず5M～10Mの

間隔で　テープの目印がついているが、こんな長い尾根によく付けたものだ、と感心した

り、感謝しつつテープを見つけながら進む。やがて伊那荒倉岳とブリキに書いて、木に打

ちつけた道標を見つける。樹林帯の中で頂上という感じは、まったくない。この頃から、

ラッセルの疲れが出始める。岩尾に嫌味を言われる。「代わる、代わる。と声があるが本

人がなかなかついて来ない」と、それもそうだ、追いつこうと思うがなかなか追いつけ

ないのた。北岳は、まだまだ遠い。その時下の方から人の声が聞こえてきたような気がし

て立ち止まった。しばらくすると、三人のパーティーが登って来た。もう、これでラッセ

ルはしなくてもいい。飛びあがらんはかりだ。でも中には、これまで撚えてやっていたも

のがなくなると残念がっているやつもある。しばらく進むと、展望のきくピークに出る。

一休みしまうとしていると、ラッセルの道があくのを待っていたかのように、7、8人の

パーティーが後から登って来た。もっと早く追いついてくれれは良いものを。と少しうら

めしく思う。同じ場所に休む。今朝仙丈を出てきたと言う。我々が一日以上かかって来た

所を、半日もかからず来てしまったようだ。ラッセルがあると数倍の時間が余分にかかる

ようだ。私達が先に出発したが、途中で追いこしていった。塩見まで行くという、名古屋

山岳会だといっていた。

野呂川越えを過ぎるあたりから、高橋のペースが少し落ちてくる。テントを背負ってよ

くがんばっている。4時少し過ぎ、三峯岳の直下で今日の行動を終る。追い越して行った

パーティーが三峯岳を登って行くのか見える。今日は、どこまで行くのかなあ。今日で三
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日日、もうあまり歌もでなくなったが、それでも9時頃までさあいでいる。夜中に正徳さ

んの声に目をきます。「胃が痛い」とかなり苦しそうだ。正徳さんが痛いと言うからには、

相当なのだろう。どうしていいかわからないから、すみにねていたのを私の場所と交代し

たり、カイロで温めてみる。私の頭の中は、このまま痛みが続くようなら、どこを下山す

ればよいか、北岳を登って下山するには、あまりに遠いし、来た道を引き返すには……。

といろいろな考えがかけめぐる。時間がたつにつれ少しずつ良くなって行くようだ。この

まま、良くなってくれと祈る。

1月2日、4時半起床、正徳さんの胃痛もほとんど治ったようだ。昨夜は、小さい声の

やり取りで誰も知らないと思っていたが、皆知っていたようだ。それにしても治ってよか

った。7時半三峯岳に向って出発。途中、会の写真展に出す写真を取ろうと皆さかんにシ

ャッターを切る。三峯岳の登りは、急な雪面を登り、さらに雪と岩の急峻な所を直上する。

この縦走の唯一の緊張した登りになる。9時頃頂上に着く。間の岳と農鳥岳の間に富士山

が近く大きく見える。仙丈岳が2、3時間も歩けば行けそうな近さに見える。この場所で

八ヶ岳に今日から入山した。成田、宮下㈲、又北沢峠に入山した小松、太田、両パーティ
ーにトランシーバーで呼びかげろが応答はなかった。ここから40分位で、問の岳の頂上

に着く。今まで風があまりなかったのに、頂上は、冬の稜線の冷たい強風が氷雪を吹きあ

げてくる。風は強いが遠く戸隠、妙高ま一で見える。雲一つ無い快晴だ。休けいの後、目の

前に迫る北岳に向う。途中何人もの単独の登山者にあう。こんな深い、しかも冬の山によ

く一人で来るものだ。組織に入って、山に登ろうという人が少なくなって来たようだ。最

も今の山岳会とか、協会のものの考え方では、やめる人はいても、進んで入ろうなんて人

は、いなくなってくるのではないか。山に登るのが好きだ、だから山に登る。それでいい

ではないかと思うが？11時中白根に着く。下に北岳小屋の赤い屋根が見える。雪が少

なく11月頃の初雪の山に来ているような錯覚をする。ところどころ莫逆に近くアイゼン

で砂ほこりを巻きあげながら、12時半北岳頂上に着く。ここにも単独で登って来た人が

いた。写真を撮ってもらったり、タバコをたかったりして話を聞くと、奈良田からタクシ

ーで入り吊尾根を登って来たとの事だ。奈良田の方からの林道は、通れるようだ。30、

40分の休み後、小太郎尾根を下りだす。後で大声がするので振り返ると誰かピッケルを

まちかえたらしい。自分のピッケルを見てピックリ．／　自分が持っているピッケルは、ブ

レードのビカピカのピッケルではないか。単独者のピッケルとまちかえたらしい。「そう

やって、山の装備を新しく　してくるんだろう」と会の連中がうるさい。冗談言っちゃいけ

ないよ、こんなピカピカのやつより何年も付き合ってきた自分のピッケルの方がはるかに

大事ですよ。と思うが。タバコはたかるし、ピッケルはまちがって掠ってくるし、なんて

立ちも座わりも悪い連中だろうと思った事だろう。肩の小屋は、冬期も使用できるように

なっているようだ。小屋を過ぎるあたりから、下りの傾斜がかなり急になる。クラストし

た雪にアイゼンが良くきくが一寸ちゅうちょしているとリーダーがどんどん下る。二、三

百M位下に御池小屋への分岐点の白い道標が見える。2時八ヶ岳のパーティーにトランシ
ーバーで呼びかげろが応答はない。これで広河原に下ってしまうので今回の北岳一八ヶ岳

の交信はできないようだ。分岐点に着いて驚く。雪が少ないのでは？と思っていた草す

べりの斜面が急な真白の雪面となって下の樹林帯まで続いている。正徳さんは、この斜面

を見ただけで下ろのをあきらめたのか、ほかのルートをさがし歩いている。私は、この斜
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面をザイルをつけて百Mはかりトラバースぎみに下り、ブッシュの少し出ている所に出れ

ば下れる様な気がする。5、6歩トラバースして見る。下のかたい雪の上に15センチ位

のサラサラの雪が乗っている。ヤバイかなと思うがザイルを出す様に岩尾に催足する。彼

はザックの上に腰をかけてニヤニヤ笑っているが、目は、おれは死んでもここはおりない

そ．／と言っている様だ。なぜかこの時は、彼の考えている事が良くわかった。これで、

私の下れると思う気持ちは、完全になくなってしまう。分岐点の道標からさらに小太郎尾

根を、2百Mはかり下った所から、ハイマツの尾根が下の樹林帯までのびている。リーダ
ーは、少し迷った様だがこの尾根を下る事にする。かなりの傾斜だが、クラストした雪は、

パリバリ音をたてて割れアイゼンが下のハイマツまでくい込む。雪が多け九は、この尾根

も当然使えないだろう。樹林に入ると族までのラッセルになるが、下りだから、たいした

労力はいらない。南斜面は砂ほこりがたっていたのに、えらく違うものだ。右の方に右の

方へとルートを取りながら下る。4時少し回ったところで平らな所を見つけてテントを残

る。深い樹林の中だが、ルートから、はずれたという心配は、まったくない。8時頃皆そ

うそうにシュラフに入る。私は、まく　ら元に置いたロウソクの炎を、ポシャリながめなが

ら、ラジオから流れてくる歌を聞いている。今夜も風一つない静かな夜だ。そういえばあ

の冬山のゴウゴウうなりをあげる風の声を一度も聞いてはいない。

1月3日、4時半起床、7時半出発、倒木の中をラッセルしなから20分位下ると小屋

に水を引いていると思われるビニール管が通っている。さらに15分位下るとナ夕日とそ

れにしっかりした橋があり、莫逆とわかる所にでた。今までは、下るだけのラッセルだっ

たが莫逆は、かなりトラバースしているのでラッセルが苦しい。裏道なんかに出るんじゃ

なかったと皆でぼやく。下におりるにしたがって雪が少なくアイゼンがガツンガツソ石に

当って歩きにくい。9時頃人の気配はまったくない寒々とした広河原に着く。吊橋を渡ろ

うとして河原に出てびっくりする。吊橋は、土台が根本からくずれ、折れて、ちふうビス

ペソ台のように、空に向って折れまがり何か、人間どもは、絶対に通さないそ。とでも言

っていろようだ。どこか流れの少ない所はないかと、1時間近くもウロウロする。この冬

の川に入って渡ろうと、クツをザックにいれたやつもあるが、流れの少ない所をようやく

見つけ、対岸に渡り、土手をはい上り林道に出る。林道は思っていたほど雪がなく奈良田

の方から上ってきた車だろうか、輪たちがついている。10時半、北沢峠に周って歩き出

す。かなり早いペースで歩く。何という橋だったか忘れたが、ここで車の輪たちは完全に

消えてしまった。くつがもぐる位の雪がある。ここからかなりの登りになっている。林道

の広い道のラッセルも楽ではない。少し登った所で一人で下りてくる人が見える。これで

少し楽になれると思う。12時半少し回った所で赤い橋の北沢橋に着く。以外に早く着い

た感じだ。ここまでくれはパスで、7、8分の所。30－40分歩けは十分北沢峠に行け

る様な気がする。でもこれが大きなまちかいだった。歩き出してから30分、今まで続い

ていた自動車道が急に何かが切って持っていったかのように、30同位後かたもなく消え

ている。長い年月と膨大な費用を使って作った道だろうに、自然は一瞬のうちに破壊して

しまったのだろうか。このなくなった道を見ていると自然を破壊しつづげろ人間に、何か

警告でもしているようだ。道の左佃に、わずかに残った氷りついている石がさの上を慎重

に対岸の道に渡る。歩けど歩けど道は沢にそってのびて行く。松木君が雪をけり上げ、何

かを追うように飛ばす。私は遅れ凄いと必死に後を追う。だんだん皆がバラバラになって
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行く。少しペースを落そうと声をかける。返事はあるがペースは少しも落ちない。丁度、

小松パーティーとの交信時間になる。私は、このペースでは、北沢晦まで持たないと思い
一人自分のペースで歩き続ける。さっきから、のどがカラカラだ。丁度良い沢を見つけ、

ザックを投げ出し沢に顔をつっこんで水を飲む。休んでいると例によって松木君が雪をけ

り上げ、すごいピッチで登って来る。小松パーティーと交信ができて北沢峠にいる様だ。

そこから10分位登ると沢から道がようやく離れ、樹林の中に真っすぐに登っている。よ

うやく北沢峠だ。もうほとんどテントはなくなって入山口の、にぎわいはうそのように静

まりかえっている。峠では、小松、太田の二人が手を上げて待っていた。小松君かあ……。

なつかしい顔だ。町にいる時は、よく顔を合せるが、山で見る顔は、もう何年振りだろう

か。まだ若き日、今は亡き松見達と山々をかけめぐっていた時が思い出される。少し遅れ

岩尾、テントを背負って頑張った高橋、正徳さん達を握手で迎える。今夜の宴会の酒を下

の大平小屋まで岩尾が買いに行く。新しい顔も増えた事もあって12時近くまで大きわざ

をして楽しい合宿最後の夜だった。それにしても回りには、まだテントが残っていたのに、

よく苦情がこなかったものだ。

1月4日、5時半起床。今日も快晴だ。これで山に入って6日間も晴天が続いた事にな

る。ゴミの撚え残りと、山のような酒の空ビンを持って、7時半下山を始める。晴天続き

だったので、ぬれている物はなし、町に早く帰りたいという事でもないだろうに、1時間

近くで丹渓山荘まで下りてしまう。河原は、入山日に比べ踏み後がしっかりでき歩きよい。

大粒の雪の結晶が朝日を受けて、河原じゅうがキラキラと光ってきれいだ。ダムの少し下

まで乗り入れた、小松君のジープに全員のザックをつめ込んで、まるで春にでもなったよ

うな暖かい河原をそれぞれ戸台に向い1982年の冬山合宿を無事おえた。

昭和58年5月1日～5日

「春山スキー行、鳥海山」
斉　藤　和　審

日時　58年5月1日－5日

記録　5月1日　茅野（12時）一一の関（23時半）

5月2日　一の関（7時）～いちかがみ乎（10時）－栗駒山頂（11時半）～いわか

がみ平（12時半）～鳥海山祓川ヒっLiツテ（23時）

5月3日　蔽川ヒュッテ（8時）～鳥海山頂（11時）～蔽IIIヒュッテ（13時）～湯

殿山神社（18時）

5月4日　湯殿山神社（8時）一志津（10時）－湯殿山頂（12時）一志津（13時）

一歳主戦々湯（19時）

5月5日　峨々湯（7時）～茅野（18時）

長い間温ためていた鳥海山スキー行の機会を得て、雨のメーデーの街を車で出発した。

太平洋側から栗駒山塊を越え、秋田側から鳥海山を往復し、日本海側を南下して出羽三山

の一つ湯殿山を登ろうというのが今回の予定である。

正午に茅野を出て国道18号から高崎を経て東北自動車道古河インターをめざした。予

想されたことではあるが、運休の幹線道路は車のラッシュで遅々として行程ははかどらな

い。東北道に入った時はすでに19時をまわっていた。あとは高速道をとはし、目的地一
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の関へ向うこと約4時間である。

2日、山中の空地で夜を明かすと、昨日の雨はあがり、青空がのぞいてさわやかな朝で

ぁる。栗駒山頂への最短ルートである須川へと向うが・途中から道の除雪がされていない。

やむなく一の関まで戻り、駒の湯経由でいわかがみ平まで車で登り、ここから栗駒山に登

ることにする。細い山道ながらも、ずっと舗装された道を登り、10時にいあかがみ平に

着く。ここで遅い朝食をとり、ルートを確認するo約1時間半で頂上に着けるので、初日

としては手頃な足ならしであるo　レストハウスの左の雪の斜面を登り、屋根上につけられ

た夏登山道を登る。約1時間尾根を登りつめ、頂上一帯の雪の斜面に出る所で・沢を登っ

てきた人々と出合う。そこから約30分の登りで栗駒山頂であるo

山頂では数／く－ティーの人々が春スキーを楽しんでいるo山頂直下が30度位の気持ち

の良い斜面となっており、百メートル程の斜面を二本清べるoまずまずの雪質であるo下

りは東栗駒山との間の沢を下ることにするo緩斜面をゆっくり滑るo途中、一緒になった

地元のパーティーの人に教わったように、雪渓が切れて滝が出ている所があり、慎重に下

る。今年はやはり雪が少ないとのことで、例年は滝が出ていることはないそうであるo下

りは約30分。沢を離れ、レストハウスの下へ出るo

駐車場で荷をまとめ、車で10分程下ろと、駒の湯という温泉があるoここで風呂に入

れてもらい、さっぱりする○明日も天気は好さそうである。今日中に鳥海山の登山口まで

行かなければならない。

栗駒町から国道398号に入り、栗駒有料道路を秋田県側湯沢に出るつもりであったが・

積雪のため不通となってお。、やむなく国道108号を秋田側に出ようと、こけしで有名な

鳴子に出た。しかしここでも道は不通で結局ぐるっと回って41号を本庄市に出て・国

道13号を北上し鳥海町へ向うこととなった。6時を回。・そろそろ暗くな。始めた頃、

13号から鳥海町へと向う108号と出会うが、またまた道は昨年の災害のためとかで工事

中通行止となっており、さらに北上して湯沢町まで行き・地方道をぐるっと回ってようや

くのこと烏海山への入口矢鳥町に出ることができたo Lかしここでもう一つハプニング。

鳥海山に登る道ぞいの民家が火事で・一帯がたいへんな火事場騒ぎoここでまたまた得た

されるはめになり、もうふんだりげったりである0約30分後・やっと通り抜けることが

でき、漸く登り口である訓Iヒュッテの駐車場に着くoすでに10時をまわっていたoこ

の夜は駐車場にテントを張る。

3日、今日も快晴とまではいかないが良い天気である。8時駐車場を出発するo馴ヒ

ュッテから、鳥海山の大きな姿が望め、登路も手にとるように見える。六合目小屋までは

乎な雪原を行き、そこから急な登りとなる。途中・八合日の避難小屋までスキーを楽しみ

に来る人も多い。さらに七高山まで㌧ずっと同じような雪の斜面が続き・ひたすら登るo

滑るにはもってこいの斜面だoほとんどの人がスキーをかついで登っていろ〇

七高山には11時に着き、乾杯。山頂からの眺めは新潟側の斜面が広がっている。これ

からが、今日のツアーのクライマックスである。雪質は昨日同様上々oむしろ、さらに良

い程で気詩ちょいターンができる0特に・八合目避難小屋までに適度な斜度もある広大

な斜面で胸の高ぶりを感じながら滑降を続ける。小屋から下は緩急とりませた斜面とな

っており、2人で先になり後になり滑降を続け、1時頃駐車場に着き今日の幕となった。

この日は鳥海山から日本海側に出て海岸に沿って南下し、酒田を経て鶴岡から月山に向
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ったo翌日は湯殿山に登るつもりなので、麓まで行き宿を探した。丁度羽黒山神社のお籠

り所なる所があったので話の種にと宿をとった○民宿なみの料金で料理もまずまずの当り

宿であった。

4日、今日も快晴だ。羽黒三山の中では月山がリフトもかかり、春スキー夏スキーで有

名であるが、その登山基地である志津部落まで車で入る。すでに志津はスキーを稼んだ車

でにぎやかである。志津から月山のリフトへの道は完全に除雪されているが、旧国道を行

くとすぐに雪道となる。9時頃、湯殿山への、あまりはっきりとしない踏跡を頼りに登り

始める。湯殿山そのものは・すぐにその秀麗な姿を現わし、登山中ほぼずっと視野の中に

あったoあたり一面は雑木林が広がり、なだらかな雪原を行く。見上げると月山の方は急

斜面にこぶができる程多くのスキーヤーで賑わっているのに対し・湯殿山の方は途中で1

パーティーに出会ったきりで、全く静かなものであるo山頂へは南面の山頂へくいこむ沢

状の雪の斜面を登った。滑るにもここが最適に見える。昼にはこの斜面を抜け、山頂に立

つことができた○山頂で、2人パーティーが尾根道をクロスカントリー用のスキーをかつ

いで登ってくるのといっしょになった。急斜面を、歩くためのスキーで降りようというの

にはおそれいった0登りはしんどかった雪の斜面も、滑り始めるとまたたくうちだ。今日

は雪がくさって重く・ちょっといやらしい。それでもこの美しい山を滑れたという満足感

が心を満たした。

後は東北道に出て帰るだけである。最後の晩はどこかひなびた温泉宿でなどと言いなが

ら蔵王スカイラインを越える○宮城県側にある峨峨温泉というのが良い湯治場であるとい

う案内を見て車をつけ・宿に入る。宿はすでに満室であったが、温泉にだけ入れてもらう。

槍の風呂・露天の岩風呂・湯治用の湯舟とはしごを楽しな近くの空地にテントを張った。

5日は1日かかりで東北道から前橋経由で諏訪に帰った。

関山′小器＜ルート図＞
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58年8月28日

「市民登山に参加して
－　北八ヶ岳への思い　－」

中　山　のり子

やや雲が広がり、なかめはそれほど良くはなかったけれど、晩夏から初秋の北八ヶ岳を

歩くには、むしろふさわしい天気だったのでしょうか。

諏訪市民となり、今年で3年め。このような登山の会があることを始めて知り、参加で

きたごとをたいへんうれしく思いました。小学生からお年寄まで、地元の山を汗して歩く

なんてことは素晴らしいと思うのです。最近、森林浴とかファミリー登山とかが流行であ

り、山歩きをする人たちが大都増加しているとか。市民登山のような機会を通して、可憐

な植物に接し、ベテランの方々の山にまつわる話を聞かせていただけることは貴重な経験

であるように思います。

実は私の山歩きの始めは、やはり町民登山になります。岩菅山という地元の山に登り、

「いつか山歩きを」という気持ちでいました。そして、諏訪に赴任し同僚の先生に連れら

れ、北八ヶ岳へ足を踏み入れることになったのです。

始めは蓼科山。次は白駒池から高見石、ニュウの頭へというコース。ちふうど紅葉が始

まる時節で、ニュウの頭から見た、紅葉の木々の間に見える白駒池の水の青い色と小屋の

赤い屋根の景色は、今でも忘れることができないほど鮮かに印象に残っています。（八ツ

彷径という本にちょうどその景色が載せられていて驚きました）

それからは、ほとんど1ケ月に1度くらい北八ヶ岳へ出かけ、”山からもどると地図を広

げ景色を思い浮かべては、歩いたコースに色を入れることが楽しみになりました〇

二ュウの頭から白駒池へ下る山道の苔むした倒木や岩。その所々に長薬草やコイワカガ

ミが愛らしく白やピンクの花をつけている。風が通り過ぎると棄ずれの音や小枝の折れる

音。足の裏をそっとおしかえすカラマツのじゅうたん。笹の上に優しい音をさせて降る雪。

固くしまった3月の雪の上を這う小さな虫たち。

大河原峠から下る天祥寺原の陽たまり。原生林の中に突如現あれる双子池、雨池、亀甲

池の山上潮の静けさ。等々。

どれひとつとっても心を安らかにしてくれるものはかりなのです。岩登りをする人たち

からみると、なんてつまらない山だと思あれるかも知れないけれど、北八ヶ岳は私にとっ

てはやはり心ひかれる山なのです。

昨年は念頭がかない、八ヶ岳瀧定もできました。今年は仙丈、甲斐駒の頂上にも、なん

とか立つことができました。（なんと始めて、雷鳥の親子と小ブタのようなカモシカに会

うことができたのです）そして、山にもいろいろな表情があることを改めて知り、また北

八ヶ岳のあの独得な表情を知らず知らずのうちに思い浮かべ比較していることに気づきます。

市民登山に参加していたあの小学生たちは私のように、ひとつのきっかけとして山歩き

への興味を持つのでしょうか。「1年に1度ぐらい、いいわよね」と言っていた、あのお

ばさんたちは、横岳の頂上で、亀甲池のほとりで、何を感じ何を思ったのでしょうかo

リーダーの方々には、たいへんご苦労でしたが、参加した人たちにとってはたいへん有

意義な、そして私にとっては心暖まる1日でした。
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「奥秩父のフリークライミング」
（1979－82年の記録より）

田　中　善　幸

奥秩父の名主金峰山、そして奥秩父の西の端に岩降を寄せ合いその姿は奥秩父の山々と

は風聖を異としている瑞路山、また金峰山に源を持ち、そして千曲川へと流れ込んでいる

金峰山川西股沢・東股沢には多くの岩崎群が見受けられ、良きクライミングェリアになっ

ている。

私自身足繁くこの地を訪ずれ多くのクライミングを行なっている。その中からクライミン

グの楽しさを兄い出し、自己の努力によりハード・フリーにもクライ　ミングの奥深さを求

めている。30肋内外のショートルートから始まり数多くのルートは岩質の良さも手伝い、

我々を魅了してやまない。岩場の大きさは大きくても高差200m～300肋位だが、その岩

場に拓かれているルートは高難度のルートが多く、登っていても充実盛のある物で、また

むずかしくて登れない所さえもある。だからこそ、何度訪ずれても新鮮な気分で取りつけ

るのである。

ではこの辺で私が1979－82年の間にこの地で行ったクライミングを紹介しようと思う。

金峰山川西股沢の岩場

多くの人々に親しまれて

いる所でスラブ中心のルー

トが多い。代表的ルートと

してガマルート（約200m

Ⅳ～Ⅴ級）が有りその他、

選び方によってはむずかし

いルートが何通りか取れる。

また、ガマ・クラック（25

m　Ⅳ級　5・10a）は

垂直のフェースにあるクラ

ックをジャ　ミングで快適に

登る楽しいルートである。

八幡沢左岸の岩場

規模は小さいが良いルー

トが取れ、アプローチも短

い。まず下流から、ブラッ

ク・アンド・ホワイト　55

肋Ⅶ一スラブの高難度のル

ートで落ちるのをこらえて

登る感じのルートで、かな

り手ごたえがある。この上

流の左岸スラブには我々の

拓いたルートがある。春の

スラブ状岩壁　　ガマ　ルート　ガマ・タラノク

取付　八幡沢出合いからl00m植林迫を歩き、迫のおき近くに西肢沢が

流れる所を右手の林の中の踏跡を登った所が岩壁の基部である
ガマルートl50m V＋　1－2時間　　スラブのフリークライミ／グ

ガマ・マラノク　ひれ∴510か∴Ⅵ　　　　ハ／ドシ7ムの楽しめるクライミ／グ
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小川山西股沢八幡沢左岩の岩場
書のもどり雪ルート　1線2　4　4（田）

3P l鰍）m（Ⅴ－）所要暗闇1時間

もどり雪ルート　120肋

Ⅴ÷（部分的にはⅥ級を感じ

るムーブがある。）1982年

4月4日　高橋政男君と私

で拓いた。スラブをフリー

で登る快的なルートで、ス

トッパー・フレンズを使用

して登った。その上流の岩

稜・パノラマ岩稜（仮称）

にも新ルートを拓いた。強

風フレーク　85肋Ⅵ－1982

年12月5日　高橋政男君

と拓いた。1ピッチのスラ

ブが核心部でスラブから傾

斜のあるフレークをアンダ

ー・クリ　ングでトラバース

（Ⅵ一）する。ここは露出

感も有り、フリークライミ

ングの醍醐味を味あえる。

あとは凹角を登り、岩稜を

たどり、スクイズ・チムニ

ーを登って終りである。こ

こもナッツ・フレンズ等を

使って楽しく登っているo

廻り目平岩塔群

多くの人に人気のある親

指岩の小川山レイパック　50肋5・9＋　コーナーのクラックをレイパックで登り、テラ

スからフェースを登りハングを越え岩塔の上に立つ。その内容は、レイパック・ジャミン

グを楽しめるすっきりしたルートであり、何度登っても気持ちが良いoお殿様岩　大貧民

ルート115mⅣ＋　弱点をついたルートで最後トンネルから岩持上に出る所は岩の造形

の不思議さを感じる所だ。この上に立ては、岩登りをしていて良かったと思うことだろう。

何故ならは岩登りができなけれは、この岩塔には垂れないからだoまさに山のお殿様にな

った気分である。次に最高ルーフ　65肋5・10d　Ⅶ－　名前の通り最後にルーフを登

るルートで、全体にすっきりしたクラックで構成され・内容の充実したすぼらしいルート

である。私の好きなルートである○このルートを登り切った時の感動はいまもって忘れる

事ができない。直角に出たルーフの下をアンダー・クリングで5肋トラ／く一スして、オフ

・ウィズスを抜けた時、それは実に良いすがすがしい気分であった。私自身この心の喜び

を求めてハード・フリーを追求しているのだ〇一度垂れたからと言って、また登れるかわ

からない。いつでも登れる技術を身につけたい。

仏岩　ノーリターン25m　5・10a～5・10b　フィンガー・ジャミングの技術
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やその他多くの高度の技術

が必要である。バナナ・ク

ラック　15肋　5・ll c

アンダー・ブリ　ンク・フ

ィ　ンガージャミ　ング等の技

術を駆使して登るルートで

非常にむずかしい。この位

のルートを登ると短いが筋

肉は疲れを惑じる。しかし

私はむずかしいルートを登

りたいのた。

屋根岩

西股沢の入口にI降から

Ⅴ降の降を唆立して連らね

ている。川端下付近から見

る屋根岩は高原野菜畑の上

に有り、牧歌的でのどかな

気分がする。ルートは南面
・北面両方に取られている

が、南面に多くのルートが

集中している。

屋根岩Ⅱ略ピラミ　ッドス

ラブルート　170肋Ⅳ＋

AI　廻り昌平から見て面接

右手に三角形のスラブとし

て見受けられる物で、この

屋根岩Ⅱ峰　　ピラミッド・スラブルート　5P175m　Ⅳ＋AO

南枝の右手に三角形のスラブを登るルート．

取付；南積よりさらにⅢ・I蜂問のコルの方向に登った所

ミミミ

遊歩道

5P　30m∴Ⅳ

もろいフェースから

タヌキの金玉テラスへ

4P　40m　Ⅳ

やさしいスラブ

3P　00m　　Ⅳ＋

クラックからリ　ノジ

ピラミッドスラブをフリーと人工で登り岩陵をたどりもろいフェースを登りたぬきの金玉

テラスへ抜けるものである。

屋根岩Ⅱ降南榎　約200m V　取りつきは何通りか取れ岩接を登り、フェースからハ

ングの切目を登り、タヌキの金玉テラスへと抜ける。このルートは屋根岩でも早期に拓か

れたルートで、ダイヤモンドスラブと並んで多くの人々に親しまれている。

屋根岩Ⅲ降ダイヤモンドスラブ　Ⅵ－A一　下部スラブをフリーで登る所は、スラブ登撃

を味わえる所である。上部は人工からハングの下を左へフリーでトラバースして凹角を抜

けタヌキの金玉テラスへ達する物で110肋のルートである。

屋根岩Ⅲ降南稜　160m V　オールフリーで登るルートであり、凹角からスラブのト

ラバースからスラブを登り、岩稜を登るもので、すっきりしていて楽しい。南接には我々

の登った他にも多くのルートが有るので、ルートの取り方によって、多くの登り方ができ

ると思う。

屋根岩Ⅳ降南稜神奈川ルート　210m V＋　Al　南稜のスカイラインを登るルートで、

フリーの要素が強い。南稜末端のフェースを登り、第2フェースはクラックから人工のト
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ラバースよりテラスにでて、クラックを直上する。ジャミングが決まり楽しい所だ。その

上のフェースはホールドも細かくなかなかすっきりしている。クラックからピナクル上に

出て、コルに下り凹角を登ってピーク上に出る。大半がフリーで登れるルートで充実感の

あるルートだと思う。

屋根岩Ⅴ協商稜180n V Ai　南稜末端のカンテ状から取り付き、クラックからフ

ェースのAo（フリーⅥ－）にて登り、テラスからブッシュ混りのフェースを登りカンテに

出る。フェースに走るクラックをフリーで登り小ピークに立ち、ブッシュ帯を上部岩壁下

まで行き、コーナーのクラックを快的にフリーで登り、垂壁に真横に走るフレークを利用

してアブミトラバースをする。ここはフリーだと相当さびしい物になるだろう。凹角を登

りカンテをたどり、ピークからピークに飛び移りⅤ降の頭へ立つ。Ⅴ峰はアプローチが遠

いので訪ずれる人も少いが、クラックをフリーで登る南接は私達が登った時は周辺の美し

い紅葉も手伝って楽しい物であった。

唐沢の滝

左岸壁　田中・高橋ルー

唐沢の滝左芹の岩場で、取

付は遊歩道に面したフェー

スから取付く。フェースか

ら四角より大テラスへ出て

ドーム下のコーナーのクラ

ックを登り上部はボルト連

打でないと登れない為右下

のランべにラッペリングし

て、ランべよりもろいフェ

ースを左上してドーム上の

リ　ッジに出て、岩稜を登り

大岩がはさまった門の岩の

上を通って岩陵からピーク

に出るルートである。この

ルートは1981年10月10

日　高橋政男君と拓いたル
ートである。唐沢の滝は冬

にはアイスフォールとなり

北面なので割合に良い氷に

なり、60mではあるがテク

ニカルなアイスクライ　ミン

グを楽しむ事ができる。

潤沢岩降群

西股沢左芹の林道をたど

ると右手に大岩のある所か

ら北に望まれる物で北東側

ト　230m　Ⅵ－　AI　廻り目平からカモシカ遊歩道をたどった
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の岩崎群が潤沢岩峰群でI降からⅤ降が望まれる。北西側には仏壇岩が望まれる。潤沢岩

崎群には多くのルートが拓かれていて、岩質もよく、岩崎が近接しているので継続するの

も楽で好きな所だ。

潤沢岩崎群Ⅱ降ダイレクトルート　100m　Ⅵ＋　西股沢でも初期のⅥ級ルートである

が、その内容のすぼらしさから多くのクライマーを迎えている各ピッチむずかしく気の抜

けない所が多い。困難なスラブをフリーで直上しテラスへ。クラックを登り大テラスへ出

てかぶり気味のクラックをダイナミ　ックに越えフェースを登り枯木のあるテラスへ出て、

フィナーレにふさわしい垂直のフェースに走るクラックをフリーで越えてⅡ降の頭に立つ。

すっきりして気持ちの良いルートである。ナッツやフレンズを使用してのクライ　ミ　ングで

あるのでギアが無いと登れないかも知れない。

潤沢岩降群Ⅲ降さらは運動靴ルート　170m　ⅥⅢ峰派生岩陵の8月ルート・9月ルー

トをミ　ックスして、クーロワールルートを登った物で、高橋政男君がラバーソールの靴を

買う前に登った所からこの名前を付けた。Ⅵ級のスラブからかぶり気味のフェースに走る

クラックを登り、スクイズチムニーを登って、やさしいクラックを登ってリッジをたどっ

て、Ⅲ降基部へ立ち、フェースから凹角を登ってリッジを登りⅢ降の頭に立つ。自由にル

ートを選んで登るルートであり、残置支点等が少いのでナッツ・フレンズを使用してクリ

エイティ　ブなクライミ　ングであった。

潤沢岩降群Ⅳ降朝寝坊ルート　135m V＋　Ⅳ降の正面壁を弱点をついてフリーで登

るルートで、ルート開拓者の着目に関心させられる。フェースから外債バンドをトラバー

スしてⅤ角へ。このトラバースは身体が押し出される様でホールドも無くいやらしい。さ

らにⅤ角からフェースを直上して、ハング下を右にトラバースしてテラスへ。コーナーの

クラックを登り若草の付いたスラブを登り、身体のすっぽり入るチムニーを登りⅣ降の頭に立つ。

仏壇岩

西股沢長英に位置するこの岩壁は西股沢でも古くから登られており、ハングの多いこの

壁は人工主体のルートが多い。この岩場は前衛壁の様に亀頭岩・ペンギン岩がある。

仏壇岩左岩壁いけそうルート　135n lT－1981年9月27　日　RC C神奈川　池学

氏と拓いたルートで仏壇岩では数少いフリー主体のルートである。大チムニー左のフェー

スの弱点を登っているフェース主体である。フェースから左上ランべよりテラスに出てフ

ェースのクラックをハングをさけて登りスラブに出て、稜状のフェースのクラックを登り、

右へトラバースしてカンテを登り仏壇岩の頭に立つ。ナッツ・フレンズのみでプロテクシ

ョンを取って登っている。（「岩と雪」86号に報告）

仏壇岩・亀頭岩洞穴左フェース～亀頭岩モアイクラック　洞穴左フェース　100肋　V

Al　フェース～凹角のさびしいフリーと人工でリッジに出てチムニーを登って亀頭岩の下

へ。亀頭岩南面にはすぼらしいクラック　モアイクラック　20肋Ⅵがある。高難度のクラ

ックであり、すっきりしたすぼらしいラインである。

烏帽子岩

楯を連らねた様に岩壁が連らねて朝日岳北尾根西面に位置している。

烏帽子岩　位牌岩一第2四角一稜線リ　ッジ（三ノ楯まで）350m　Ⅴ　位牌岩は下部に

位置し末端のプッシュのあるクラッターフェースを登り、さらに凹角からフェースを登り

位牌岩に登り、リッジを行きブッシュ帯をコンテで行き右にトラバースして第2凹角に入
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る。フェースから凹角を登り、スラブよりフェースを登り烏帽子岩の裏をトラバースして

一ノ楯に立つ。ナイフリグジをたどり二ノ楯に立ちさらにリッジより三ノ楯に行くoこの

稜線は展望もずはらしく楽しいリッジクライミングであるo

烏帽子岩石岩壁RCC神奈川ルート180m　Ⅳ＋　Ao　むささびルートの左手のカ

ンテのフランケより取付く、フェースからスラブを登り、草付のある凹状壁を登り、むさ

さびルートと合流して凹角を登り、リッジよりピークに立つ。

この他多くのルートが西股沢には拓かれているが、まだまだ開拓の余地もある。多くの

すぼらしいルートが拓かれる事を期待してやまないoまた私自身すぼらしいハードフリー

のラインを引きたいと思っている。西股沢の岩場にて行ったクライミングの状態は以上で

ぁるが、その大半のルートが高橋政男君と登り、また三石一志さん・市）順一さん・吉井

誠史さんらと登って来た。

瑞艦山

多くの岩崎群があるけれど私自身はまだ教本のルートしか登っていないので今後多

くのルートを登りたいと思っている○

十一両君末端壁　罠ルー

ト下部一風鈴ルート　190

m v AI（フリーでⅥ）

81年11月1日　高橋政

男君と登る。さびしい内面

登撃を要求される。クラッ

クの人工からスラブのデリ

ケートなフリーよりフェー

スを登りテラスへ。ここで

風鈴ルート3ピッチ目に移

り風鈴ルートを登る。フェ

ースをさびしいフリーから

人工でテラスに立ちバンド

をトラバースしてチムニー

を登る。チムニー登りに慣

れていないと苦労させられ

る。末端壁は多くのクラッ

ク・チムニーがあり、傾斜

も垂直に近く、すぼらしい

フリークライ　ミングがある。

十一両君　翼ルート185

m v＋　Ai　十一両岩の

燕返しの大洞穴左の壁を登

るルートで、フリー主体の

ルートである。81年11

月3日　高橋政男君と登る。

瑞鷺山不動滝周辺の岩場　不腑左岩崎

ブライダル・プレゼントルート　4P　200m V十・Ao・　約2時間

1982．10．17（SUN）　田中喜幸．高構政男

4P　40m V＋

フェースからカンテ

（もろい）

3P　35m V＋フェース

右上して立木を目指し宜上し

左へトラバース

2P　ちm V－A－

スラブより左へトラバースし

てクラックを登りテラスへ

I P　40m　Ⅳ＋

スラブを右へトラバースして

フレークを吉上しブ／シュ帯へ．

右へトライバースしてテラス
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凹角からフェースを登る。前日の雨で水が流れデリケートなクライミングを強いられた。

テラスに遷して異ルートは頭上の英チムニーに入るのだが我々はその左のクラックに魅力

を感じ、クラックを登る。30mのクラックで楽しい。さらにフェースの人工で異のチム

ニー上に出る。易しいフェースを登り、チムニーを登りフェースやクラックを登ってカナ

トコ岩の頭に立つ。時間がないので十一両の頭までは達せられなかったがすぼらしいクラ

イミングであった。俺は十一両岩のクライミングでフリークライミングの楽しさを本当に

知り、もっと多くのフリークライミングをしたく思い、クラック・チムニー等の内面登撃

に打ち込みたいと思った。

不動沢の岩場

不動沢にも小規模ながら多くの岩峰があり、数多くのルートが拓かれている。

トライアングルフェース　65肋　Ⅵ　A2　82年4月25　日　高橋政男君と登る。フェ

ースのさびしいフリーとスカイフック利用の人工で登る。困難なルートでショートルート

だが充実感のあるルートだ。

不動滝左岩崎　ブライダルプレゼントルート　200n V十　Ai（スカイフック利用）

82年10月17日　高橋政男君と拓く。不動滝左の流水溝からスラブ60肋をノーザイ

ルで登りプッシュの中でザイルを付け、スラブを登る。プロテクションが取れず精神的に

いやである。テラスに出て、垂直に近いフェースをスカイフック利用の人工で登り、ブッ

シュ帯を左にトラバースしてクラックを登り、プッシュテラスへ。正面のフェースをフリ

ーで、ストッパー・フレンズでプロテクションを取り、立木まで登る。デリケートな登撃

だ。上部はもろそうなのでもろいフェースを左にトラバースして肩に出る。頭上のチムニ

ーはもろすぎて不安定なので取り付くがやめ左のガリーを渡り、フェースよりカンテを登

って頭に立つ。廻りの岩降群も望まれ楽しいクライミングを味わう事ができた。

以上私が奥秩父の山で行ったクライミングを記したが、登れば登る程、森林の中に立つ

岩崎を登る事の奥深さを惑じ、好きな山である。四季を通じて通う程に、さらに登りたく

なって来るのである。自分の技術を磨き、さらに多くの高難度のルートを登る事が私の目

標である。

昭和48年冬合宿

「明神岳東稜」

伊　藤　正　徳

F冬の穂高の稜線を多少の荒天でも自信を持って歩けるレベルになろう」という数年次

の計画の一環として、この計画が立案されたように覚えている。現在では身近な山域とな

っている穂高連峰も、当時はまだ足を踏み入れて日の浅い状態だった。我々にとっては無

積雪期→残雪期→積雪期とそれぞれの季節の山行を経験し、またそうした順序を踏んで地

形やルートを熟知していくのがセオリーのようにもなっていた。もちろん初めての場所へ

ある日突然に出かけていくこともあったか、まだ今日ほどこうした考え方が普及していな

かった。同じ山域で山行を重ねるに従い地形やルートが明瞭に記憶され、精神的なゆとり

が醸成されていたことは事実である。

明神東稜のコース概略をのべてみる。上高地から明神へ、さらに梓川の吊り橋を渡って

右折し、しばらくすると養魚場跡となる。この裏手が明神東稜の取り付き点である。下宮
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lIl谷添いに登り、宮川尾根から上官川谷を右上方にトラバースぎみに登った所が瓢箪池で

ある。実質的な東稜はここから始まるといってよい。第1段階、ラクダのコプと順次高度

をあげ、やがて明神のI峰とⅡ降を結ぶ稜線へと達する。稜線伝いに右に進めはI降、左

はⅡ峰となる。高沢←→前穂のメインルートから離れているこのあたりでは、人影も少ない。

≪養魚場≫

夕暮れの迫った明神への道は我々3名と、木々の相を渡って、モノトーンの林の奥から

吹きつけてくる風のみであった。我々より先にトレースはなく、いま印してきた足跡さえ

もすこしの時がだては、まったくあからない程にかき消されてしまうに違いない。やがて

明神で左に折れ吊り橋を渡って右折すると、養魚場は間近である。いつの頃まで営業して

いたのか知らないが無人の建物にしては小綺麗にされている。おそらく無雪期にはしばし

ば手入れしているのだろう。広い部屋は畳があげられ板敷きになっていた。周りを雪で囲

まれ天然の冷蔵庫と化した室内、床上にはうっすらと霜が降りていた。しかしテントの中

に泊まることを思えは段違いの解放感である。各人ザックの中味を取り出し思い思いに放

っておく。ただし眠る時だけは狭い方が温いだろうと、テントを吊ってその中で寝た。入

山の初日は山の中に来てしまったんだなあと感慨深く、明日からの行動を思いやる妙な気

分だ。最も気にかかるのは天候であるが、日程の余裕はあるので慎重に行動しよう。

建物の裏にはコンクリート製の水槽がありパイプで引いてきた水が、あふれる程にほと

ばしりでていだ。最近話題になっている上高地付近の魚層分布の件（本来から住んでいた

岩魚が放流された給に生息場所を占領され、上流に追いやられてしまったとか、混合種の

数が増え純粋の岩魚が少なくなってしまったなど）もここで養魚をしていた時分は予想も

できなかっただろう。

≪瓢箪池≫

すでに明神岳東面には薄日が射し、瓢箪池の付近が見渡せるこの場所からは、養魚場付

近の梓川も眼下にある。今日の行動は瓢箪池までなので時間の余裕は十分ある。ただ余り

陽射しが強くなり、気温が上昇すると、明神東壁寄りからの雪崩の心配もある為、途中で

の道草はあまりできない。随分と雪崩に神経を尖らせたが正午頃瓢箪泡に着いた○早速予

め荷上げしておいた1斗種を取りに行く。すこし離れた場所なのだがラッセルで大変だ。

積雪はあるが周囲が樹林のため雪崩の心配は少ない。昼食後3人かかりで雪洞を掘る。広

さも高さも適当にあり、随分立派なものができた。入口をツエルトで被えば外界から遮断

されてしまう。食器棚や照明用のローソクを立てる棚もあり居心地は申し分ない。

翌日は稜線まで抜けるつもりで早朝より起きて準備した。風雪が激しく視界もよくない。

それでも除々に回復するのではないかと期待して出発した。昨夜は若干の降雪もあり腰ま

でのラッセルとなった。しかし30分も行かないうちに、今井リーダーから「雪面に亀裂

が入ったような音がした。視界も悪く天候も思わしくないので行動を中止し雪洞まで戻る」

と指示がたされた。終日思い出したように入口の除雪をするのみで、シュラフに入って過

ごした。夕方になると青空もではじめ前穂も見えるようになった。その頂上は、はるかな

高みにあり稜線からは雪煙が絶え間なく昇っている。相当に風が強そうである。明日のた

めにと1ピッチ分のラッセルをする。この日撮影した岩尾さんのシルエットの写真をみる

となつかしさがこみあげてくる。次の日はまずまずの天候で、2日間我々だけであったこ

の場所を離れることができた。
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第1階段・ラクダのコブと高度を稼ぎ、この期は稜線までおらいを消化したところ

であろうか。（ラクダのコブの上であったのか下であったのか、はっきり思い出せないの

だがとにかくそのあたりである）広い雪の斜面が相当な長さで続き、雪崩も懸念される

ことからスタッカットでの行動となる。40mいっぱいに延したザイルのトップには今井チ

ーフ、ラストは岩尾さんだったと思う。私は二人の間に入り、ザイルにカラビナをセット

し、トップの場所まで移動して行った。今井チーフはちょっとした岩陰で確保していた。

私はもう1本のザイルを延ばす為確保用の支点を見つけるのだが、なかなか適当な場所が

なかった。そんな時チーフがピッケルのヘッドをハンマーでガンガンたたき、積った雪の

下の土の部分にピッケルのシャフトを打ち込んで支点を作った。こういう道具の使い方も

あったのだと感心し、発想の貧弱な自分を恥じた。『道具は大切に扱あなければならない

が、最大限に利用する』物の本で読んだことはあるが、こうして実践を通して目の当りに

見せつけられると、この思いは一入である。やがて傾斜の落ちた雪面を登りつめると主稜

線であった。冨沢側から吹きつける風が心地良い。正面に雲の湧く岳川谷を隔てて西穂、

右手には吊り尾根で結ばれた前穂と奥穂。

皆の待つ西穂山荘のベースキャンプまでの半分が終了した。

明神東稜一瓢貸地での雪洞生活一身をもって示した今井チーフの言動、忘れることので

きない思い出。
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「再び韓国を訪れて」

島　田　　　良

今回の訪韓は、会員の宮坂次幹君と、彼の友人であるグラフィックデザイナーのH氏と

の3名。訪韓の目的は、韓国のアカデミックデザイナー協会の人達と、H氏との接触にあ

った。つまり私が、3月にビジネスで来日された周知の市民山岳会の厳氏を通じ、その橋

渡しをしたものである。もちろん私も、海外登山委員長の西部氏との協議で、先に公式連

絡を受けた大韓山岳連盟と、当長山協との定期親睦交流登山の具体化の打診。或いは、宮

坂会長より依頼された、諏訪山岳会韓国登山隊の受け入れについて、打ち合わせ等を目的

として携えていた。

前置きが長くなってしまったが、私にとっては2度目の訪韓でもあり、事の成りゆきで

の目的はどうあれ、極めてプライベートな訪門のつもりでいたのが、私の思惑とは裏腹に

大変な歓迎を受け、恐縮の極みでもあった。

空港では、市民山岳会の旧知のメンバー多数が出迎えてくれ、（中には、私の知らない

新しいメンバーも、二・三見受けられた。）人と人との出逢いと心の触れ合いが、2年

間という時間と、距離の隔たりを少しも感じさせず、新鮮な感慨を呼び戻してくれる。な

んと嬉しいことであろうか、何故か、常に行き来をしているような錯覚にさえ陥る。さら

に一層の友情の深まりを感じたような次第である。

韓国の現在は、以前訪ずれた際よりも活気に満ちあふれて、6月という緑の季節とも相

まって、建国の意気さかんな印象を全体として受けた。しかし尚、臨戦体制の構えは一層

厳しくなっており、誠に悲しいことにこの現実は否むべくもない。それに較べると日本の

現状は一体どうであろうか、あまりにも平和で、あまりにも惰眠を貪っているという気が

しないでもない。

公害にむしばまれて喘いでいる日本と、緑こそ少ないが川はきれいだし、自然の破壊と

荒廃はそれほど感じられない韓国。生活は貧しくとも建国の意気に燃え、たくましく伸び

ていこうとする韓国の人々の表情を見て、私は何か忘れ去っていたものにふとふれたよう

な気がした。山並に築かれた銃座、海岸線にしかれたトーチカの連なりという厳しい韓国

の表情を垣間見て、一刻も早くその厳しい現状がなくなる事を願うと共に、日本に住む私

達のそのあまりにも平和になれすぎた姿に慄然とした。経済成長の中にぬくぬくと背を丸

めている日本。時々はそうした外国の現実を見つめてみる必要があるのではなかろうか。

さて、大韓山岳連盟と韓国の登山の現状について簡単に紹介しよう。現在の大韓登山連

盟はかつての日本山岳連盟と同じ形態の組織がある。ご多分にもれず、韓国山岳会と連盟

との間は今の所あまりうまく進んでいないがパイプは太く、両者の歩みよりは時間の問題

といえる。しかし韓国の登山界にとってショックな事は、経済成長の割にはレジャー、特

に登山が衰退の方向にあるということだ。理由は先に述べたような対外的に厳しい韓国の

現状にはかならないのだが、ヒマラヤの遭難などもその原因の一つであるようだ。連盟の

専務理事とか他の要職の方々にお逢いしたが、すべての人がそのように嘆いていた。彼ら

は日本との交流登山を熱心に考え、努力しているが、実現のほうははなはだ難かしいとい

っていた。私自身その件に関しては、できる限りお役に立ちたいと約束してきた。
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「韓国合宿食料係」
池　上　和　久

合宿前、過去に経験の有る人達や文献から「韓国では、野菜や果物が大変高価であり入

手も困難だ」と教えられていた。しかし、私達が登山活動用の食料を調達した釜山に於て

は、予想していた程のことはなく種類も多かった。ただ、オレンジの類は目に付かず、み

かんのカン話もあるにはあったか、買う人は少ないのではないか、と感じた。ラーメンや

野菜も、日本とほぼ同じ位で（ということは、むこうでは商いということになるんだろう

が）ただ行動食用のビスケットが、こちらの2－5倍と驚く高さであった。町の裏通りの

露店をひと回りすると、たいたいのものは買い揃えることが出来た。現地の人に値切って

もらい、野菜などは安く買えた。この出店には、いろいろなものが売られていて、串ざし

のオテン？やソーセージ、野イチゴや桑の美嚢であり、これ等を買って食べたのも楽しい

思い出である。買い物をしていたら、みんなにカルピスをサービスしてくれた店もあった。

これは余談だが、このバザーの様な所で1人の隊員が靴下を買ったが、履いて直に穴が開

いて破れてしまった。私も帰国の数日前、ソウルのデパートで決して安くないシャツを買

い、着ようと首を通したとたんに、パリッと書かして、縫い目の糸がほどけてきた。この

様な経験をしたのは、私だけではないと思う。といって、日本も例外でない節も有る榛な

気もするが。

釜山では、肉も買ってしまおうと思っていたが、「ここでは商いから」と言われ、次

の日、知異山へ行く途中の馬川面という町で買った。捜し回ってやっと見つけた小さな肉

屋に入ってびっくりした。タライの中にブタの足ばかり10本程入れて、それを申年の小

母さんが、ナイフでゴリゴリと洗って？いた。その他にも、ブタの頭やらニワトリの足

やら得体の知れないものがあって、威容な感じがした。それでも、牛肉が日本の言の値段。

買う肉を細かく切ってもらっている間、小母さんがすすめてくれたイスに座って、さっき

の半分汚れた水につかったブタの足を見ていた。今でも、この時のブタの足が、まぶたの

裏に焼き付いていて、思い出すと背筋がゾクッとする。

昭和50年8月～11月

「HAAJ、インド・ガルワール・ヒマラヤ遠征隊」

今　井　二　郎

日本ヒマラヤ山岳協会（以下HAAJ）主管のインド・ガルウール・ヒマラヤ遠征隊の
一員として同行した時の記録である。

≪出発まで≫
1975年には当初会の仲間とヨーロッパ・アルプスへ行く計画で準備・研究してきたが、

種々の事情から仲間に不都合が出き不参加者が出てしまい、この計画も申止せざるをえな

い結果となった。

その頃このガルウール行に同行しないかとの誘いがあり、あつかましくもすぐ仲間に入

れていただくことにした。同年2月末に正式隊員として参加することが承認された。しか
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し私が加わった時点では登山許可がまだ出ていず、仲間には少なからず焦りが出ていた。

ようやく　3月に入り許可が届いた。チャンガパン（6864m）とドウナギリ（7064m）

のいずれでもよいとのことだったので、我々はシプトン・ティルマン以来約40年間この

地へ入城した人がいないという魅力もあり、ウツタル・リシ氷河に近いチャンがパンを選

択した。許可を得てからは隊の準備には一層の拍車がかかり、具体的な実行計画が急速に

進められた。私は途中からこの計画に加わったので不勉強がたたり、仲間に追いつくのに

は苦労したが、困難に突き当る度に「これがヒマラヤ遠征だ」と自分にいい聞かせて、出

発までにどうにか最低線まで追いつくことができた。しかし私には職場との板ばさみがあ

り、二者択一をせまられたが、私は会社には十二分に協力してやってきたという自負もあ

ったので、以外と（？）クールな退社であったと思う。がしかし私は最後迄会社への協力

はおしまず、（会社の今迄の私の山行への感謝の気特もあって……）出発する前々日の8

月8日迄勤務させていただいた。

8月7日

第1陣の稲田副隊長以下能勢ドクター・今野食糧担当・館野装備担当の4名が約250Kg

の隊荷と共に先発した。

8月10　日

第2陣の私が単身300Kgの隊商をHAAJカシミールツアーの方々にお世話になりなが

ら出発した。夜中の12時近くニューデリー空港に降りたが、明日からのハードスケジュ
ールな出発準備が待ち受けているのも忘れて、ただ暗がりの中、色の黒い人々の異様に輝

く眼に驚ろき、また、税関史が公然とウイロを求めるのにも駕ろさながらのインドへの第
一歩であった。以後はそれぞれ単身で8月14日に清水隊長が、また8月17日には最終

の萩原君が到着、全員がインドに集結し、いよいよ出発の運びとなった。振り返ってみれ

ば買い出しといっても簡単に品物を入手することの困難なものが多く、また仕事も完全な

インドの億ビスタリ”（ゆっくり）ペースで、いやが上にもここは大国インドであると思

い知らされる。暑い中連日怪しけな英語やヒシティ語で懸命に全員が働いたおかげで予定

通り18　日出発できることになった。暑いといっても湿気が少ないのでスカッとした感じ

だが、街が挨っほいのでホテルに掃ってからシャワーを浴びるのが唯一の楽しみであり、

冷房がよくきいている部屋に戻るとポッとするのか日課である。

18日、HAAJデリー・オフィースとホテルから約2トンの隊商と隊員を乗せて、チ

ャーターバスで朝まだ明やらぬデリーを後にした。

≪4隊に分れてのキャラバン≫

途中スリナガールの街にl泊し、19日最奥の部落ラタの1つ手前のレ二に無事隊荷が

降された。隊荷の整理と25鴫毎の再梱包作業には、幸い小学校の2教室を借用できたの

で能率的に行なうことができた。がしかし遠来の珍客の為に小学生は教室から締出されて、

学校の軒下にて授業をするはめになってしまった。

ポーターアレンジはリングンオフィサーの協力もあって、22日に本隊出発のメトがつ

いた。ここではネパールポーターと異なり、25Kgの隊荷に自分達の食燈をブラスして担

ぐことはしないので、ポーターの食糧を運ぶポーター、そのまたボーターというあげで、

最終的には当初予定した70人を大巾に上廻る92人となった。

8月21日に今井・萩原両隊員がルート工作と偵察の任を帯びてポーター4名と共に先発。
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8月22日に稲田副隊長・今野・能勢ドクター・館野の各隊員が本隊として64名のポ

ーターを伴なって出発。

8月24日に清水隊長とリエゾンオフィサーが後発として出発。更に27日にリーダ‾

のJ・シソが食糧ポーターと共に後々発隊としてスタートした0

モンスーンは未だ明けやらず、中盤まで毎日氷雨にたたかれてのキャラバンは厳しく、

その上キャラバン初日にラタ・カルクまで一気に1400m近く登るので、予計に厳しく感

じられた。翌日はあまりにも風雨が強いので停滞し、ポーター2名がラタ部落迄ロキシー

の買い出しに往復する。その夜ポーターと一緒にロキシーを飲み交友を深めるo翌日は、

4252mのダランシ・パスまで上がり、北穂のキレットを思わせるような岩場を渡ってカ

ールに出る。ここからハヌマン・ガルに約1000m程急降するが、雨の中ツルツル滑る急

斜面には泣かされたが、ティプル・ゲ一夕の岩小舎に入り一安心と思いきや、その近くに

仙人のような親父が一人で住んでおり、タバコをしつこくねだられたのにはまいってしま

った。キャラバン5日目に初めてナンダ・デビイの勇姿を拝むことができ、早く内院に入

り、北壁を見たいものと心がはずむ思いであった。トリスル・ナラで架橋をし中継地ラマ

ニに入る。翌日本隊、後発隊がラマニ入りし、レニ以来6日振りで全隊員とリエゾンがそ

ろい、夜は再会と残りのキャラバンの無事を祈って乾杯する。明日からは先発6名に館野

君を加えての7名が出発することに決定した矢先に、ここでポーター30余名が帰ると言

い出してしまい、リエゾンが説得してもどうにもならないので解雇する。ここから先の核

心部ゴルジュ帯の通過が恐しいのた。仕方なく残りのポーターによるピストン輸送に切替

えた。27日、いよいよキャラバンの核心部であるラマニーティリチャウナ二に向うoハ

ング下トラバース等々数ヶ所のフィックスを張り、テリチャウナニ入りしたが、先人シプ

トン、ティルマン両氏の偉大さにはただ感心するはかりであった。このルートは遠望によ

り則決したとのことでありあきれてしまったが、キャラ／くソというより本番の。ック●ク

ライミングにも匹敵する難所の継続であった。その後ダク二・ナンダデウィ　●ガルをフィ

ックスを張って渡り、ウッタル・リシにナンダ・デウィ西稜下部をトラバースして入る。

ポーターと荷物はチロリアンで渡し、隊員は氷河末端迄廻り道をする。その間チャイ（お

茶）を用意するように伝えておいたが、ズボンを乾かす為に山焼きをはじめ、「サーブ●

インディアン・キャンプフアイーはどうか？」などといって平気でいる。豪快というか、

ここでも大国インドを感ずる。翌日BC予定地の氷河湖の確認の為チャンガパン氷河を4600

肋地点迄登り偵察した結果、氷河盆地のようになった湖と、野球場位の広さの台地を確認

することができた。

翌30日に先発隊はBC入りする。BCは標高4500mで、チャンガパン氷河のターミ

ナル・モレーンに近く、前面をウックル・リシ氷河のサイドモレーンが城壁のように流れ、

また付近はエーデルワイスを始めとして、高山植物が非常に多く、ナンダ・デウィを真上

に仰ぐ別天地であった。その后順次、隊員、物資が到着し石積みによる観測所や、倉庫も

でき、BCらしくなった。時に9月1日のことであったo

F隊の構成」　隊長　　清水　　澄　（長野県・39才）

副隊長　稲田　定康（福島県・34才）　戦　略　　萩原　明郎（京都府・27才）

医　師　能勢　真人（兵庫県・29才）　装　備　　館野　秀夫（栃木県・26才）

食　糧　今野　一也（山形県・36才）　輸送・梱包　今井　二郎（長野県・28才）
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〔NANDA DEVI内院概念図〕

4⊃ 　笥 一、で塙，＿＿＿＿ノ！， ／＿一一一・嘗一一一一里 　● 　○ 

働　　　　　　　履

連絡将校　B．P．S．FUNDAL（インド陸軍落下傘部隊大尉）

ハイ・ポーター　2名　　コック　l名　　メイルランナー　1名

我々のB Cとなった湖は「HAAJ・KHUND」（HAAJは聖者・KHUNDは湖

の意味の原地謡）とリェゾンやポーターがこの澄んだ氷河湖に名づけてくれた別天地であ

り、この地で何日も過せる幸せを感じた。

≪チャンガパンからP6992へ転進≫

数日程B C建設、隊荷再梱包、休養で過した後、9月5日より登撃活動を開始、6日に

はチャンガバン氷河源頭近くの5180m付近にABCを設営した。しかし以後1週間程降

り続いた雪の為、偵察も思うにまかせず、連日連夜の雪崩の為にAB Cは非常に重苦しい

雰囲気となっていた。想定ルートはカランカ南面フェースを中段位迄登り、ブロックの間

をぬうようにトラバース気味にコルに出るか、1本の氷のタロアールを直登してチャンガ

バンの肩に出るものであった。いづれにしても幾つものハンキング・アイスの間をぬう非

常に厳しいルートであるだけに、侯重な雪崩観察を必要とした。現時点では要注意と判断

されたので一旦全員B Cに下りてミーティングを持った。

席上ルートの危険性、準備、技術、対外的諸問題等々について、個々人の意見を出し合

い多面的、大局的に掘り下げた結果、く一誠に残念ではあるが現時点ではチャンガパンをあ

きらめ他に転進せざるを得ない。転進先はウッタル・リシ氷河源頭の山，，ということでリ

エゾンに変更の許可を求めた。リュゾンは非常に残念がったが我々の状況を良く理解して

くれて転進を許可してくれた。翌日隊長と今井はマンダラオンの尾根に偵察に出かけ、P

6992m蜂とCa7000同峰の存在が確認された。再び行動が開始され、チャンガバン氷河
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に上がった物質を下ろすのと平行して、ウッタル・リシ氷河へのABC建設が我々もポー

ターもフル回転で進められた。標高約5000mのモレーンの上にABCを設営した。

≪アイスフォールを突破≫

ABCから上は高差約750n余のアイスフォールの突破がポイントである。当初アイス

フォールの中央突破が試みられたが、思うようにルートが伸びない為、左岸寄りルートに

変更、陽があたると絶間なく落る雪崩には肝を冷されたが、これは中央よりにルートをと

ることで回避できることが分った。アイスフォールは、下部セラック帯、中段の雪原帯（ヒ

ドンクレパス多し）、上部セラック帯に分れていた。中段迄は順詞であったが、上部セラ

ック帯は手強く執拗に攻撃を繰り返した末に、左岸ルートが岩壁に突き当ったところから

正面を突破、相当に崩れた迷路の中を何とか廻り込み、思い切り中央部へトラバースし、

上部の雪壁に約100mフィックスを張り突破し雪原に出C2を設営。9月18日であった。

C3迄はひたすら緩斜面の雪原の登りで、スノープラトーに出てからが長く、その広大

さに驚かされた。21日にコル（6230m地点）にC3が設営された。ここはP6992と

＆7000への両峰へアタックするファイナルキャンプとして絶好の位置である。また眺望

も素晴らしく西部ネパールのアピ・ナンパ山都からインナーラインの向う側の山々が一望

のもとに望むことができた。

≪P6992に全員登頂≫

当初主陵を忠実にたどる計画であったが、雪底やブロックが多々あり、その上非常に長

いので放棄し、ショルダーピーク直下迄リッジを直登、その後トラバース気味に頂上直下

のコルに出るルートを採用し600mのフィクス完了。

ABCにて異状に血圧が高かったので1日遅れてのC3入り。“約20Kgの荷上げがこた

える。

9月27日、第1次アタック隊の萩原・今井の2名が、午前3時C3を出発。前夜の風

雪でフィックスが埋まっているのでたよることもできず、たいたいの見当で直上、途中約

100m程露出していたのみでまたあとは雪の中、視界もきいたのでトラバースしコルに向

うが、コル近くより強風と濃霧に悩まされたが、午前11時30分P6992の絶頂に立っ

た。展望は濃霧の為ほとんどさかなかったが、頂上直下にあった露岩にハーケンを打ち日

本・インド両国々旗を固定する。交信も相方昂奮気味であり、その上我々を頂上まで押し

上げてくれた多くの仲間の顔が浮かびとめどもなく涙が落ちる。我々は何と幸せ者だろう。

頂上に名残りも尽きないが下山の途につく。帰路は往路にも増して霧が濃く難渋したが、

やっとのことでフィックスにたどりつきポッとする。吹雪の中フィックスが分らず別々に

行動した。一番の鉄則を破ってしまったのだ。幸運にも一瞬のガスの切れ間があり、C3

よりの指示でようやくフィックスにたどり着くことができた。基部迄下るとC3の仲間が

出向かえてくれた。泣き笑いの涙や鼻水が一緒になって雪の斜面で抱き合ったまま、余計

な心配をかけた仲間に感謝の気持て一杯であり、皆男泣きをした。まさに6500mの雪上

におけるドラマのようでもあった。

翌28日、清水隊長他3名の第2次アタック隊は、前日とはうらはちな晴天の下きれい

なトレースをつけ無事登頂に成功した。

帰国后この蜂を“リン・パハール”（賢者の蜂）と命名しIMFへ申請した。

≪G7000m蜂初登頂≫
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9月　29日、隊長・副隊長はBC及びABCへ報告の為に下山。ドクター・萩原・館野

・今井はC2にてレスト。翌日から偵察及びルート工作を開始する。物資は両峰への全員

登頂を考慮して荷上げしてあったので充分であった。30　日と10月1日の両日で約250

肋のフィ　ックスがセットされたにとどまった。明けて10月2日萩原・今井のアタック隊

は、ドクター・館野両隊員のサポートを受け、午前3時C3をスタート。

満天の星の輝く雪原に飛び出すと肌を刺す寒さに眠気も吹き飛ぶ。フィ　ックス部はユマ
ール登撃にてスピードアップ。以后はスタカットにて直上する。ルートは中央稜の側壁で

ある。

さしもの寒さもAM6：00頃より朝陽のあたりはじめる頃よりやわらぐ。しかし逆に壁

の状態は悪くなりピッチは遅々としてはかどらない。

昨夜の交信で、世界岳人注目の的エベレスト南西壁が、我隊が第1目標としたチャンガ

パンに昨年初登頂した英国隊が、今回は未踏の南西壁から成功したことを知らされていた

ので一層の闘志が湧く。紺碧の空に雪壁が吸い込まれていくような錯覚を起して現在地が

把握できないので下から送ってもらいながらピッチをかせぐ。しかし朝食に餅3功しか食

べてないので空腹には勝てずついにダウン。腹ごしらえをし再出発。勢いこんで1ピッチ

延ばすとそこが頂上。まるで狐につままれたようでポカーンとしていると下から萩ヤシが

声をかけてきたので我にかえる。このことを伝えると、彼も苦笑しなから登ってきた。今

日は展望がすぼらしく西部ネパールの山波が……眼を転づると赤茶けたチベット高原が、

その奥には長谷川伝次郎氏の「ヒマラヤの旅」の写真そのままに、あの聖山原ヵィラス，，

を遠望することができたのには思わず感激した。B C撤収の日程が、帰路キャラバンを考

慮し、リェゾン、サーダーと協議の結果、予定より早く下山しなければならず、その上毎

日の雲の湧き方からモンスーン近しを感ずる為に、我々のワンチャンスアタックのみに決

定していたので、皆がこの素晴らしい景観を見る機会がない為、皆の分まで充分眺望を楽

しみ写真を撮り下山の途に着いた。基部には仲間が待っていてくれ喜びをあかちあう。隊

長はBCよりパララ（野生の羊）の肉と野菜（五明君からいただいた種が発芽したもの）

をC3迄持参してくれ皆でささやかに両未登降完登を祝う。

帰国后この峰を億サーフ・ミナール”（白いピラミッド）と命名しIMFへ申請した。

後日リエゾンが地図局で確認した所では、このCa7000には6911肋の標高が記入されて

いることが判明した。

≪BCへ向け下山≫

10月3日、C3・C2と撤収LABCへ下山、途中のクレパスは大きく変貌し往路の

面影は消え、フィ　ックスが心もとないが全隊員で協力し突破する。最下部の雪原は春のよ

うに水が湧きのどかである。住みなれた白い王国からこれで別れると思うと一抹のさみし

さを感じ、皆思い思いの感慨にひたっている。40嶋近い荷に皆とイヒイいいながらも夕

刻ABCに戻る。大地にいる安心感が身にしみる。翌日ポーターの上がってくるのを待っ

て同じ位の荷を背負って今は枯草に変わったBCに下山する。180肋もある大男のリェゾ

ンが私のような小男に抱きつき、眼にいっぱい涙をためて初登頂を祝ってくれた。何とす

ぼらしい奴だろう。仲間といい、リエゾンといい、その上ポーターまでが……本当に素晴

らしい仲間とヒマラヤにこれだものとつくづく幸せを感じた。その晩はだれかれの区別な

く皆で日本酒にて初登頂を祝う酒盛を盛大に行なう。最後迄いた隊員6名、リェゾン、ポ
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ーター2名のささやかな隊ではあったかこんな素晴らしい夜が待っていようとは・・・・・・

翌日から隊荷の再梱包を行ない、隊員とポーターで1日行程下まで荷下しを行なったo

その合間に隊員は1人・2人で思い思いの方面に日帰りのトレッキングに出かけた。私は

デウィの北壁をもっと間近かに見たかったので1人で氷河を渡り、4850mのサクランの

尾根に行き充分堪能することができた。帰路北壁のよく見える位置にケルンを積み、故抑

君とガンガプルナに眠る笹川ドクターの冥福を祈る。

≪帰路キャラバン～ニューデリーへ≫

10月9日の午後ポーターが下の部落（レニ）から上がって来たので、一同ナンタの女

神に、ロキシーで乾杯し、登山活動無事終了を感謝し、併せて帰路の安全を祈って住みな

れたBCに別れをつけた。BCの入口にはリエゾンがジャンビングで刻ん五十wEL・COME

・TO・HAAJ・KHUND，，のメモリアルがあり名残りを情みつつ下山の途に着いたo

帰路キャラバンは毎朝霜が降り、落葉を踏み、紅葉を楽しみながら、日本の秋山を想い出

しつつノンビリと下山する。10月14日登山基地レ二の小学校に到着したが、手前のラタ部

落では雇ったポーターの家で婚礼があり、隊員からポーター迄寄り込んでチャンやロキシーを飲

み、上気嫌でレ二に到着したが、実にキャラ／くンのフィナーレを飾るにふさわしい楽しいもので

あった。10月15日夕刻のパスで多勢のポーターの見送りを受け、動物や野菜と一緒にジョン

マートへ。久し振りの街のざわめきがやけに耳につく。翌日は聖地バドリナート巡礼の予定

だったが、バスのトラブルでパー。いくら議論しても「ここはインドだ」の1語でチョン。

17日早朝、オンポロパスで13時間程ゆられて、ライラワから満員の夜行列車に乗替え、

18日早朝オールドデリーに着いた。しかしライラワで食べたフィッシュカレーの美味であった

こと。店で仕込んだ大鍋が終ってしまうとは店主もビックリ・・・・∴ォールドデリーからニュー

デリーのヨークホテル迄タクシーで戻り部屋に入った時には疲れも頂点に達しベッドにダウン。

10月21日隊の現地解散パーティーを競ツナ”（レストラン）で盛大に行なったo

翌日からアフター・エクスペディションに各々旅立って行った。隊長と私はデリーにてリエゾンと

残務処理を済せてから、彼の所属する陸軍落下傘部隊の捏屯地アグラへ。全員を招待して戴いたので

行くと、稲田・館野両氏は出発した後であったoアグラは競月光のタージ・マハール，1で有名であり

観光客でいっぱいであった。どこへ行くにも軍のジープで行くが、彼が運転する時には皆真剣に乗っ

た。何せ彼はスピード狂だから……　ここでまたジョシマートのホテルで同宿した江戸川労山のトレ

ッヵー3名と再会、リエゾンはこの人達とは初対面であったが、日本人だということだけで我々の仲

間として処してくれた。インドの慣習に「客は君の神なり」という語があるということで真から私

達の満足ということを考えてくれた。それだけに我々もったない英語ではあったか心からの友として

接した。私は彼の好意に感謝しピッケルをプレゼントしたが、彼はまたMr今井は酒が好だからと、

わざわざキャンプに戻り上等のワインとピールを持参してくれた。何とすぼらしい奴だ。

その彼は勤務の関係で中途帰国せねばならない今野隊員に同情して、忙しく相手になっ

ていられない隊員に代り同行し、自分の悪コンディションを口に出さず、6303mの未登

峰バムチューをほんの短時間で落したのは、立派という他にない。

彼や軍の仲間と楽しい日々を過した後、カルカッタ・バンコックに泊まり、11月2日

夜中に、隊長と共に多くの仲間や家族の出迎えを受け、無事帰国することができた0

私たちが今回このような成果を持ち帰国できたのも、会員の皆様をはじめ、HAAJや

その他多くの仲間の絶大なる御支援・御協力の賜物と心より御礼申し上げます0

－48－



ア　ラ　ス　カ

マッキンレー峰遠征報告

成　田　俊　夫

（1）出発迄

北米の最高降であるアラスカのマッキンレー降は6194メートルある。地元名はティナ

リー。その名の示す通り、極北の大地にそびえる巨大な王者である。

我々がこのマッキンレーへの遠征計画を立てたのは1977年のことである。78年の遠

征を目標としたが、折り悪く翌78年は長野国体の年であった。国体への全面的協力体制

を会を挙げて敷くということで計画は流れた。この為遠征計画は空中分解しかかったのだ

が、遠征への借熱と、未だ見ぬ氷河へのあこがれが、我々の意志をかろうじて支えた。

そして1979年6月11日、諏訪山岳会創立30周年記念山行と銘うって開港したはか

りの成田新空港から我々はアラスカの空へと旅だった。

遠征隊構成メンバーは次の通り。

隊　長　　北　原　文　人（31才）当時

副隊長　　成　田　俊　夫（27才）

輸　送　　岩　尾　巻　広（29才）

食　料　　清　水　　　守（27才）

装　備　　吉　井　誠　史（26才）

（2）ベースキャンプ迄

（日時は現地時間。日本の19時間遅れ）

6月10　日

夜10時、夕焼けのアンカレッジにDC－8は降り立った。通関は登山隊と云うことで

リストチェックのみ。1人50晦の荷は運搬が大変である。ロビーで毛皮商人ジャクソン

氏に会うo韓国系米人で日本隊のほとんどが世話になっている。日本語も達者。夜11時

を過ぎてもまだ夕方のような明るさの白夜に、極北の実態を軽い食事と共にかみしめる。

その後、ジャクソン氏の店の裏にある倉庫にてゴロ寝。

6月11日～12日

食燈や、装備買い出しの為レンタカーを空港で貸りる。大きなスーパーマーケットでは、

ほとんどのものが入手可能。みそやしょう油も難なく手に入る。と中、ひまを見つけては

アンカレッジ郊外までドライブを楽しむ。

6月13　日

アラスカ鉄道でセスナ基地、タルキートナへ向う。天候はぐずついて雨もふり出す。適

当な広場にテントを張って、荷の整理をする。このところ天候が悪く、5日もフライト待

ちをしている隊もあり、日程に不安を感じる。夜は近くの酒場に繰り込んで　ビールで前

祝いを盛大？に行なった。

6月14　日

天気は回復し、すぐにテントをたたんで出発を待つ。0時30分トラックの迎えがくる。

新しくできた飛行場で再びセスナ待ち。やがて52才になるハドソンの操縦する赤いセス
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ナは我々を乗せて南東フォークカヒルトナ氷河のランディングポイントに到着した。既に

10張りほどのテントが並んでいる。適当な場所に我々もテントを張ると、夜の行動に備

えて仮眠。

6月15　日

前夜9時半から行動開始。思ったより冷えこみは厳しく0時過ぎにはマイナス8度にな

る。5人が1本のザイルにつながり、ソリをひき、スキーで歩く。荷は約40Kg。2450

m地点にR・C（リ　レーキャンプ）設営。あとはLPまで一気にスキーで下る。陽が氷河

まで下りてくる朝6時頃L・P着。夜間行動に全員ぐったりとして眠りこける。

6月16　日

0時半起床。4時に行動開始。LPのテントをたたみ新雪の中RCへ向かう。10時10

分RC着。すぐにテントを撮るが、気温が上り雪は極度に湿っぽい。よく雨にならないも

のだと感心する。

6月17　日

5時に起床し、日中行動をとる。北東フォークカヒルトナ氷河への入口でホワイトアウ

トにつかまりやむをえずRC2を設営。日中行動の暑さに閉口しなからRClへ逆ポッカ。

17時R C2着。夕方からは皮肉にも晴間が広がる。

6月18　日

8時に起床してB C建設へ向け出発。皆深々と帽子をかぶり覆面スタイル。日焼けを防

ぐ為には暑苦しいが仕方なし。クレパスをさける為右に左に大きく蛇行しなからルートを

選ぶ。途中にひどいクレパス帯が2カ所あり、その都度先発隊を出して偵察を行なう。氷

河最奥部の広大な台地にB・C建設。夜は焼肉と日本酒で乾杯。‘周囲からは絶え間なく雪

崩の落ちる音。

6月19　日

降雪ひどく停滞。いい休養になる。

6月　20　日

悪天をつき、4人でR C2へ逆ポッカ。ホワイトアウトの中、族をたまりに慎重に下る。

デポ地から重い雪の中たいへんなアルバイトをしなからB・Cへ戻る。夕方天候の回復に

つれウェスタンリブの大雪壁が見える。そのルートに大雪崩が発生し、皆、しばし声もな

しo

（3）登撃活動一頂上をめざして

6月　21日

快晴となり、北原・岩尾・吉井がルート工作と偵察に向かう。急な広い雪壁から、クー

ロワール帯にかかる所までルートを延ばす。壁が大きい為、距離感覚がわからず苦労する。

目的地点まで目測の2倍はあるのか普通である。雪壁は50度位か。思ったより急で部分

的に香水となっている。

6月　22　日

今日も快晴。成田・吉井・清水の3名でルート工作にでかける。クーロワール帯にルー

トを伸ばす。200肋のフィ　ックスローブを撮るのは骨がおれる。核心部の70度近い香水

の滝を通過。12　ピッチ稼いで3千5百メートル地点までルート工作。

6月23　日
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全員で荷上げ。1人25Kgを背負ってユマーリンク。3500　メートル地点に荷をデポ

し、2名はそのままルート工作で上へ登り、3名は昨日荷上げした地点から逆ポッカ。ル
ート工作も3日目になり、はじめは不安だったタンラインのフィックスロープにも信頼感

さえ感じる。慣れは恐しい。

6月　24　日

全員でClを設営すべく1度はBCを撤収したが、悪天の兆しがありありと見える為、

成田・岩尾のみが先発でCl設営に向かう。しかし、雪壁を200メートルほど登ったとこ

ろでアクシデントにより岩尾のヘルメットが壊れBCへひきかえす。BCに着くころから

吹雪。登らなくてよかったとポッとする。

6月　25　日～　27　日

連日50の自ほどの降雪で停滞。雪かきだけはかかさず行なう。

6月　28　日

午前0時、厳しい寒さの中、Cl設営に向け全員出発。下部は腰までもぐるラッセルだ

が、ルンゼは雪崩が通った跡で氷が顔を出している。デポ地で荷を積み足して稜線へ向か

う。10時、稜線へ飛び出すが、斜度はきつくフィックスロープが必要。完全な香水にな

っている部分もあり吉井・成田が空身でルート工作を行なう。15時30分、Clを3850

m地点と決め、陵に棚を作る。Cl地点に到着直後、成田動けなくなる。呼吸困難におち

いり、そのままテントに収容。（後日、片肺が完全につぶれていると判明）この日は16

時間行動と云う誰にとっても実に厳しい1日となった。

6月　29　日

動けない成田を残し、4名で3500m地点まで逆ポッカ。背荷いざれないものはデポ地

にそのまま残す。

6月30　日

C2建設と荷上げに上部へ全員で向かう。成田は、行動も遅く荷を途中で減らす。ルー

トは易しくなり、4200肋の台地上にC2を設営、北原・岩尾が、そのまま残り、3名は

Clへ下山。

7月1日

C2の北原・岩尾は上部偵察に出かけ、C3地点に到達。Clの3人はテントを撤収し

てC2へ向かう。C2昼過ぎに到着。偵察の2名は帰りにルートを間違え夜8時に帰着。

高度の影響で顔に少しむくみが見られる。

7月2日

成田を除く4人はC3へ向け出発。成田はもう1日C2で休養とする。4名は部分的に

着氷の出ている雪壁をつるべで登り左の岩稜帯に出る。岩稜伝いに300肋ほど登った大き

な岩陰にC3設営。4900m地点。4人用エスパースを岩にしはりつける。明朝のアタッ

クに備え休養。

7月3日

朝5時C3発。天気は快晴。しかし風はやや強い。C3から続く岩稜帯を越え広い雪原

帯に出る。皆頭痛を惑じ出す。5600メートル地点で吉井は足もとがふらつき、頭痛と吐

き気に耐えられず下山を決意。C3に下る。完全な高度障害だ。残りの3名でひたすら頂

上を目指す。しかし遅々として高度は稼げない。皆苦しさに喘ぎ喘ぎ登っている。夕方6
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時、ついに主稜線に飛び出す。次第に視界は悪くなり、風も強い。そしてゆるく長い稜線

を黙々と歩く。21時15分ついに登頂。北原・岩尾・清水の3名、北米大陸の最高峰に

立つ。すぐさまC3に下りた吉井と、今日上ってきた成田へ感激のトランシーバー交信o

非常に寒い為、写真をとるとたゞちに下山開始。しかし寒さと疲労で、5700m、主稜線

を少し降りた地点でツェルトを被ってビバークとなる。

7月4日

朝から猛吹雪。C3で心配する中、夕方の16時にアタック成功の3名フラブラになり

ながらC3帰着。4人用テントに5人は狭すぎ、又、2次登頂のチャンスは時間的にあり

得なくなった為、成田・吉井は19時半C2へ向け下山。雪壁では新雪による小雪崩頻発

する。

7月5　日

今日も又、朝から雪模様。C3の3名は午後意を決して下山開始。夕方雪崩と共にC2

着。

（4）緑の大地へ

7月6日

昨日からの雪降りやまず夕方まで様子を見る。夜10時、雪がやむのをみはからって下

山開始。途中深いガスに包まれルートがわからず難渋する。Clの上にある雪壁を下りた

地点で視界回復までツェルトで小休止。周囲の明るさが増すころ、再び下山開始。延々

1000肋におよぶアプザイレンの連続で、朝10時、カヒルトナ氷河上におり立つ。陽の

照る氷河上は、数時間前には想像もつかぬ炎暑地獄であった0

7月8　日

BCをたたみ小雪のちらつく中、スキーでLPへ向かう0　ソリをひいての滑降は意外に

難しい。BCを出発して10時間後の朝9時LP着oなつかしいフランソワの顔が見えるo

7月9日

フォーレイカーの山腹にセスナが見える。皆小躍りしながら着陸点へと走る。緑の大地

へ帰れる喜びでどの顔も輝いている。誰もが氷雪の世界には飽き飽きしていたoタルキ‾

トナの飛行場へ降りると、皆一斉に深呼吸をした。土ほこりと緑の匂いに皆むせていたo

藻がてるほど嬉しかった。

7月10　日～7月14　日

タルキートナから、ワゴンでアンカレッジへo日本の留守本部へ登頂成功を連絡した後、

全員で大型ワゴンを貸りて観光ドライブに出かけるoマッキンレー国立公園からフェアバ

ンクスへそしてパルティーズへ出てコロンビア氷河見物。そして14日・さまざまな思

いをそれぞれの胸に抱いて我々は機上の人となり、美しくもたくましいアラスカをあとに

した。

了
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「駆け足アラスカ巡り」

成　田　俊　夫

登山活動は終わり、それぞれの感慨を胸に赤いセスナはタルキートナの土挨りの舞い上

る飛行場に着陸した。なんと懐しい土の感触だろう。風が運んでくるむせるような緑の匂

いが生物の住む世界に帰ってきたことを伝えてくれる。アラスカは今短い夏真っ盛りであ

る。氷と雪のモノクロームの世界から、一瞬にして緑の大地へ－そのあざやかな対比が

我々の心を、浮き浮きとさせていた。

タルキートナへ戻ったその夜、泊ったモーテルの飲み屋で我々は痛飲した。うれしいこ

とにB・Cで会った医者のマークたちもオリジナルルートを登り終えて丁度戻ってきてい

た。再会を祝し、互いの成功を祝しながら何十回乾杯とコングラチュレーションを繰り返

したことだろう。登山に疲れた体にアルコールは供よく、心の中にまでしみ込んでくるよ

うであった。

前夜の余韻が頭のシソをしびれさせていたが、昼前、パイロットのハドソンの奥さんの

運転するワゴンでアンカレッジへ戻った。すぐ帰国のフライトの荷作りをして、四日契約

でレンタカーを借りた。短い時間を利用しての駆け足観光旅行に出発だ。

まずアラスカ観光の目玉マッキンリー国立公園へと向かう。極地に住む野生動物たちの

宝底だが、日本の国立公園や狭いサファリパークの様なイメージをもっていると、その違

いにびっくりさせられそして考えさせられる。まず特別な観光施設や金もうけ目あてのみ

やげ店のようなものは何もない。訪れる観光客も自然に接し、動物を真撃な目で観察する

為に来るのた。酒を飲みながら観光巡りなどという光景は間違ってもお目にかからない。あ

れは日本だけの恥ずべき習慣というべきであろう。公園内の道路はキャンピングカー以外

は一切マイカー禁止。その代わりレンジャーの運転するバスが無料で走り公園内の動物た

ちや高山植物をみせてくれる。広大なツンドラの中で、動物たちは規制も干渉もされず自

由に自然の摂理のままに生きている。ここでは彼らの生活の場へ入っていく人間はあくま

でも聞入者なのである。

また、観光客の服装が違う。ハイヒールやビラビラしたスカートなんかで歩く人はつい

に見かけなかった。皆質素で場所にふさわしい格好をしている。自然に接するべき態度を

あきまえているのである。これは自然に対する人々の考え方の問題であろうか。近い将来、

日本からアンアンやノンノの様な軽薄雑誌にのせられた軽薄な観光客が大挙して訪れだ

すことだろう。そうしたら、灰色熊や、カリブーやムース達が道路沿線に並んで陳腐な日

本人たちを見学する光景が見られるかもしれない。

国情や国土の広さなど、いろんな相違点はあろうが、コマーシャリズムに毒され動物達

の先住権など一切認めないどこかの国の関係者たちにぜひ見てほしい管理方式だと思った。

公園を後にしてアラスカ第2の都市フェアパンクスへ向う。内陸の緑にうもれた町だ。

フェアパンクスではセスナをチャーターして母なる川ユーコンまで飛んでもらう。パイプ

ラインを見、果てなく広がるツンドラの上を飛ぶ。1時間飛びつづけても、かなたの地平

線は、そのまま動こうともしない。湖沼群が光り水鳥たちが群れている。小さな岩山には

ダルシープが、セスナの音に怯けて逃げまとう。
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やがてユーコンリバーが見えてきた。コーヒー色に濁った大河は、大きな流木さえ、木

くずのように浮かべ、はるか地平線に悠然とうねりながら消えていた。雪の降る10月素

質には、カリブーやムースの大群がこの広大なツンドラを横切って大移動をしていくのだ

ろうか。荒涼たる大自然の中に力強い野性の足音が聞こえてくるようだったo

激しい梼ゆれで、機内にあった嘔吐袋を4つも使った奴がいたが、他の者はアラスカの

広大さに酔いしれてセスナは無事フェアパンクスへ戻った。往復2時間半のちょっと贅沢

な空中散歩であった。

夕方郊外のレストランへ向う。市内の土産物屋でカリブーのステーキを食べさせてくれ

るという店を聞き出してわざわざ食べにいったのだ。何とレストランの裏は私設の飛行場

になっていて近郊近在のファーマ一連が家族で食事を楽しみに来ていた。アラスカでは自

動車よりセスナの方が利用率が高いようだ。アラスカらしいというか土地が広いというか、

日本が狭ますぎると云おうか……。とにも角にも大張切りで食べたカリブーのステーキは

マトンのそれと大差なく臭くて皆ゲシナリしていた。

夜とはいっても未だ沈まない陽を背に受け我々はパルティーズに向け出発したoハイウェ

イでは途中100キロメートル以上もガソリンスタンドや人家がないことが珍らしくない。

このハイウェイでは時速90月肋で5時間走って出合った車がわずか4台であった。

夜通し交替で約800キロ走って朝5時に太平洋南岸のパルティーズに着いた○　フィヨル

ドが発達していて唆しい山々が海にせまり、まるで北欧にでもやってきた様だ。（行った

ことはないけど）すぐ近くのチュガチ山脈はすごい氷河があるという。

ここで又、氷河見物の為セスナをチャーターする。こう何度もセスナを利用していると

タクシーにでも乗るくらいの気分になってしまう。観光のメッな　コロンビア氷河は正に

圧観であった。大氷床からゆっくり流れ出した氷の塊りが、やがてズタズタに烈け緑の大

地を引き裂いて、圧倒的な量感をもって海に押し出している。氷河の断面は不気味なまで

の蒼さだ。周囲には緑が繁茂し別世界にでもいるような錯覚におちいるo船上から大氷塊

が海へ崩れおちるさまを見れなかったのか如何にも心残りであった。

再びワゴンを駆って13日の夜アンカレッジへ戻る。アンカレッジではもう本当の夜が

始まる季節になろうとしていた。

14日飛行場に着いた私たちはもう見ることのないかも知れないアンカレッジの青い空

と彼方の山並を小さな感傷とともに眺めていた。日本には粉れもない現実が待っているo

限りなさ夢の大地よ、野性息づくアラスカの大地よ、そして我が遠征に一抹の寂しさを感

じながら別れをつげだ。

「アフリ　カの旅」

上　島　保　文

≪プロローグ≫

黒人の大陸アフリカ、悲惨な奴隷の歴史を持つ大陸アフリカ、野生動物と人間とが水を

求め食糧を求めさ迷い歩く大陸アフリカ。億ァフリカ”なんと響きのよい言葉なんだろう。

私がキリマンジャロというこの大陸の最高峰に興味を持つようになったのは、もちろん

年に何回となく登山をするようになり、海外遠征なる言葉にあこがれ、私もいつの日か海
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アフリカ桑津⑫
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〕芋等亮

外のビッククライムをと思うようになったた

めではあるが、子供の頃見たテレビのジャン

グル大帝レオというマンガに、像やキリンや

ライオンなどの群の遠く、小さく雪をかぶっ

ている山があった。ジャングルといえは熱帯

の密林、子供心になぜその画面に雪の山があ

るのか私は不思議でならなかった。そして今

度の旅も子供の頃から持ちつづけたこの疑問

を解決するための旅だったのかも知れない。

もう一つ私はここでキリマンジャロという

富士山の親玉のような安易？な山を、そう何

回も行くことができない海外登山の対象とし

て選んだのか話さなければならない。私は、

ホ通　1977年当会のMさんと職場の先輩のAさん

と3人でアンナプルナヒマール一周のトレッ

キングをした。このトレッキングのコースは、

ネパール第二の都市ポカラから歩き出しマン

シャンティーをつめニサンゴ・ラの峠を越し

カリカンダキを下り、またポカラに帰る、こ

れでアンナプルナI（8091m）をはじめと

するアンナプルナヒマールを一周することに

なる。このコースはエベレストのトレッキン

グのコースとは違い飛行機で山また山のヒマ

ラヤの内懐へ入るわけではない。山など何日

も見ろことのできないマルシャンティーの深

い谷をつめるのである。ポカラを出発して7日目、私たちはちょっと寄道をしてトンジェ

の部落からラルキャ・ラに向う道に入った。最奥の部落をすぎ、さらに登ると急に目前に

3000肋を優に越す絶壁を持ったピークと、どっしりとした台形状のマナスルに対面する

ことになった。6日間ほど、ほとんど山を見ることのできなかった私たちは、おおいかぶ

さるように圧倒的に迫る山々にただ立ちつくすのみであった。私はこのとき初めてヒマラ

ヤに会えたと思った。私の力ではいかんともしかたい絶大な世界の屋根ヒマラヤに会えた

と思った。わなあなと震える感動の中で私は侵しがたいヒマラヤの姿を見た。このとき私

の山に枠をはめてしまった。スポーツ登山が、より高く、より厳しい山に挑戦するものと

すれば、このとき私は完全に失格してしまった。5895mの高度を持つアフリカ大陸の最

高峰は、私にとって多くの魅力を秘めていた。5日間という短日数で頂上に立つことがで

きること、技術など必要なく体力のみで勝負できること、またなによりこの山がアフリカ

にあること。そして、この目で実際に見てみたい。野生動物がのんびり草を食む草原のむ

こうのこの山を、自分の足で実際に踏んでみたい。赤道直下のこの山の氷河を。

逸る心をおさえ、1980年12月29　日、私たち3名はアフリカを目指すおんぼろパキ

スタン機に乗った。
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≪キリマンジャロ登山≫

さていよいよアフリカ大陸での生活について書こう、日記を数年ぶりにひっはり出して

読み返してみるが、もう3年も前のことなのに記録映画のように、1日1日のできごとを

マ＞窮心Fl金
（27？7のく

＼

思い出す。
ハイライトはやはりキリマン

ジャロ登山だ。

1月2日　晴れ　モシYMC

A一十マラング・ハット

登山基地モシの朝はとても涼

しい。

取りあえず必要のない荷物を

あすげて出発する。キリマンジ

ヤロは、雲に覆あれて頂上を見ることはできない。雨が降っているのかな、荷物は必要最

少隈ということで、こうもりがさはYMCAに置いてきた。キボホテル近くのバス停で満

員のパスから吐き出された。ここからアスファルトのだらだらした坂道を登るo　ヒッチハ

イクをしてマラング・ゲートまで行こうと思っていたところへちょうど下からワゴン車が

登ってきた。なんとアルペンツァーと書かれているではないか、日本人の大名旅行など見

たくもない。

乗せてくれそうな車が早く登ってこないかな－と思いつつとうとうマラングゲートに着

いてしまった。2時間もかかった。ゲートでは顔に傷のある怖いお兄さんが「予約のない

ぉ前たちには登らせない、今日は満員なんだ」という。30分はどの押し問答でもらちが

あかない。そのうちにSが彼のバンダナをとり出し、その男の嫌らしい女にプレゼントし

た。だが女のとりなしにも男は入山許可を出さなかった。Sは次にポーターにとりなしを

頼んだ。だが逆にポーターがお説教をくらっているようで可哀想になってしまう。涙ぐま

しいSの努力にもかかわらず男はガンとして許可を出そうとはしなかった。どうもガイド・

ポーターを雇わないのか原因らしい。しかし、2時間ほどの交渉のすえ、西ドイツのおば

ちゃん2人のグループに便乗する形で話はまとまり、やっと入山許可がおりた○

私たちは2人のおばちゃんなど相手にせず勝手に出発してしまった。入山許可さえおり

ればこっちのものである。あたりは日本の低山を思わせ、草いきれのする道を20晦もあ

ろう荷に苦しめられながらゆっくり登る。ゲートを出発して4時間、6時近くにやっとの

思いでマンダラ・ハットに着いた。どうも体調がよくない。体がピリッとしない○慣れぬ

土地での熱さにまいっている。小屋はアルペンツアーの客でいっぱいで食堂など私たち

の入るすぎもない。コッヘルとコソロと今日のメインディシュのアルファ米、カレース‾

ズ福神演を持って待っているのであるが、みじめで恥ずかしくさえなってくる。彼らの

食事は、テーブルクロスまで敷かれたテーブルに、1人2・3枚の皿がきれいに並べられ・

そしてその皿にソティーのような肉料理、パン、デザートのパパイヤが盛りつけられ、遠

い異国の大名旅行を満喫するようにゆっくりと大声で笑いながら食べているのである。ま

るで私たちにあてつけるように。

遅い夕食を簡単に済ませ、早めに寝ることにした。今日は疲れた。外ではポーターやガ

イドが掻いでいるようだ。
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1月3日　晴れ　マンダラ・ハット→ホロンポ・ハット

ほとんどのグループはもう出発してしまった。どうせ私たちは重い荷、どん尻からmle、

Poleと歩き出す。ジャングルの急坂を登りつめるとキリマンジャロ、マウェンジがよく見

える草原に出た。草原の道はゆるやかな登りとなってキリマンジャロの方に消えている。

ボロンボ・ハットまでまだまだのようである。途中カメ　レオンを見つけた。草の緑色をし

た体長5－6センチほどの小さなもので、手に取りじっと見つめていたけれど残念ながら

色は変化しなかった。

出発してから6時間半、広い台地に小屋が散在するボロンポ・ハットにやっと着いた。

着くと同時に雨足が激しくなり、私たちよりちょっと達かった人たちはびしょ滴であった。

きっそく紅茶でもと思いラジウスに火をつけるのであるが、生ガスはかりが出て大きなオ

レンジ色の炎となってしまいなかなかお湯がわかない。ラジウスそのものも悪いのだが、

モシで買った軽油も悪いのかもしれない。ラジウスのおもりに悪戦苦闘し、やっと農協の

赤飯、インスタントみそ汁、キムチメンマ、コンビーフの夕食ができあがり、そそくさと

済ませた。

もう7時半にはシラフに入ってしまった。

1月4　日　晴れ　OFF日

朝他パーティーが出発してしまった頃、のこのこと起ざ出し散歩に出かけた。水場から

アッパーロードの方へゆっくり歩いた。所々に大きな石が置いたようにあり、2－3肋も

あろう見たことのない植物（のぼろ菊というそうだ）が水場付近に群生していた。日は濃

くふりそそぎ、小屋も草も石も焼きつくすかのようだ。

朝食後、マウシジ分岐まで高度差にして600同位の登りを高度順化と明日の偵察を兼ね

登ってみた。私とMはネパールのトレッキングで経験済だがSは全く初めての高度である。

3人共高度の影響など受けずに目的のマウシジ分岐まで登ってしまった。道もよく踏まれ

ていて問題はない。

小屋に戻り昼食、午後はキリマンジャロ公園の監理人と話をしたり、ごろごろ横になっ

てすごした。

1月5日　晴れ後雨後曇り

最終キャンプに入る日だというのに一晩じゅう西ドイツのおばちゃんのうなされている

ような大きな声に悩まされる。朝は早めに起き食事の用意をする。調子の悪いスペアをだ

ましだまし使うが、食堂の2階で寝ている西ドイツ人たちに生ガスが臭いといわれてしま

った。ろくに沸きもしない湯の中にそばとラーメンをいっしょに入れ半煮えのまま口に押

し込み朝食とした。荷物は昨日のうちに、あすける荷物1個とキポハットまで持ち上げる

荷物2つに分けカメラも1台だけとした。

8時20分、Mは空荷でSと私だけが1個づつ背負ってのろのろとボロンボ・ハットを

出発、昨日4600－4700あたりまで登っているので道は知っている。最終水場で一休み、

これより上には全く水はない。1日半分の水を持ち上げなければならない。

高度4500mほどで雨が降りだし、あわてて岩影にかくれて雨の止むのを待った。しか

し増々強くみぞれまじりに変り不安をかきだてる。30分ほど雨箔りをしていると、下か
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らあがってきたガイドがここぞとばかりにガイド風を吹かせ、さあ行けという、あいかわ

らずの天候だがここにいてもどうにもならない。しゃくだがガイドに従うしかないo　マウ

ンジへの分岐より10分ほど行くと道は大きく左へ曲がり索実とした荒野の中を真直にの

び2－3k卸先のガスの中に消えている。高度ではもうキボ・ハットの高さに達しているの

にまだ何時間も歩かなければならないようだ。この頃になるとやっとみぞれは止み・台地

を吹きぬける強い風だけとなった。しかしこの風のため体温は奪あれ風に抗しながらのつ

らい行進が続いた。

キポ・ハットはキリマンジャロへの急な登りとなる末端に建っていた。そこは草木など

一本もない荒涼とした台地である。小屋に入りIさんから借りたコソロで湯をおかし・熱

い紅茶を飲み、とにかく寝ることにする。ガイドたちは「アルペンツアーの高山病者を下

山させるためにレスキュー隊員が全員下山してしか、、たとえあなたがたが高山病でたお

れても救助できない。具合の悪い者は今日のうちに下山したほうがよい」という。Mは少

し頭が痛いというが、せっかくここまで来たのだからもう少しがまんしてみよう。

夕食はコンビーフの缶づめ、さばの缶づめ、それにビスケットと棒状のかんはんを紅茶

で流しこんでとにかく寝れなくても目をつむって横になって体力の回復をはからなければ

だめだ。明日は午前1時には出発したい。

1月6日　晴れ　キポ・ハット→キルマンズポイント→ボロンボ・ハット

だれかの0時20分ですよという声に起される。この小屋に着いたときにはちょっと頭

が痛かったのに今はなにも痛くはない。Sもなんともないという0ただMだけが頭が痛く

てあまり寝れなかったとぼやく。お湯をわかしあずき缶を切って朝食とする。テトラポッ

ト1本の水、ビスケット、カメラをザックにつめ、持って来た衣類を全部身につけ出発準

備完了、好きになれないガイドがしゃしゃり出て・おれの後について来いという。おばち

ゃん2人と私たち3人が彼の持つランプの光をたまりにゆっくりゆっくり登った。他のパ

ーティーも同じようにガイドに案内されて登って行く、もうずいぶん先を歩くパ‾ティ‾

もある。1時間ほど登るとガイドのランプが消えてしまい・私のヘッドランプを貸してや

る。おばちゃんたちも調子が悪そうなので、この機会にいやなガイドとわかれ・私たち3

人だけで先に進むことにする。道は富士山の大沢の中をじぐざぐに登っているようで、砂

に足をとられながら道をヘットランプでさぐり登った。夜がうっすらと明けるころ・頭の

上でガイドがキリマンジャロ、キリマンジャロとキリマンジャロの歌を歌っているoあそ

こがキルマンズポイントなんだろう。息もたえだえにやっと這い登る。ちょうどそのとき

太陽がマウンジの肩から除々に除々に昇り、私たちのいるキルマンズポイントにもその光

が差しはじめてきた。私たちを圧倒するギラギラ輝く大きな太陽である。その光線は雲海

をすべるように渡り来、氷河も、石も、砂も、私たちも赤に染めてしまう。その光の増す

ごとに私の日にも涙がたまってくる。ぶるぶるふるえるような感動がわきおこり、体じゅ

うに広がっていく。太陽とはこんなに大きく、あたたかく、やさしいものたったのだろう

か。思わず脆きたくなるような、神を思わされる瞬間であった。ちょうどここは、鉢の緑

に顔を出したといった所で、富士山よりずっと大きなクレーターが見渡せる。そして赤道

直下にありながら、そっと置いたようにあちらこちらに氷の塊がちらはっている0　ヒマラ

ヤの氷河に比べるとあまりにも小さなものだ0
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主峰はウルフピークと呼ばれるもので、道は左手の斜面をトラバースぎみに続いている。

往復1時間30分ほどだというが、私たちにはもうこれで充分なような気がした。どてっ

とした雪原がそのあたりだろうか、あんなところに行ってがっかりさせられるくらいなら

行かないほうがましだと思った。富士山に登って、どうしても剣ケ降に登らなければとき

わいでいるやつらのように思えた。

1時間も景色に見入り、写真をとり、氷の上に登り、頭の痛いのも忘れはしゃぎまわっ

た。そしてゆっく　り下山にかかった。

キボ・ハットで軽く食事をとり、さらにホロンボ・ハットをめざして下山した。頂上は

もうガスがまいている。ロールートを下ることにした。3時間もかかってやっとホロンポ

・ハットに着く。ちょうど追いかけるように雨が降りだしたがぬれずにすんだ。

ボロンボ・ハットは今日もすごい人、日本人はいないが西ドイツ人の団体で小屋はどれ

もふさがっていて、ポーター小屋しかあいていなかった。本来なら食事が一番楽しい時間

のはず、だが私たちにとっては一呑みじめな時である。今日は特にキリマンジャロ登頂を

ささやかに祝いたいのだが、酒もつまみも何もない。アルファー米とインスタントみそ汁

とつけものだけの祝勝会だった。

1月7日　晴れ　ボロンボ・ハット→モシYMCA

今日も遅い自覚である。熟睡することができずに、登頂の興奮で何回も目が覚めた。キ

ルマンズポイントでガイドが歌っていたキリマンジャロの歌と、真赤に燃えた大きな太陽

が、頭にこびりついて離れない。

肩に食い込む（もう食糧はないのだから重いはずはないのだが）大きなザックを背負い

下山にかかった。ガスの中をいっきに下り、ガスが切れたとたんアフリカの暑さがもどっ

てきた。マンダラ・ハットでも休まずにマラングゲートに着く。今日も例の怖いお兄さん

がいて、「どこまで登ったんだ」と聞くので、「キルマンスポイントまでだ」と答えると、

私たちの答えが信用できないらしく隣りのガイドに確かめて、やっとなっとくしたようで

ある。全く鼻持ならないやつだ。それでも、彼に電卓を高く売りつけてやった。

モシYMCAに帰り夕食をとった。飲みほうたいの本場キリマンジャロコーヒーがうま

い。それに鳥のモモのカレーがうまい。シャワーを何日かぶりで浴る。Mは洗濯までした

ようだ。伸びきったスプリングの小さなペットは、暑さも手伝ってたいへん寝苦しかった。

これでアフリカの旅の第一目的が無事終ったことになる。明日からは、有名なセレンゲッ

ティー公園、ンゴロンゴロ公園のサファリだ。

≪エピローグ≫

私たちは1月　27　日、無事帰国した。職場や家族に多くの迷惑をかけ、どんなに心配さ

せたことだろう。

この旅で私がどれほどの試練に会い、どれほど悩み、どれほど成長しただろうか。確か

に多くのものを見、また多くの事を思った。ダルエスサラームの荒廃した町に驚かされた。

槍をただ一つの武器として年とともに生活するマサイを見た。テレビに写し出されるよう

にセレンゲッティー公園では、血を流すヌウの前で息を切らすメスライオンを見た。大地
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を黒く覆いつくすかのようなヌウの大群を見た。ンゴロンゴロ公園では、フラミンゴのダ

ンスを見た。キリマンジャロの頂上では、赤道の氷河を見た。また黒人は貧しいが、アフ

リカの太陽のように明るくやさしかった。

私がこの旅に出るとき、長男は八カ月になった。つかまり立ちがやっとで、言葉もパパ

パとしか言えなかった。だがよく笑う子で、私の顔を見ては笑いあいぎょうを振りまいて

いた。旅の間幾度となくこの子のことを思った。もう歩いているだろうか、風邪などひい

ていないだろうか。自分の子供となるとまた格別である。少なくともこの子の前では、パ
ーフェクトの人間であろうとは思わないが、自信のある態度をで接していたい。結果的に

そのことが失敗であったり、間違いであったりしてもそれはそれでしかたないではないかo

子供を育てることが今の私にとって、最も重大な責任であるような気がする○

私はこれからも海外に旅したり、どこかの山に登るだろう。そうすることによって私が

より人間的に自信のある態度で子供に接しられるなら。
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パス　ー遠征隊の記録

1経　過

1980

11．18　諏訪山岳会、カラコルム研究会発

足

12．2　　山域の研究

12．16　資料集めの分担を決め、登山計画

の概略作成開始。

1981

1・16　運営委員会で、諏訪山岳会を挙げ

ての行事とする事を決定。

1．27　山岳会例会にて、主旨の発表、参

力晴を募る。

2．17　長山協提山用主旨書の完成。

2．　　第1回長山協海外登山審議会

3．3　審議会内容に因り、計画の修正と、

目標の山、方針の決定。

3．22　Gl隊との交流。情報収集。

3・31　第1日標をウルタルⅡ降とし、計

画の練り直し始まる。

4．21　タクティクス概略決まる。

5．12　食料、袋偏、担当に分かれ、細目

に到る計画書作成始まる。

6．9　　ウルタルⅡ降登山計画書ほぼ完成。

7．26　第2回審議会。

7・8－　8．4　夏山合宿。

8．18　パキスタン大使館向けの計画書作

成始まる。

8．25　パキスタン大使館へ、登山計画申

請。

10．31　Gl隊との交流会。

11．17　ドクター捜しについて打ち合わせ。

11．21－22　富士山氷雪訓練。
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12．3　寄贈品依頼リスト作成始まる。

12．22　寄贈品依頼リスト概略完成。

12・28－1．3　冬山合格（燕一束鎌尾根一

槍）

1982

1．14　　パスー降に許可下る。

1．23－24　Gl隊報告会、並びに長野県

カラコルム会議発足、出席。

2．2　　計画の修正、パスー氷河からのル

ートに決定。

2．7　雪上訓練（霧ヶ峰）

2．12　　計画に基づき、出発迄の日程予定

を確認。

2．16　信大、低圧実験室にて、低圧体験、

5名参加。

2．23　谷内ドクター参加決定。

3．9　各所へ配布用計画書完成。

3・14　雪上訓練。（五電卜一ミ尾根）

3．17　吉原先生宅訪問、医学知識摂取。

3．23　隊荷輸送、航空券等についての確

認。

3．28　隊荷パッキング開始。

4．10　家族親睦会。

4．23　壮行会取り行なあれる。

4・24　最終パッキング、並びにチェック。

4．28　隊商発送。

4．29　諏訪山岳会内部での壮行会。

5．1　最終打ち合わせ。

5．3　　先発隊、成田発。

5．10　本隊、出発。



5月2日

5月3日

遠征報告

18：00　河西運転の自動車で先発隊の成田隊長、三石隊員、金子の4名取誘発。

11：00　新東京国際空港より成田、三石PIA753便にて出発。見送り5名。

16：40　北京着。黄砂の為か褐色の空。ただただ広いばかり。

21：20　カラチ着。気温27Coで非常に蒸し暑い。

5月4日　　5：30　ホテルより空港へ。ターミナルを間違え、l時間後国内線ターミナ

ルへ移動。

9：30　イスラマバード着。緑濃くホッとする。タクシーで民宿のシルクロ

ードハウスへ、やっと日本語で話ができ落着く。夕方マーケットへ散歩し、
i　町の様子を偵察。

5月5日　　暑さに体が慣れず、食べ物もかわり2名とも体調すぐれず。

10：00　シルクロードの主人サミーと共に、ツーリズムディビジョン（以後

T．D）へ行き確認を行なう。ルート変更はOK、リエゾンオフィサー（L・0）

も今日中にイスラマバード着。午後は、荷受けの為のプライスリスト作り、

及び昨年Gl長野隊のデポしていった荷の確認。夜は日本への礼状書き。

5月6日　10：00　サミーと共に外人登録所へ。2名とも手違いで入国スタンプをもら

っていなかった為、外人登録はできない。その後T．Dへ行くと、リエゾンオ

フィサーのキャブテイン・アッカラムが来ている。非常に協力的なL・0で一安ノ臣

午後　シルクロードでし．0と打合せ。入国スタンプの件は何とかしてくれる

とのこと、また、薬品関係のパッキング）スト不備とのことで、又、荷受け

書類にスタンプもらえず書類書き。夜は例の如く、日本への礼状書き。

5月7日　　金曜日は、パキスタンの日曜日。

二人で午後ラワルピンデイへ行く。イスラマバードからピンデイまで約15

キロ、ここはミニバスと満艦色のバス、そして、フィアットと三種類のバス

が走っている。一番高級をミニバスでピンデイ迄2RS（40円）。フィアット

だと50P（10円）と非常に安い。35COを越す猛暑の中、大バザール（市場）の

ラジャバザールへ。悪臭、喧喋、熱気の場所である。その不潔さと熱気に圧

倒されをがら、買物を楽しむ。とにかく、その場に立った者でなければ解ら

をい独特な雰囲気がバザールにはある。

5月8日　10：00　し．0と共にツーリズムディビジョンへ。T・Dのタリム氏やL・0の

5月9日

努力のおかげで入国スタンプがとれる。3回目で荷受けリストへの承認ス

タンプもOK。午後はピィンデイへ行き、し．0、ポーター50名分の保険契約。

ハイポーターは毒し。夜、日本への礼状書きに終始。

9：30　アナカン荷受けの為エアポートへ。非常に手続きが面倒なのでサ

ミーを介して代理人に依頼。それでも3時間以上も待たせられる。何とか荷

は開けられずに無事受け出し終了。

16：00　し．0とし．0用支給品確認、及びブリーフィング打合せ。夜はアナ
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カンに入っていたウイスキーをあけ、アメリカ隊を交えて大いに飲む。

5月10日　　バンクでドルをルピーにチェンジした後、在パキスタン日本大使館へ行く。

今谷氏に挨拶。後発隊は、清水副隊長以下5名で、日本時間11：00新東京国

際空港より、PIA753便で出発。21：30カラチに到着。見送りが8名の大

勢で、まるで遠足へでも出発するようだった。

5月11日　10：00　イスラマバードエアポートで全員合流。後発隊は元気いっぱいで、

旅疲れもみえず。シルクロードには、し．0が待っており、ただちに全員で外

人登録証にサインして、オフィスへし．0と成田出向く。帰りがけT．Dへ立寄

り、ポーター用、ヘリコプターチャーター用誓約書の用紙をもらってくる。

残り6人は夕方、イスラマバードの町をブラついて散歩。

5月12日　　6名、登山用買出しでラジャバザールへ。暑さの中で値切りながらほぼ必要

なものを買い揃える。15：00イスラマバードへ戻る。成田とし．0は外人登録

所で書類を受け取る。

5月13日　　成田、清水、し．0の3名でブリーフイン久何故かT．Dの局長Mr．AWANはす

こぶる機嫌がよくブリーフィングもスムーズに進み1時間で終了。こんなに

簡単に済むのは珍しいらしい。　21：30ギルギットへ我々を運ぶミニバスが

2台来て、荷積みを行なう。いよいよイスラマバードとお別れだ。

5月14日　　3：30　起床。4：00　サミーと奥さんの見送りで出発。恐しいほどのスピード

5月15日

で、どんどん飛ばす。女子登撃クラブの3人も同乗。朝方はかなり涼しく長

袖でも皆ブルプルふるえていた。そのせいか池上発熱し、ミニバスの後のシ
ートでダウン。400近い熱で池上にとっては死ぬほど苦しい旅となる。険峻な

カラコルムハイウエーを走り続けて16時間、皆、腰が痛いやら体がダルいや

らでグッダ）。途中でアフガンからの遊牧民に出合う。彼らは生まれてから

死ぬまで歩き続けるのだろうか。車のホーンに振り向く目はとても哀しげだ。

大陸の大きさに驚嘆し、うんざりしながら20：00やっとキルギットへ到着。

ただちに荷おろしし、遅い夕食をとって全員ぐっすり眠る。

9：00　遅い朝食。池上はかなり復調し、飯が食べられるようになる。今度

は三石が下痢がひどくまるで死んだよう。皆、急激な環境の変化と疲れで調

子が悪く、隊の意気上がらず。

11：00　隊長、し．0でキルギットエリアのデュプティコミッショナー（以後

D．C）に会う。フンザ地区の情報をもらうが今年のローポーターの賃金は、

1日90RS＋食料レーション18RSとのこと。昨年の50％アップだ、最終的には

クルミットの村長との間で調整することと在った。午後元気をメンバーは、

チナールガーデンを見学。カエデのような大木をチナールと言うそうだ。イ

ンダスの支流ギルギットIIIのほとりにあり、落着いた静かな所である。

5月16日　10：00より三隊に別れ、登山用品のショッピング。キルギットの午後は、そ

れぞれ魚釣りや散歩、夕方し．0の友人の勧めでポロゲームを見に行く。馬に

乗ってのホッケーゲーム、馬と馬がぶつかりあう危険なゲームだ。迫力満点．〈／

5月17日　　8：40　ミニバスでパスーへ向け出発。ミナピンを回り込んだ所で憧れのラ

カポシを見る。標高差5700m、我々の足元から一気に天空へ大氷河がっきぬ
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けている。とにかく大きく圧倒的を高さだ。対岸のフンザヘ行くと、ラカポ

シは華麗で荘厳をたたずまいに変わる。フンザでは、サブD．Cと会見。そし

てグルミットへ行き村長とポーターについての直接的交渉に入る。この村長
一緒にパスー村まで行き交渉の仲裁をしてくれる由。パスー村ではD．Cのリ

ゾートへ泊まれるようし．0が交渉してくれた。夕食は初めてキッチンボーイ

のエグバールが食事を用意してくれる。

5月18日　　7：00　起床してキャラバンの為のパッキング作業開始。空は雲lつをい晴

天で、天候も回復の兆しがみえる。終日パッキング。今まで一番元気たった

ドクターがついに食あたりと思あれる症状で発熱し濠込む。夕方残りのメン

バーで近くの丘までランニングをしをがら足をらしの散歩。外国人の通れる

限界のバッーラ橋をみる。しかし、つい1ケ月前NHKの取材班が、ハック

大統領の許可でついに外国人として、第二次大戦後初めてこの橋を越えタン

ジュラープ峠まで行ったと言う。ここからチベットの国境までは、わずか龍

山の行程をのた。

5月19日　　午前中はパッキング残りの始末。夕方17：00頃からボーターが集まり出す。

51人が集まった為予定の低人に減らす目的で、ドクターが一人一人の健康診

5月20日

5月21日

5月22日

断を行なう。約2時間かかってようやく全員の診断を終ある頃には既に周囲

は真時になっていた。

7：00　ポーターに荷渡しをしてキャラバンスタート。10分から15分行って

は5分休むスローペースで初めは皆イライラする。しかし、そのペースにも

次第に慣れてきた14：30頃キャラバンを今日はここでやぬるという。30m

の所である。夜は、近くに放牧している山羊を一匹つぶし、ポーターに振舞

う。ポーター達は皆、気のいい連中だ。ここまで来ると夜はさすがに冷える。

清水はずっと続いている下痢で元気がない。

5：30　起床。　7：00キャラバン出発。1時間後氷河横断地点に着く。サー

ダーと若いポーター3名、それに成田、若尾、市川の6名が先行してルート

工作しをがら進む。氷河の中は沌あり：小川ありで結樟変化がある。　巾約

1．5血。大きをクレバスもなく快適に通過。それでも最後の人間が渡河する

までに約2時間半かかった。左岸に渡り、すぐ標高差600血の急登。登りつ

つめた所が2日目のキャンプサイト。4200m地点だ。皆軽い頭痛を訴える。

それでも高度障害らしい障害もです、テント設営後100血位上まで隊員全貝

で散歩に出る。

7：00発。館00Ⅲ地点まで上り、一気に駆け下って、伽50血の氷河左岸に

10：30BCを設ける。草地ですぐそばに池があり、BCとしては絶好の場所だ。

ポーターに1人570Rsの賃金を払い全員で記念撮影をする。とても協力的で

よく統制のとれたポーター達が帰って行く。手を振って見送る。とうとうこ

の広い山中に、10人だけに在った。一抹の寂しさを感じてか、皆、いつまでも

見送っていた。午後から我々の居室に在る10人用夏テント、5人用ダンロッ

プ、2人用ダンロップを張る。少し離れた所にし．0用ダンロップ、メイルラ

ンナーとキッチンボーイ用ダンロップを張る。最後は、石を組み上げてキッ
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5月23日

チン作り。幻00mを越えた所での石運びはさすがに息ざれがして、皆、休み

休みの作業だった。

朝はゆっくりと起き、成田、若尾がデポを兼ねて氷河上まで偵察にでる。サ

イドモレーン帯上を2時間歩いて氷河に取りつく。氷河に出る所のトラバー

スが落石で非常に悪く、神経をつかう。氷河上は、まだ50側位の新雪が残っ

ており、クレバスがみを隠れていて何度も落ちる。アンザイレンは絶対必要。

氷河初体験者が多いのでフィックスザイルも必要に在ろう。若尾は、去年総00

血まで登った強みでさすがに初日というのに調子が良い。

5月24日　暮尾、池上ルート偵察でアイスフォール直下まで行く。市川、谷内の2名は

5月25日

モレーン帯末端のデポ地点まで約15鴎をデポ。偵察中池上は、すっぽり頭ま

でヒドンクレバスに落ち恐慌状態。これから何人の犠牲者がでることかと、

BCテントで羊肉を焼きながら皆で話し合う。

若尾、市川アイスフォールの下部を偵察。下の氷河の何倍も危険かレートで

迷路のようにとドンクレバスや、セラック、アイスビルディングがありルー

トができるまで時間がかかりそう。成田、池上は下部氷河のルート工作、ハ

シゴー本とフィックス200mを投入○残りメンバーはデポ地まで荷上げ。ア

イスフォールの偵察結果から、アイスフォール直下にR．C（リレーキャンプ）

を設けることに決定する。

全員やや疲れが見える為休養日とする。休養日らしく天気は小雪。成田発熱

し、1日寝込む。

朝からみぞれで2日続きの停滞。終日トランプや手紙書きで時間をつぶす。

全員でR・Cまで荷上げし、R．C設営4250m。K．Bのエグバールも荷上げに

同行（デポ地迄）。若尾、池上はそのままR，Cにステイし、明日からのアイ

スフォールルート偵察にそなえる。終日雪が降ったりやんだりで暑くなく助

かるが、重い荷はやはり皆こたえる様だ。

5月29日　天候回復、RC隊の若尾、池上は早朝に出て、4750m地点まで到達するが行

きづまり下山。15：00RC着。非常にルートが悪く、消耗が激しい。BCの

5名はRCまでの荷上げ0体も高度に慣れ、次第にピッチが上がってゆく。

RC隊テント帰着後アクシデント発生。水をくみに行った池上が、スリップ

して転んた際近くに置いてあったアイゼン上に手をっき、親指つけ根に深さ

約1mの刺傷。CB交信で翌朝たたちに下山を指示する。

5月30日　朝から雪がBC付近ではしだいにみぞれになる。池上、若尾はBCに下山。

入れ替わりに成田、三石、市川の3名RC入り○負傷の池上は全治l週間で

物が握れずしばらくBCで休養とする。

5月31日　朝方は雪が降ったが次第に回復。前日RC入りした3名がアイスフォール下部の

ルート工作。フィックスロープ300鵬と梯子を設置。下部から中間部雪田へ

抜ける部分が非常に悪くZ状ルートと名付ける〇着尾、清水、谷内の3名と、

KB、MRはRCへ荷上げ。この荷上げにLOがついてくるがまったく技術

がなく、つれて歩く方が大変だった。

6月1日　成田、市川、三石の3名にてルート工作と偵察。梯子2本とフィックスロー
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プl50mを設置。5月29日に若尾、池上が断念した地点の手前からルンゼ状の

場所を登り上部へ抜ける。しかし、完全なホワイトアウトとなり、第1キャ

ンプ（Cl）予定地点までは到達できず。しかし、ほぼアイスフォールを突

破するメドはつく。3名はそのままRCまで下山。入れ替わりで若尾、清水

RCに入る。谷内とKBはRCまで荷上げ。

6月2日　　若尾、清水、最後のアイスフォールルート偵察。昨日ほぼ抜けたと思った地

点から先が意外に悪く、セラック中の氷のトンネルを抜け、つらちが頭上に

ぶらさがる危険なルンゼを通って12：00Cl地点に達する。Cl地点のプラ

トーは、甲子園が10も入るような広い大雪原だ。BCからも望遠鏡で最終ル
ートを確認。皆で喜びあう。これで登頂の可能性は強く在った。BC組はの

んびり休養。

6月3日　　若尾、清水、ルート工作と荷上げを兼ねてCl地点まで上る。荷物デポ後RC

まで下山。成田、谷内、三石、市川の4名RC入り。下部氷河で成田、市川

スキーを初めて使用。非常に快適で毒せ今までスキーを利用しをかったかと

悔やまれる。夕食後、谷内体調を崩し寝込む。池上はほぼ復調するが、大事

をとってあと2日BCで休養。

6月4日　　RCの5名Cl地点まで荷上げ。谷内ドクターはRCで休養。ルートの悪さ

に合さらながら恐怖感をおぼえる。セラックはどんどん崩壊していて、毎日

ルートの様子が変わる。下部から中間部へ入る所と、最上部が特に悪い。今

後の荷上げで怪我人がでないか心配になる。若尾、清水は荷上げ後BCまで

下山。他はRCステイ。

6月5日　　成田、市川Cl入り。6人用エスパースを撤収し、三石、谷内は荷上げ。最

上部の氷のトンネルの後のつちらルートは避けアイスビルディングの左側に

新たにルートを作り直す。10：30Cl着。ただちにエスパースを設営4950m。

谷内、三石はすぐ下山し、成田、市川で午後からルート偵察。見た目以上に

プラトーは広くうんざりする。Cl帰着後、市川吐き気がすると言って2時

間ほど寝込む。そろそろ高度障害がではじめた様だ。BC組は休養。

6月6日　　Clの2名ルート偵察。プラトーはスキー使用。8：00頃には既に雪がくさ

り始め、アイゼンに雪がたんごになり、苦しい登高となる。執50m地点で大

クレバス常に阻まれ断念。翌日は左側にルートをとることにし、途中に荷を

デポして下山。RCの三石、谷内はClまで荷上げ、3日続きの悪いルート

での行動に神経を消耗して、もうこのルートはいやだと悲鳴を上げる。若尾、

清水、池上はRC入り。池上やっと一線へ復帰。

6月7日　　雪がくきると行動が遅くなるので、4：50Clを出発して、成田、市川C2

偵察。昨日荷をデポした地点から左へ200mほどトラバースして、ルートを

求める。11：00C2予定地点者。（5750m）下山時に2名とも頭痛を覚える。

C2までのルートは2ヶ所のクレバスを除けば比較的安全。ただし降雪時に

は雪崩に対する警戒は必要だろう。C2でやっと目的のピークが見える。

若尾、谷内、三石の3名はCl入り。清水、池上はClへの荷上げ。

6月8日　　三石発熱。かぜと高度障害らしい。休養させて様子を見る。若尾、谷内の2
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名で荷上げ。ルートができているので快適に登る。しかし、初めての高度で

かなり消耗する。清水と池上もCl入りし、久しぶりに7名全員が掃う。

6月9日　　成田、若尾、スキーをかついでC2入り。清水、池上、市川の3名も一緒に荷

上げ。11：45C2着。風は冷たく、すぐにノースフェイステント4人用を張

る。到着後かなりの頭痛を感じる。三石、谷内はClで休養。

6月10日　　スキーでC3偵察。C2の上も広いプラトーになっていて、大きなクレバス

が口を開けている。6200m地点で、セラック帯をぬって登るルートと、78年

に防衛大隊が利用した大きいルンゼルートに分かれる。セラック帯ルートを

採用して左側から回りこむ。蝕00m地点でC3予定地を決定。下りはスキー

で快適に下る。標高差650mスキーには最適の斜度だ。他の5名はC2まで

荷上げし、市川はそのままC2入り。やや顔にむくみがみられる。三石は強

度の頭痛を訴えている。

6月11日　　C2パーティ3名、5：30発。足先が冷たくて痛い。こちらへ来て初めて感

じる強烈を寒さだ。－21C、小雪まじりの申、市川はスキー、成田、若尾が

つぼ足でトレースを付けをがら歩く。ひざまでのラッセルで非常に疲労を感

じる。帰りは2人共パテパテ。市川はスキーで快調に下り、見ていてうらや

ましい。C2で谷内、三石がClより上ってきて13：00、5名合流。三石は

強度の頭痛でダウンし、そのまま夕食まで寝込む。l次アタック予定の成田、

若尾、市川は翌日BCまで休養下山することに決定。若尾はこんな上に長く

いたくないと、15：00、単独でClへ下山。市川の高度順化を確実にする為、

成田、市川はそのままC2へ残る。Clの池上、清水は休養。

6月12日　　成田、市川5：30、C2発。6：30にClで若尾と合流し、だいぶ様相の変

わったアイスフォール帯を駆け下る。9：15RC善、下界はいつの間にか短

い夏が訪づれ、モレーンの下の草地には白や、黄の可憐な花が咲きみたれて

いる。BCは緑一色の中だった。久々に土の感触を3人で楽しむ。

谷内、三石はC3へ荷上げ、しかし、C3割着直前で完全をホワイトアウト

状態となり、C3手前に荷物をデポしてC2へ下山。池上、清水はC2入り

し、4名合流。夕方、BCに到着した連中がかけてくれた南沙織のテープをト

ランシーバーで聞き、皆感激。

6月13日　　三石高度順化がうまくいかず不調を訴えた為、やはりやや体調を崩しぎみの

谷内と共に朝Clへ下る。三石は他より高度順化速度が遅いようだ。清水、

池上はスキーを利用して快適にC3へ荷上げ。途中で前日パーティのデポし

た荷をかつぐ。帰りは快適にスキー滑降を楽しむ。この日、サウジのハリド

国王が逝去した事を知り、久々に国際情勢はまったく我々とは別の世界で動

いていることを感じる。BC組は休養。

6月14日　　清水、池上、C2よりスキーを使用してC3へ最後の荷上げ。帰りスキーを

C3ヘデポするよう下から指示したが無視、スキーでC2まで下山。そのま

まClへ下る。勝手を行動にBCは立腹し、やや険悪をムードと在る。

三石、谷内は休養し、体調回復を計る。BC隊はゆっくりとBCからRC入

り。しかし、天候は悪化の兆しがあり、アタックに皆不安を覚える。
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6月15日　　RCで早朝出発前に珍事。若尾がうす氷の張った氷河湖に転落。寒中での水

泳ごくろうさんと皆にからかわれたが、本人にしてみれば一大事、全身ずぶ

濡れで　それでも「体が汚れていたからいい風呂だった」と強がり。9：30

頃から降雪。Clに10：30着。三石の顔がむくみ別人の様なのに皆驚く。

それでも体はかなり復調していた。久々に7名一緒に楽しい夕飯をとる。

6月16日　成田、若尾、谷内、市川三石の5名でC2入り。皆快調。夕方BCのL・0

との交信でやっと日本からの手紙が届いたとのこと。初めての手紙なのに

誰も読むことができずがっかりするが、それでも待ちに待った手紙。BCに

下りたいという声も聞かれた。

6月17日　昨夜から降り出した雪、朝になってもやまず停滞。気圧はどんどん下がって

いる。昼まででC2付近で既に300血位の積雪。食料も少なくなってきて、不

安がっのろ。結局終日雪。

6月18日　朝、また雪が降り停滞。既に積雪はゆうに60cmを越えている。もうモンスー

ンが到来したのだろうか。それにしても早すぎる。Cl、C2ともなすこと

なく時が過ぎる。それでも14：00頃には晴れ間が見え、明日に期待。

6月19日　待ちに待った晴天。谷内、三石はスキーで先行し、成田、若尾、市川でラッ

セルをしをがら進む。股までのラッセ）レで時間を喰い、皆パテぎみ。昼過ぎ

三石と成田スキーを交替し、谷内と先行する。次第に天候悪くなり、ホワイ

トアウトの寸前でC3地点着。前に立てていた旗も頭をほんの10cm出してい

るだけですんでの所であった。この辺は1mも積もった・だろうか。雪かきを

して、16：30やっとテントを張り、3日ぶりに砂糖の入ったコーヒーを飲み

ひと心地つく。三石は不調で到着後寝込む。夕方晴れ間あり。Clの2名は

雪崩の危険を避ける為今日も停滞。

6月20日　朝、三石、市川共に調子悪そう。成田、若尾、谷内の3名で先行してC4へ

向け出発。市川、三石は遅れてC3を出発するが市川出発後30分で気分がす

ぐれず、「悪感がする」と言って自らC3へ戻り休養する。谷内がスキーで

先行し、成田、若尾、太もも迄のラッセルをしながら9：30C4地点着。三

石は約2H遅れで2人分の荷をがんばって上げた。0000m、成田、若尾はその

ままC4に入り、明日のアダックに備えゆっくり休養する。谷内、三石はC

3へ下山。清水、池上は股までのラッセルに苦しみをがら15：00C2入りo

C3の市川は、谷内医師の連絡では風邪の症状ありとの事。明朝の様子によ

っては1名がサポートしてC2へ下山することにする。

6月21日　寝苦しい夜が明け、C4より成田、若尾、6：00アタックに出発。9：30速

いペースでスキーにて7000m台地着。天候は次第に悪化し、ホワイトアウト

に近い状態と在る。9：30C3との定時交信で「市川に意識混濁の症状があ

り、自力下山は無理、早急に下山させる必要がある。」と言う谷内医師からの

連絡があり、頂上を目の前にして判断に迷う。しかし、市川の状態が相当に

悪化してきていること、天候が悪く登頂に時間を要すであろうという事から

即下山決定。C3には下山準備して待機する様指示する。しかし、天候はさ

らに悪化し、ルート確認の難行と降雪のラッセルで14：30やっとC3着。

－68－



6月22日

6月23日

6月24日

降雪激しく、時間も遅い為C2下山は翌朝と決定する。

朝から激しい降雪で既に積雪は胸近くになっている。加えてホワイトアウト。

下山準備し勧がら天候の回復を待つが兆しなし。この新雪ではルンゼ状斜面

の雪崩の危険も十分考えられる。11‥00危険に対する迷いはあったが下山強

行0三石、若尾が先行して腰までの新雪の中ラッセルしてトレースをっける。

成田、谷内でシュラフと、シュラフカバー3枚に包んだ市川を引きづる。傾

斜の緩い所ではスコップで雪かきをしながらのラッセルと在る。雪崩の危険

を避けるためルンゼは右よりに、直線的に下る。途中、激しい吹雪とホワイト

アウトのため何度か立往生。過酷で苦しい自然との戦いとなった。C2の2

名、下からラッセルを行なうが強風雪の為すぐトレースが消えるので一度C

2へ戻る。16：00過ぎルンゼを抜けやっと視界も良好となる。C2の2名に

下部からラッセルするよう命じ、再び夕やみせまる中市川を引きずる。気温

は下がり、市川の状態が心配だがこう在ったらC2まで下るしかない。

19：30C2からの2名と合流。ヘッドランプで、皆よろよろしながら21：00

やっとC2着。ただちに市川をテントに収容し、遅い夜食を皆でとる。皆疲

労で口も重い。

7：00C2発、市川の容態は変わらずポッとする。C2付近は腰迄のラッセ

ルだが、斜度がきついのでどんどん下ろせる〇着尾、清水でラッセルをし、

成田、谷内が市川を引くo池上、三石はC2を撤収して重い荷で下ってくる。

途中一時降雪。ルート下部に開いたクレバスが2m以上になっていて越えら

れず大きく迂回した為、時間をロスする。それでも昨日よりはずっとペース

が早くC1着17：30。

ノ‾スフェースに市川を収容して酸素吸入。濡れた下着を全部脱がし、体を

清めて、ドクターに診察してもらう。心配した凍傷もなくすべて良好。酸素

吸入の効果あって脈指も80前後まで下がる○我々の予備下着を出しあって市

川に着せ安心して皆で食事をする。食事後20‥00頃様子を見にいくと、市川

の様子がおかしい。口から白い泡を吹いている○ただちにドクターを呼び診

断してもらうと、肺水腫を併発しているという。呼吸音が次第にゼーゼーと

いやな音に在っていく。酸素投与量を増し、座位にして少しでも楽にしよう

とするがほとんど効果なく、独白未明全員をテントに呼ぶが、一時小康状態

となるo成田、谷内で様子を見ることに在り、他の隊員は、明日にそなえて

寝てもらう。

4：30　このままでは2本あった酸素もすぐ切れるということで若尾、池

上ただちにBCへ向けて下山してもらう。ここにいては市川は死を待つばか

りと判断して6：45Clから4名で下山○この悪天候ではヘリコプターは飛

ばをい。アイスフォール帯にかかると、クレバスや氷の垂壁に阻まれ作業は

遅々として進まず、9：19　4850m地点、もっともいやをクレバス帯をテロ

リアンブリッジで突破した直後、谷内医師が市川仮死の状態となっているこ

とに気付く。ただちにドクターと清水で人工呼吸と心臓マッサージを行なう

がついに蘇生せず、9：狐死亡確認。
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遺体をすぐ下の安全な場所へ移動。降りしきる雪の中、市川を合掌させ4名

で黙罷、21日から続いた救助活動で皆疲労が激しいので、4名RCへ下山。

15：30RCに全員合流。皆、肩を抱き合ってしばし涙にくれる。成田、谷内

は、し．0への報告と善後策の協議の為BCへ下山。

6月25日　　RCの若尾、清水、池上、三石は市川の遺体搬出の為、5：00出発。8：00

安置場所着。クレバスやセラック帯に悩まされながらも、12：00無事RCへ

搬出に成功。BCから成田、谷内、K．B、M．Rの4名がRCへタンカをも

って向かい14：00合流。8人で氷河末端のデポ地まで搬出する。

18：45全員BCへ下る。日本からの手紙を初めて読む。

6月26日　　4：15成田、し．0、M．Rの3名BCより下山。日本への連絡の為ギルギッ

トへ向う。9：00、パスー村で通りかかったミニバスに飛び乗り、13：30キル

キット着。ただちにT．C．0にて日本とイスラマバードへ連絡。日本との電

話はつながりが悪く、イスラマバードの督永氏に詳しい連絡を依頼する。

BCでは放牧に来ていたポーターを雇い、昨日デポ地に安置した市川をBC

まで搬出し、遺体の腐乱を防ぐ為、雪渓中に再安置する。

6月27日　　茶毘の為のまきをポーターに依頼し、下部から集めてもらう。BCではケル

ン積みと墓づくり。まきがなかなか集まらず苦労する。キルギットでは午前

中、キルキット、D．Cに死亡通知を発行してもらう為、オフィスへ行き、午

後トラックをチャーターしてパスー村に向う。

6月28日　　成田、し．06：30パスー村発。成田は激しい下痢で苦しいキャラバンとなる。

14：30　BC着。15：30　市川の茶毘。カラコルムの天空へ向け、市IIゆ夢

6月29日

と共に炎が舞い上がる。悲しみがBCを包む。皆、放心した様にじっと炎を

見つめ続けた。彼のお墓に名を刻む。明日の下山の為集まったポーター達も

悲しげに炎を見つめていた。

4：30に起床し、故市川隊員のお宮集めを全員で行なう。小さくなってしま

った市川を灰の中から慎重に箸でつまんで納骨箱におさめる。ケルンに線香

を焚いて全員で合掌。6：30　下山キャラバンに出発しようとした所で、グ

ルキンから集まったポーターが反乱。このパスー氷河一帯の使用権はグ）レキ

ン村にあるから、パスー村のポーターは帰して全部グルキンメンバーにしろ

ということだ。こちらは頭にきてLOと相談し、ゲルキンの連中は帰し、パ

スーのポーターにダブルで荷を背負わせる。しかし、グルキンはしつこく、

BCを出発した後高台で待ちかまえていて口々に罵る。結局、さんざん罵り

合ってケンカ別れ。この件は後日フンザのSDCとキルギットのDCに伝え

制裁を依頼する。50的近い荷を背負ったパスーのポーター達は可哀想和まど

疲労しをがら入山の時とは別コースのバツーラ側へ下る。長い長い1500mの

標高差の急な下りを4時間かけて下る。ポーターの中で最長老のチャーチヤ
ーは、70才を越えていると思われるのに素晴らしい強さでグングン先頭にな

って下り、皆、舌を巻いた。17：00やっとカラコルムハイウエー著。前日チャ
ーターしておいたミニバスが迎えに来ており、すぐ荷をつめこみバツーライ

ンへ。40日ぶりに乗る文明の利器に皆、大はしゃぎだった。
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20：00アリアバードのホテル着。荷を下ろし、ゆっくり休息をとる。

6月30日　　久しぶりにのんびり起きて、パルチッ卜占城見学。ラカポシの眺めが素晴ら

しい。14：30ギルギッ卜者。荷物を下ろした後、皆、2ケ月ぶりにシャワー

を浴びたり、髭を剃ったりしてゆっくり休息。

7月1日　　DCに下山挨拶と死亡証明をもらいに行く。その後、イスラマバードへ電話

するが、電話回線が故障してつながらずイライラする。午後は明朝の出発に

備え、荷の整理。夜、K．B、M．Rとのささやかをお別れ会。

7月2日　　3：30　5名は陸路ミニバスでイスラマバードへ向う。14時間ミニバスに揺ら

れっぱなしの苦しい旅。17：30イスラマバード着。シルクロードの奥さんの

出迎えを受け、ああやっと終ったなという実感。しかし暑い。日中は室内で

も37－38CO。成田、し．0とし．0の友人3人はジープでギルキットの北西イ

ミットへ。入山前に預けたパスポートとお金を取りに行くのた。ジープでな

ければ通れないものすごい道を5時間半、ほとんど外国人の人らをい場所で、

バツーラの南面側になる。無事預けたアノワールと合流し、一緒にギルギッ

トへ戻る。

7月3日　　成田、し．0はし．0の友人の努力で飛行機の座席がをんとかとれ、Il：00空

路、ギルギットからイスラマバードへ。山の間を縫うように飛ぶ。13：00シ

ルクロードで全員合流。協議してただちに、10日のカラチ発日本へのフライ

ト予約をとる。夜はデブリーフの書類作成。

7月4日　　成田、し．0とデブリーフィングの為、ツーリズムディビジョンへ。1時間ほ

どで終る。夕方、し．0の案内で、全員でみやげの買物。

7月5日　　日本大使館で骨っぽに封印。死亡手続きもここで済ます。必要な手続きはす

べて終了。夜、レストランでし．0とお別れディナー。親切で、有能で本当に

良いリエゾンだった。もう会える時はないかもしれない。皆でなごりを惜し

む。

7月7日　10：00フライトでカラチへ。すっかり馴染んでしまったイスラマバードに別

れを告げ、酷暑のカラチへ降り立つ。ベットリまつわりつく風が海に近いこ

とを教えてくれる。カラチのホテルはクーラー付きなので、ホテル内に居る

限りは快適。さすがにここは熱帯の地。ココヤシや、マングローブの木が生

い茂り、イスラマバードとはまったく違った雰囲気だ。

7月10日　17：00機上の人となる。

故市川隊員の遺骨を胸にそれぞれの思いを秘め日本へ。

70日に亘たる遠征は終りを告げた。
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「イスラマバードへ」

池　上　和　久

1982年5月、私達7名（成田・清水・岩尾・谷内・三石・市川・池上）は、諏訪山岳

会カラコルム登山隊としてパスー降に登頂するべく諏訪を出発した。登山活動に付いては

報告書を作成したのでここでは日本を離れてから登山基地イスラマ／く－ドに着く迄のこ

とを少し書いてみようと思う。

成田空港を出発して北京経由でカラチに着いたのは夜中の11時を回っていたo15時

間を越す空の旅はただただ忍耐の一言に尽きるoパキスタン航空のチケットは安かったし・

それ以上に割引きされたチケットをわれわれは買っていたので文句は言えないが・飛行機

はボーイングの707だかDC8かなにかなとても国際線を飛ぶ飛行域とは思われず・

機体はガタガタ、スクリーンもラジオも無く・イスのカバーがはがれていたり照明のフタ

がはずれていたりでエアーポケットに落ち込む度に無事パキスタン迄飛ぶんだろうかと

不安になった。20年前どこかの国で使っていた中古品だろうという噂も有った。

楼内食もあまりおいしいと言える物は無いし、それにも増していけないのはスチュワ‾

デスが乗っていないということである。パキスタンはイスラム教の国なので飛行機の中も

こういうことでも仕方ないのかもしれないが、ブスッとして物も言わか、いかつい男が

食事を運んで来たって旨くもなんともない。1人だけ民族衣装を着たスチュワーデスが乗

っていたが、めったに回って来なかった。それから何といってもこれがいけない。酒が出

かことである。これもイスラム教の為だが、旨くない飯でもナインの一杯も飲めば不思

議と上等な料理に思えたりするのが、酒気は一滴も出て来ない。これから2ケ月間酒無

しで飯を食あなくてほならないという絶望感と共に・成田空港で各自1本づつ買って、見

っかると取り上げられるからとテトラタンクに移してザックの底に隠したウイスキーが宝

物の様に思えてくるのだった〇滴が出ないので食事の時水が配られるのだが・信じられな

いことがあった。気位の高そうな男の給仕が紙コップに水を注いで回ってくる。と、1人

のパキスタン人の客が、飲み乾したコップを給仕の時っているコップにボンと重ねて返し

た。給仕は顔色を変えずに次の客にそのコップを渡し水を注いだ。

ぇらい国に来てしまったものだという思いは着陸した飛行域のタラップに一歩踏み出し

た時更に強烈に私達を包んだo rいったいこの暑さは何だ」生まれて初めて体験する異

様な熱気、信じられない湿度。暗黒を思わせる飛行場に鉛の様な風が吹き抜けるoシャツ

はたちまち汗ばんで重苦しくなってくる。パスに乗り極めてルックスの低い蛍光燈を使っ

ているエアポートビルに入る。

さてここで慎重に事を運ばなくてはならない。それというのも3日前、先発隊ですでに

10日前に三石さんとパキスタンに入国している成田隊長より私に国際電話が入り、「あ

れわれは今イスラマバードに居る・が、カラチ到着の際パスポートに入国スタンプを押して

もらわなかった為に不法入国となり、非常にまずいことになっているo君達は必ずカラチ

でイミグレーションカウンターへ行き、エントリースタンプを押してもらう様に」とい

ぅことであった。その他2・3の事を一方的にしゃべると切れてしまった。さてこれは困

ったことになったわいと、こんどはこちらからイスラマバードに電話をかけるのだが全く
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つながらないo成田さんの声はかなり悲愴感の漂うものであったので心配になるが全く通じ

ない。結局次の日、丸1日中電話の前に座りきりで申し込みをくり返したが、無駄に終っ

てしまった。彼等の身柄は一体どうなっているのか…‥“・・・。

通過客を扱うカウンターへ行って今夜のホテルの予約を取り、入国スタンプを押しても

らう為イミグレーションカウンターへ行く○ここの係りのやつは全く生意気で、ズルズル

とお茶なんかすすりながら私達の入国カードにケチを付けてくる。なかなかスタンプを押

そうとしない。こっちがイライラしてくる。国際線のカウンターで優雅にお茶なんか飲み

ながら仕事をする人間を見て驚きの私達であったが、今思うとパキスタンそのものである。

荷物チェックは日本で教わって来た通り、「ウイスキーは持っていないか？」と聞かれた

ので「持っていない」と答え、「われわれは遠征隊だ、許可証を持っているぞ」とで

かい声でまくしたてると、全くノータッチで通してくれた。ザックの底に隠した宝物のウ

イスキーも無事であった。

やれやれ一安心と外に出ようとした時だ。先程から目つきの悪い連中ににらみつけられ

る様な目で見られていたのがゾロゾロと増えてわれあれを取り囲み見すえる。一体夜の

夜中この連中はこんな所で何をしているのか。何の用事が有ってこんな所をウロついてい

るのか。何をするというのでもなくただわれわれの言動をじっと見つめている。暗闇に白

い目だけがギラギラと光る。中には本当に顔の近くまで来てじっとのぞき込むやつもいる。

何だこのやろう．／　と言いたくなる。おそわれるんじゃないかと思う様な目付きだが、2

ケ月後遠征が終ってパキスタンを去る時、自分の目付きがこういう連中と同じになってい

ることに気が付いてトキッとした。

空港前に待っていたオンポロの赤い／くスに乗り込み、いやな目玉と別れる。窓は全開に

なっているが全々涼しくなく、熱風が吹き込んでくる。考えてみればインド洋は日と鼻の

先なのだ。暗くて何も見えないのか残念だが、これが潮風じゃあべタつくのも仕方ない。

しかし真夜中なのにこのクツ暑さは何とかならないものか。しかし今考えるとあの時も暑

かったが、帰国前イスラマバードのホテルで矢張り夜中、室温が38度というのを体験し

たo　ベットから始まって床も壁も全てがアッチッチで眠るどころではなかった。あまりの

暑さに床に水を撒いたところ、一度に湿度が上りサウナに入っている様で、東の空が明る

くなる頃にはもうぐったりと疲れ込んで起き上る元気も無かっだ。

さてパスはそれでもかなり整備された道路を30分近く走っただろうか。訳の分らない

所へ連れて行かれそうで不安な気持ちも、クーラー付きのホテルに到着してやっと晴れ、

きっそく部屋に入って荷物を置くと溜息がもれた。と同時に腹の虫が鳴き出した。もう何

時間もろくなものは食っていないので当然だが、もちろんホテルにはこんな時間に食事な

んか有る訳が無く、自分達も食物は何も括っていない。おまけに肝炎を起こす悪性ビール

スの心配が有るので水も飲めない。空っ腹をかかえてベットにまるまった。

翌朝は飛行機の時間の都合で4時にモーニングコール。眠い目をこすりながら8階にあ

るレストランへ行き、お茶とサンドイッチを頼んだが、得てど暮らせど出て来ない。やっ

とお茶を運んで来たボーイが何やらテーブルを指差して怒っている。何を言っているのか

分らないが指差す所をよく見ると、さっき持って来た金の皿の様な物が実は紅茶をこす茶

こしで、われわれはそれを灰皿と聞違えて使っていたのだ。ボーイが怒るのも無理はない

が、ねぼけ眼でテーブルについたわれわれには何やら真申のへこんだ金属は灰皿に見えた
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し、電気代をケチってなのか、部分的に暗い電気がポッポッと点いているだけであたりも

良く見えない程だったから、穴が開いていたのも見えなかったのだoボーイは首を振りな

がらむこうへ行ったきり変ありの茶こしも持って来ないので知らん顔をして茶っ葉を飲み

込まない様に茶をすすり、黒くて固くて小さいパンのサンドイッチを食べたo隣りのテー

ブルには男のパキスタン人が2人、ボケッと座ってタバコをふかし時々話しかけてくる。

末だ暗いといおうかもう直明るくなるこんな時間に何をしているのか全く理解出来ない0

5時、再びガタガタの／くスに乗ってヤシの木の並木が続く道を空港へ向かうo車中、白

々と夜が明けて来た。暑さは昨夜より気持ち下ったかな、といった所だが、朝のイメージ

とは程遠い不快感である。カラチの空港は国際線と国内線と建物が別々で離れていてその

間をバスが走っている。イスラマバードに飛ぶには国内線の建物よりチェックインしなけ

ればならない。先発の2人はここで国際線の建物の方へ行ってしまい・最初は訳が分らず・

そうこうしているうちに出発時間が近づいて、最後は荷物を持って国内線の建物まで走っ

たそうだ。われわれは、「国内線へ行ってくれ。」とバスの運転手に頼み、無事乗り込む

ことが出来た。飛行機はボーイングの530人乗りジャンボジェット。こんなので成田から

来たかったものだが、機内では相変わらず目つきの悪い男の給仕がお茶を配り歩き、何と

も気分が沈み込む。撥は30分遅れで飛び立った。パキスタンではこんなのは普通であるo

昨日とは打って変わった快適な空の旅であったが、ラウルピンティーの空港に着陸しても

気分は重い。降りれば又あの暑さだと思ったからである0しかし一歩外に出だとたん億救

ぁれた”と思った。さあやかな風が心地良く頬を撫でるo太陽は雲に隠れて暑い日射しは

無い。しめた．／これならいけるo周りも今迄とは景色が変わってやたらと緑が目に付く。

矢張り緑はいい。

客が00人を越えているので荷物の受け取りにもだいぶ時間がかかり、やっとの思いで

ザックをかつぎ両手一杯の荷物を下げて空港の建物から出ようとしたとたん・何と出口は

黒山の人だかりである。おびただしい教の群衆がひしめき、その日は一番に私達に集中し

た。「ワッ」と思わず声を上げて立ち止まってしまったo一体この連中は何なのだ。何を

しにここに詳らかっているのか？その時だ。「オウノ」突然民族衣装を着てピケを生や

しサンダルはぎの1人のパキスタン人が手を上げて近づいて来たo笑いながら目の前迄来

たので逃げようかと思った時それが成田隊長であることが分かったo「ヤアご苦労さん」

しっかりと握手を交し再会を喜び合うが、それにしてもどう見たって現地人と見分けがつ

かない。われわれの驚きに本人は上楼嫌で、「この服（現地の呼び名でブカブカの腰回り

に足首のしまったズボンをシャルウールといい、ダボダボのひざ近くまであるシャツをカ

ミーズという。日本で女性の下着をシミーズというが、これはこのカミーズから来たもの

だ。と後にシルクロードホテルの女主人が教えてくれた）は風通しが良くていいぞ・安

いしな。お前等もパキスタンに来たんだからこういうの買って着ろよ、それにサンダルだ

って水虫にならなくていいしな」と、これ又慣れた話し振りできっそくタクシーを捉え

値段の交渉をしている。それにしてもよくまあ10日でこれだけ馴染んだものだ。環境順

応住の豊かさに感心する○　タクシー1台と、ひどいボンコツなのに100万円もしたという

シルクロードホテルの車に分乗していよいよイスラマバードに向かう○

走るに連れてラウルビンティーよりももっと美しい緑が広がるoリラやハイビスカスの

咲く並木道を通り、車は大使館街の一角にあるシルクロードホテルに‾到着したo出迎えて
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くれた三石さんを見て又驚いてしまった。「どうしたのその顔は．／」ポッペタがまん丸で

ある。これ又10　日でよく肥ったもんだ。よっぽどここの飯が旨いらしい。「いやあ下痢

しちゃってまいっちゃったま」と本人は言っているが、体型は言葉とウラハラである。

ホテルから日本人の女主人も出て来て挨拶を交す。小からで長い髪を三つ編にした、人の

良さそうな奥さんであった。こうして7人全員が10　日振りに顔を揃え、これから帰る迄

私達の基地となるシルクロードホテルに集結した。

「プラトーのカ　ラ　ス」

三　石　一　志

青味は幽かに残るだけの黒ずんだ空と、遠近盛を麻卑させる雪の輝きと、天上まで続く

かと疑いたくなる氷河、それを終始にらみつつ、ルートはBCよりサイドモレーン上を辿

り、氷河上へと続いた。そう、確かにあのアイスフォールは、天上に続くパカでかい階段

だった。そのアイスフォールの直下に在るRCへの道は、BCとの標高差が少ないのに較

ペ、距離が実に長く、細かい起伏は有っても重商とは程遠いものだった。このRCへの荷

上げの途中、穏やかな天気の日だった。ようやく異国へ来たと云う感慨が湧き上って来た。

ザックの上に腰かけての小休上に覚えたものだ。遊ばしり出る感激では無い、ふつふつと

静かに、そして、ぽかっと浮き上って来るものだったろう。生まれて初めて見る風景だっ

た。たまらなくでかい。雪と背水が織り成し錯綜する起伏の氷河、河崖から突然7，611m

の高みにまで延びるシスパーレ、パスー前衛降、氷河を狭んで聾える支陵のピークたち。

下方、河口を望めば、BCの在るサイドモレーンの向こうに、まるで総身の毛を逆立てた

ネコの様な針降群、それも一木一草とてない赤茶けた岩山だ。更にその向こうには、果て

しない涼の、白い波頭の如くどこまでも、ピークが連なっていた。目指すパスーピークの

みは、氷河の高まりの彼方、未だに姿を隠していた。

RCは、氷河上の小さな池の畔に造られた。池は空を映し、トルコ石色に染まった静か

な水面、近づけば、水と見えるのはシャーベットである。波の立つ筈はない。水汲みには

水面にポリタンク大の穴を堀らねばならない。もしくは、ポリタンクを水面に蹴込むので

ある。これは梼着な方法だが、多少のコツが要った。氷河上の雪解け水が潤った池ゆえ、

水際が曖昧なのである。くされ書状の、ここぞと思う所へ蹴込んでも、ポリタンクはガン

として沈まない（ポリタンクと云うのは、101或いは20」2用の大型のものだった。）

かといって、あまり前へ進んで沈めると、己れの足場が崩れる恐れがある。何度目かの水

汲みに、身をもって知った。シャーベットをたらふく飲む羽目になったのだ。必死にしが

みついたポリタンクは、あれほど蹴込むのに苦労したにもかかわらず、実にたわいなくズ

ブズプと沈む。腹はたつ、しかしここはヒマラヤ、水汲みも命掛けと肝に命じたのである。

Clへの荷上げの終った12時項のこと、日は高く、寒さは厳しくなかったが、ズブ濡れ

の衣服・・・パートナーのドクターの高笑いと、お日さまだけはカラリと乾いていた。

RCからClへは、アイスフォールの只中である。うねくねとしたルートだが高度は稼

げる部分だった。荷上げは払暁に出発する。比較的好天に恵まれたこの部分の荷上げにも、

「ここはヒマラヤ」「さすがヒマラヤ」と思わせる危険が、うんざりする程転がっていた。

日射しの強くなり始める9時頃から、セラックにぶら下がる巨大な氷柱が落ち始める。雪
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に刺さる。ボツッとささやかな音をたてるのみであるが、その実、それは大根の数倍はあ

ろうかと云う3m以上の氷柱なのだo正午頃ともなれば・あちこちでセラックが轟音をた

てて崩解を始める。昨日迄、何度か通ったルートに・確かにフィクスドローブの有るルー

トなのだが、景観に気億の無い部分が出現する。巨大な盛り上がりを見せていたセラック

の重量が、一夜のうちに（・・・と云うのか、我々の見極めぬ、ある時一瞬に）大きく陥没し

ていたのだった。ジグザグに雪壁を登高するルートに深い溝をつけて・上方に在った尖塔

状のセラックが半分転がり落ちて居ることも有った。クレパスは口を広げ青黒い深淵を覗

かせる。それでもそんなクレバスは良心的と言うべきである0雪にひそんだヒドンクレバ

スは始末に負えない。また、ドドンッと腹の底に響く雪崩は絶えずシスパーレの山腹を、

パスー前衛蜂を、流れ落ちる。彼岸のことゆえ、差し迫った危険は感じずとも、ただ「見

事．／」と感嘆してはかりも居られなかった。轟音だけには数日で慣れたのだが、（それ程

頻繁だった）へソの下に力を込める緊張を絶えず強いられる区間だったoそんな中でも、

途中、小休止の時に湧き上がる感慨は、更に満ち足りた思いのするものだった。「こので

かい山に、俺達だけだ」「俺たちだけのルートだ、何も居ない」隣りには・日焼け止めの

白いリップクリームを顔面に塗りたくったドクターが・ニヤリ、ニヤリとしまらぬ笑

みを浮べている。多分、同じことを考えているのだろう。同じ様なニヤリが自分の顔にも

浮んで居るのだろう。そう思うとまた、苦笑・ニヤリ、となるのた。この頃すでに、山に

入って2週間を経ていた。「あと50日以上も休暇が続く」こんな考えも頭をよぎった。

俗っぽい考えではあるが、これもこれでとても裕福な気分を醸したものである。

clでの最初の夜は、個人的に最悪のものとなった。忘れられぬ夜である。午前零時頃

だったか、腹を揉まれる様な痛みの繰返しに、目を覚ました。冷や汗がべっとりとまとわ

りついていた。テントから出る0外には風、さして強くは無いが時折雪を舞い上げる0ク

ラストした雪面に足場を踏み決め、腰を落として暫し同姿勢・…‥。中天に半欠けの月、一

点の雲も無い。月の光に照らされ、闇をふち取るはるかな山脈は淡く・白く、雲の様にた

なびいている。ティスタギリサールが頭を光らせている0キシャンキッシュが青白く浮ん

でいる。うねうねとパスー氷河が登って来る。吾が尻の下を経て、それは闇の上方へと続

く。シスパーレは、ギクシャクと鋸歯を尾根に描かせ・まるで崩れかかるセラック様にか

ぶざるが如く、のしかかるが如く、吃立している。Clの置かれたプラトーが、シスパー

レのゴジラの背の様な尾根の麓から、パスー前衛峰の足下迄、闇から闇へと、広い広い灰

色の膜の様に、ゆらゆらと揺れている……。見とれてしまったo息を飲み・動けなかった0

藻とした厳しさに、美しきがはりついていだ。ズボンを上げるのを・暫らく忘れていたよ

ぅた。風邪をひいた。………その日、まる1日夢と現を、ゆきつ戻りつ岬吟したo熱が出・

体の節々をキリキリと痛めつけ、眼の前を「ボーッ」と赤くにじませる0息苦しさが口を

バクバクさせる。「多寡が風邪」と思うのだが、5000m弱の高地での風邪は、体を起

こす気力も失せさせた。目を開けていると、知らず知らず、節々の痛みに抗うべく・体に

力が入る。しかし起されない○反側もままならず・次第に疲れて、うとうとするo風邪は

体を痛めつけると共に、心を更に蝕はんだo悪い事態の予感と、楽観とを交互に去来させ

る。「明日は上へ行けるさ」と思いながら、「こんな体で下降ルートが辿れるだろうか」

と、心は上へ下へと体を置いて、迷いあぐねる。それは次第に振幅を放け、「死ぬかも・・・
・・・」最悪の考えをも引き出した。「或いは死」これは・山の計画時点から無視出来ぬも
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のであり、ある程度の覚悟を求めた。応えたつもりだった。覚悟の上の筈だった。しかし、

未だ半ばのこの地点で、動けぬのは悔やしくてならなかった。………歯ガミをしても動け

ない。地団駄踏もうにも苦痛が這いのぼって来る…・・・。夕暮れる頃、隣りのテントから皆

が心配をして来る。池上さんが声を掛けて呉れる。清水さんがチョコレートを持って来る。

岩尾さんと市川さんが、そおっと覗いて行く。隊長がテントに首を入れ、喝を入れる。皆

で貴重な卵をふんだんに使い、でかいオムレツを作って差し入れて呉れる。「キルキット

のオムレツよ　りもでかいゾー」…ドクターが揉み療治をして呉れる。本業の医者よりも、

山登りがよっぽど似合うドクターも、撲み療治は確かだった。すう一つと眠りに落ちるこ

とが出来たのである。

幸い、だったろう、その日のみで熱は下がり、翌日には起きることが出来た。天気の良

い日だった。ふらふらと、バランスを操つるのを忘れた様な頭に、テントの入口で切り取

られた景色は、目に痛いほど舷しかった。空と、光る雪原、プラトーが半分に分かつまる

い外景の中に、みっつよっつ、黒いものが動く。熱の醒めつつある験に、それは酷くゆっ

くりと、さまよう様に映った・…‥。カラス、だった。

「ネ　パールこ　じ　を」

諏　訪　原　人

今世紀最大の山、春のカンチェンジュンガでは、登頂者こそ出したものの、当初の計画

8000肋の縦走は大失敗に終った。カトマンズの街で、ぶらぶらと帰りづらくて居たとこ

ろ（日本に早く帰りたいが、みんなの期待を集めてきた原人としては、帰りづらかった）

ひょんな事から、秋のランタン・りに行く話が降って来た。私としては、日本に帰っても、

これといって仕事のあてがあるわけじゃなし、二つ返事でOKした（また山で遊んでいら

れる）ところが、余りに永い滞在の為に、まずはビザの取り直しの必要があった。そこで

憧れのインドへ行くことに決めた。時間的にも、距離的にも、また金銭的にもインドがビ

ザを取るのに一番都合良かったのである。

ネパールからインドへは、陸路を辿った。最近のネパールは交通事情も良くなり、イン

ド国境の街パイラワまで、1日で行く。カトマンズを、朝、暗いうちに「ダイレクトバス」

に、72．7ルピーを払い、飛び乗る。ポカラで昼めし、夕方には、パイラヴに着く。インド

国境に近い為か、暑さも非常に厳しくなった。この近くに、お釈迦様が生まれた場所、三

大聖地の一つルンビニがある。はかっ広い原野に、菩提樹の大きな木が、ただ1本在り、

その木蔭で、お釈迦様は生まれた、らしい。何も無いところがまた、良い。ネパールに訪

ずれた人は、一度は寄るべきじゃないか。

国境は、道路に竹竿が1本、横にあるだけのもので、街中である。ここで、パイラワと

スノウリとに街が分けられている。双つの国の人々は、．自由に往き来していたが、外国人

だけは通常の入国手続きが必要だった。当然私も、済ませて、インドの街スノウリへ入っ

た。そこでは、夕めしを食べる為に、大きなネパールルピーを出した所、店の主人が国境

を越えてネパールへ飛んで行ったのには驚いた。この時ばかりは「してやられたか」と不

安にもなったが、インドルビーに換えて戻って来た時には、日本では考えられない事でも

あり、さすがに国境の街、と改めて思った。
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スノウリから、ベナレス迄は雨期の水田の中を、ほぼ1日行程だった（／くス代25イン

ドルピー）インド国民の、誰しも憧れるヒンズー教の聖地、ベナレスには夕刻に着き、そ

の夜はセントラルホテル（1泊9ルビー）で泊まる。翌朝、ニューデリー行きの夜行列車

を待つ問、ベナレスの街を見て歩く。ガンジス川の濁った水の中で、信者が一心不乱に沐

浴していた。その上流では、洗濯、行水、うがい、さらに上には人農場があるoインド人

の総ては、死んだら、このガンジス川の水に、その灰を流して貰うことを最大の悦びとし

ている。お金の無い人は、そのまま水に流され、プカブカと浮いている。ポートに乗って

行くと、カラスが黒たかりになって、それをつついていた。人ばかりでは無く、豚も、牛

もいた。この汚ないガンジス川の有難い水で、うがいをしてこそ、真のインドを語れるの

だと言うが、さすがに原人も、それはごめんなして、だった。川の畔には、死の順番を待

っ何人もの老婆が「ボクシス、ボクシス」とつぶやきながら、時を待っている。その様の

露店では沢山の空ピンを並べ売っている。これは、サウスインドから来た旅人が、家への

最大のお土産として、有難いガンジスの、汚ない水を詰めて持ち帰る為に、売っているの

だった。未だにあの汚ない水の有難さは理解できない。まったく、インドの国だo

ベナレスから、インド人の臭いでムンムンする夜行列車で、ニューデリーへ向かう。朝

方に到着。ここでネパール大使館へ行き、ビザの手続きをする。私は、英語が苦手の為・

ヵトマンズから、手続きの用紙を、全て書き込んで用意して行ったのだが、顔写真と実物

が違っていると言われ、（写真は日本で撮ったものだった）日本語とネパール語での説得

に苦労した。それを見ていたのか、英語の解からぬフランス人が、手続きの仕方を、質ね

て来た。これには参った。（ネパールビザの料金90ルピー）デリーのナムラングホテル

（1泊8ルピー）の安い所へ泊まる。

翌日、日本でいう「ハトバス」に乗る。私のホテルには迎えに来ないので、勝りの高級

ホテルのロビーで、そこの泊まり客の様な顔をしてパスを待っていたら、若い日本女性が

声をかけて来た。日本では間違っても無かっだ事、これには驚いた。余りに、汚なくルン

ペンみたいだったので、やばいと思い無視して逃げたが、後で、ちょっと後悔した。仲良

くなっていれば、旅の恥は……。

パスは時季外れの為、インド人しか乗っておらず、ガイドさんがインド語で説明したo

その後、唯一人の外人である私の為、英語で説明してくれて、私もなまじうなずいて、首

を振ったので、全く解らない英語を、ながながと聞くはめになった。途中、バスを降りて、

あげの解らぬ所を見物して帰ると、発車時刻に遅れ、皆待たされており、次からはガイド

さんが時計を指さし、見学時間を教えてくれた。以後、ガイドさんの英語の説明は無かっ

た。そしていよいよ、憧れの世界三大美術建築のひとつ、アグラのタジマハールに行く。

大理石の白い、左右対称の宮殿、まさに絵葉書の中に居る様だった。他に、インディア門

などを見、夕方遅くに∴ホテルへ帰る。なんせ、8ルビーのホテルなので、停電で扇風機が

止まると蒸し風呂の中に居る様なもので洗面器でベッドに水をかけて、寝た○

さすがにこの時季のインド、短い滞在でもまったく体調を崩し（下痢）カトマンズに帰

った時は、何か、日本に帰った様にポッとした感覚さえおぼえたo

さて秋のネパール、ランタン・リ（7239m）初登頂、冬のインド、ナンダカートの記

録は、紙面の都合上、次回の会報に、乞うご期待下さい。
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「山の楽しさと縦走について」

松　木　敏　文

縦走をテーマに書いてみたい。日本という国は、有難い国で四季の変化に富み、山登り

には大変幅の広い山行ができる。私は岩登りは得意ではない。私は縦走、特に辺地縦走が

特に好きである。辺地の良さは、登山者の多少にかかわらず、その土地の匂いが、たまら

なく好きだ。又そうした辺地山行については多人数も良いが、できれば1人が良い。自分

の好みの場所は、ゆっくり味わいながらのんびり歩いてみるのか、ほんとうの山の良さを

味わう歩き方だと思う。又、山行をする前に地図を見てプランを立てる時の楽しみは未知

の山に対しては、いいようの無い緊張感と多少の不安が有り、そうした充実感は、心地良

い酒の様に心を満してくれる。冒頭にも書いたが、四季を考えた山行も日本が南北に長い

為変化の有る山行が楽しめる。

春は緑したたる若葉のむせかえるような林をぬって残雪を渡り、山に登り春スキー等も

考えれば、北アルプス以北はどこでも春スキーに適している。3年ばかり前に加賀の白山

に登ったが、春先にスキーを持って行ってぜひ全山スキー縦走を一度はしてみたい山であ

る。山行が終わり最後の夜は岩間温泉の野天風呂に河原の水を入れて湯加減を調整しなが

ら入り山小屋のマキを焚いて室中いぶった煙で目をおおいながら暖を取るのも良い。又、

白山は夏も白山何々と名がついている花が多い事からも伺い知る事が出来るが、花の種類

も豊富で山の斜面を一面に覆って咲いている様は何とも言えないが、まさに、この世との

隔世の感がする。又、春は渡り鳥達の鳴き声も活発になり山に入れはいたる所で山吹、山

桜などが咲き、特に私は白い花が好きだが、タムシバの白い花は遠くからでもハッキリと

見える。この花に出合うと、なんとなく、うれしくなる。しかし山は5月頃までは色々と

表情を変える時期でもある。里では花が咲いても山では雪が多くラッセルをしなければい

けない程降るので天気、行動には十分注意をしたい。でも下山途中山菜を取りながら家に

帰ってからタラの芽をザックから取り出し天ブラに揚げての一はいも有難い。

夏はどこの山も人で、溢れているが、縦走をするなら、なるべく静かな山を歩きたいと

思う。水の心配も有るので、沢も良いが、やはり長く続く山並みを縦走する醍醐味は他で

は味あえない楽しさに満ちている。これから登る山を見なから登り、休む時は越して来た、

いくつかのピークを思い浮かべて、これから登る山への期待を持って出発して行く。では

次に静かな山歩きの出来る縦走コースで北と南アルプスを報告を混ぜながら2つ紹介しよ

う。まず北アルプスは新穂高から入り双六、三俣蓮華岳から黒部五郎をへて薬師岳をピス

トンして薬師沢に降り雲の平から三俣蓮華を通り入山時と同じ道を双六、新穂高へと下山

するコースだが、このコースは前夜に新穂高まで入り早朝出発、途中熊が出るという鏡平

を通りながら感じの良い双六までの道を、山いちごを食べながら歩き双六小屋に着く。こ

こは槍からの西鎌尾根との接点である。人は多少多くなるが、比較的まばらという感じで

先を急ぐと道が分かれるが上の道を歩こう。そこは残雪が豊富にあり、そこから出る水が

小川となりポコポコ音を立てながら流れ、その回り一面シナノキン／くィ、ハクサンイチゲそ

の他、多種類の花が一面に咲いている。視界360廃山また山で、どっぷりと山につかって

いて昼メシを食べながら天国とは、こういう所かなと思ったりした。三保蓮華から黒部五
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郎方面は人は特に少なくなる。黒部五郎小屋の、おやじ中野さんが、テントを張ろうとし

ていると人がいないからと冬期小屋を貸してくれ、更に自分で釣ったからと煮たイワナを

2匹、瀬戸物のお皿に載せて括って来て呉れ、酒が飲めない中野さんと私は酒を飲みなが

ら、イワナと手の届きそうに近くに輝く星を肴に10時頃まで暗闇の中で話をしたo中野

さんは西穂で松本深志高が落雷で多数遭難者が出た時、救助隊長をした人であるo翌朝・

五郎のカールを登り、ほぼ平らに続く稜線を北俣岳をめざし歩く。いき合う人は太郎小屋

までで、ただ1人。道も良いし天気も良いので気分は最高。太郎小屋から少し先に荷物を

置きカメラ、カッパ等だけ持ち薬師岳までピストン。時間がかかると思っていたが1時間

半で登り山頂の詞で山行の無事を祈り下山する。途中大きなカールがあり、昔、その近く

で大量の遭難者が出ているので、石碑が立っていた。下山して太郎小屋の横より薬師沢を

降りて黒部川源流との分岐にある薬師小屋で泊まる。途中イヴナの大きなのが・泳いでい

るのか見えた。ここでもイヴナの塩焼きを、ごちそうになる。翌朝きつい道を登り雲の平

に出ると、昨日歩いた稜線が、ぐるっと見え、又、各種庭園があり、目を楽しませてくれ

る。花はチングルマが多い。のんびりと歩きたい所である。黒部の源流をポイッと跨ぎ三

俣蓮華に戻る。この頃から雨になり新穂高まで・登りとは一味違う登山道を下るo新穂高

では雨も小雨に変わり河原の横の野天風呂に入ったが、雨の為か多少ぬるく混浴ながら1

人という寂しさの中、大きな風呂を上がった。

次に南アルプスを紹介しよう。南アルプスは北岳から問ノ岳、塩見岳を通り三伏峠まで

のコースで、この縦走路は北高から先、大学生の縦走パーティーは入っていたが・人が少

なく静かで良い。夏の北岳の草すべりの上部と塩見岳手前の斜面は特に花畑が大きく一面

に広範囲に花々が咲いている。特に塩見岳手前右側斜面のオダセキの部落は大変珍らしく

特に記憶に残っている花畑である。又、山のスケールも大きく満足度100％であるo前夜、

甲府に泊まり、次の日広河原より小太郎尾根に出て北岳山頂に着く。人で埋め尽くされて

いたが、本邦第2の高峰の貫禄は十分。北岳より先、問ノ高までは農烏方向に行く人がい

るので比較的、人も歩いているが、問ノ岳より南の塩見岳方面は人は少ない。大井川の源

流の上部を越えるあたり1人だと心細くなるが・しかしなぜか心は弾む。途中、山岳カメ

ラマンの、前、同志会の岡田昇氏といっしょになり山行を共にする。見ず知らずの人と歩

けるという事も山行を楽しくしてくれる。熊の乎小屋は焼けた後で辺りの太い柱だけが残

っていて屋根としてビニールシートが掛けられていた。しかし先日冬山合宿の折に遠望し

た時すでに小屋は新設されていた。又この小屋の回りにも、水は豊富に有り花は所狭しと

咲いていた。小屋に着いた時にはもう夕方だったが、夜になるまで間が有るので、そこか

ら飛ぶよ・うな速さで、今夜の幕営地まで2人で急ぐ。途中の3つの山は知らぬまに過ぎて

いた。その夜は軽く湯を沸かし、ジフィーズを食べポケット瓶を2人で開けてツェルトを、

ひっかぶって寝だが、夜中に雨が降って来たのでカサを出して顔に当たらないようにして

寝た。次の日は快晴で露に濡れた花の道を塩見岳の大きな山容を見なから登り、疲れも花

が癒してくれて南方には、あれが赤石か荒川かと思われる隆々が遥か彼方に続いているo

又逆に塩見岳からは昨日登って来た北岳が雲かと思われる程遥か遠くに望まれ感無量であ

る。南北に大きな山が果て無く続き尾根歩きの良さを満喫出来る時でもあるoそこから先、

三伏峠は、日本で一番高いと言あれる峠であるが、白い柵の似合う牧歌的な感じのする峠

である。峠から先は更に南に大きな山脈が、うねって延々と続いているoこの次の山行は
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ここから先だと思わずにいられない程、魅力の有る山々が続く。ブナ林の中の煙突から煙

を出している三伏小屋の近くで岡田氏と別れ、峠から塩川小屋までの急坂を下り小屋から

駅までタクシーにて伊那大島に着く。帰りは電車の窓越しに、リンゴ畑を左右に見なから

楽しかった山行を思い出しつつも、ほろ酔い気分の体を電車が心地良く揺らしてくれた。

冬、冬の尾根歩きで山は一番さびしい表情で私達を向かえてくれる。しかし冬山が四季

の中でも一番美しい時でもある。人それ々に冬山の魅力は異なると思うが、私の場合、男

性的な、つき離す様な、さびしさも好きだが、内にある里では味わえない良さが好きだ。

具体的に言えは、太陽のこの陽の暖かみにしても冬山では本当に暖かい、又有難いとも感

じる。これは里にいては、ごく当り前の事なのだが。生活そのものも、冬山では楽しささ

え、たくさんある。しかし縦走路中には危険な箇所が、たくさん有り十分気をつけなけれ

ばいけない。又、ラッセル等冬山は全てに、きつい仕事となり体力を要する。中でも前穂

高から奥穂に向かう吊尾根での河西さんの滑落事故については、すべてが鮮明に昨日の様

に思い出され冬山の稜線での怖さを、お知えてくれた。事故だけは、どんな事があっても

起こしてほならないと痛切に感じる。最後に日本の山道もまだ登り始めたところであり、

今後まだ々行きたい山が数多くあるが、北海道の大雪山系や飯豊、朝日連峰方面にも、新

しく出来た新幹線等を利用して辺地の山にも更に足を伸ばして心に残る縦走をしたい。又、

年を取っても、その年代に合った山歩きをしたいし、大いに今後も縦走をして山を大いに

楽しみたいと思う。

「山　　恋」

矢　沢　正　局

マツムシソウの咲く草原に体を沈め、タバコに火をつけると、紫の煙は香いカンバスの

中にすい込まれてゆく。あの喧喋の夏は、すでにこの高原にはない。排気ガスと騒音とを

まき散らす、四輪の怪物もビーナス・ラインの彼方に消えて行った。

夜もまた黒い天をこがし照らし出す相火はなく、キャンパー等が酔いしれての放歌高吟

もない。

黒い霧鍾塔のある岡とのコンタクトラインの上には、あれがなに、これがなにと教える

ことすら気の遠くなりそうな、満天に散りばめられた無数の星屑………。

そんな時、とある岩稜上で予期せぬ夜を迎え、コーヒー・カップを片手に、星屑と岳々

との語らいを、聞きいっている僕の姿を想い浮べる………。いやしてみたいのだ………。

6月中旬の北西稜以来だモシナ。

行きたくとも、山に行けずに岳に恋こがれ、ふくらんだ山恋の心をおさえ切れずにいる

この男を尻目に、山に向う男達も男達だが、売女のごとく毛むくじゃらの男共と浮気をし

ている山も山だ〝

人は億衣食足りて礼節を知る，，というが、このオレの場合は京衣食山足りて……”だo

このやぎあまさのりから山を取ったらザワサノリになっちゃうモシナ。

ま、いいさ。9月にはいったら行ってやるさ。いよいよ放免だモンネ。コッテリと、山

よお前を愛してやるからさ………。

まってろよ。首を長く　して………。
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「心に残る山」
小　坂　光　子

私の頭の中に消えない一つの情景がある。私が山へ登る原動力となった山行の一こまだ。

入会した年の晩秋。花も恥じらう19才。前穂北尾根八峰への冬山合宿の為の荷上げ山行

でのこと。真新しい鞠を履いて早足の皆に遅れじと砂利道を急いだ。心配していた雪はな

かった。新村橋を初めて渡る。少しトラバースしてきっと慶応尾根にとりついたんだろうo

私はこの先がどういう地形なのか、あとどの位かかるのか全く分からない不安と、初めて

背負った重い荷とで元気がなかった。休む度に水を飲み何か食べた。そうしないと次の休

憩まで体力が持たなかった。河原から樹林帯に入った。登山道が本当にあったのかどうか

分からない様な山の腹を、皆が横になって足をとられながらよじ登ったo皆でたらめに横

になっていた様に思えたが、実際はあれが登山道だったのかも知れない。道の通りに歩い

ているのかどうかさえ意識になかった。ただ皆の行く方へ、Fこの足を一歩でも高くあげ

ないと遅れてしまう。止まったらもう二度と歩くのがいやになってしまう」そんな気持ち

とFもうごしたくてごしたくて体力の限界だ。ここで止まってしまいたい。もう帰りたい。

止まっている間にエスカレーターみたいに地面が動いて頂上に着かないかなァoだいたい

何でこんなごしたい思いをしに来たんだろうやだやだもういやだ。今度山を降りたら二度

と登らんゾ」という気持ちとで、自然に足が止まって、ボケ一、と皆の登って行くのを眺

めていた。そこで中沢さんあたりに励まされて、また歩き出す。十歩も行かないうちに心

臓が張り裂けそうになり、足が硬くなってもう一歩もあげられなくなる。回りの木にしが

みついてよじ登るが腕力も尽き、挙句に、ザックに付けてあった赤族用のポールが木に引

っかかって押し戻され、尻もちをつく。もう泣きたくなった。何か食べればまだ少しは登

れるだろうに少しも休むと言わない。そこで中沢さんに「ここで休んで何か食べていきた

い」と言うと、忘れもしない怖い顔で、意気地がないと怒られた。そんな風だったのでど

こをどう登ったのか分からないうちに樹林帯を抜けた。さっきまでの木の間をぬって歩く

体力はいらなかったが、荷は相変らず重かった。うつ向いて押し黙って歩いた。心の中で

ひたすらFもう山はやめるんだ。もう二度と来ないゾ」そんな事ばかり考えていた○当然

の事ながら、顔をあげて困りの景色を眺める様な余裕などこれっぽっちも無かったoだか

らそれは突然のいかにもゲキテキな出会いだった。前にいた中沢さんが大声で叫んだo「小

坂さん、ほら見てごらん」その声に初めて顔をあげて、私は声を失った○大きかったoま

っ黒だった。威圧的だった。谷の向うにまっ黒い奥穂が雪混じりのガスに包まれて立って

いた。まっ黒い岩肌には、粉砂糖をパラ／くラとちりばめた様な細かいまっ白な雪があったo

あの大きな体に、何て繊細な岩肌を持っていろんだろう。大きな物言わぬ自然がもの憂い

重量で私の身体にのしかかって来た。奥穂しか目に入らなかった。それでも自分の視野に

不便を惑じた。寒々しい空に浮かぶ奥穂の姿を、心から美しいと思った。八峰の頭に着い

た時は休むことも頭になく、独りになる為に、ザックを降ろして歩き出した。もうその頃

には、雪混じりの風が出て、大きな谷（洞沢）の向うに私の未だ知らない山々が、白くか

すんで連なっていた。そして右手の遥か向うには、槍ヶ岳の穂先が妙に黒くボツンと飛び

出していた。初めて見る槍ヶ岳だった。いつかきっとあの穂先に立つんだ、そう思ったら
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胸の奥が熱くなった。奥穂から槍までずっと目を移していく。涙が出てしかたなかった。

来て良かった、素直にそう思えた。ずっとずっと眺めていたかった。

霜請に帰り、もう二度と行かない答の次の山の為に一生懸命ト　レーニングをした。あん

なみじめな思いはあれきりで沢山だ。もっともっと沢山のすぼらしい山と出会いたい。あ

の感激を味わいたい。頭の先までドップリと山に浸ってしまった。でも以来、あれ程の惑

激に出会ったことはなかった。あの借景は頭に焼き付いて消えそうもない。

山に登る素晴らしさは、そこに行かなければ出会えない自然に触れること。春の雨の中

落葉松の小枝に点々と芽ふく緑のしずく。真夏の太陽が照りつける岩影に、揺れるイワキ

キョウの小さい花。秋の山道、岩の上にあるカモシカのフンに混じるナナカマドの実。真

冬、雪の足許から突然飛び立つ裏白な雷鳥。そういった物は遠くから山の形ばかり眺めて

いたのでは分かり得ない。だからこの目で、この身体で確かめに行く。やはり山はいい。

「出　会　い」

金子みゆき

私が初めて登った山は、八ヶ岳・硫黄・赤岳の集団登山、中学二年の頃だ。赤岳鉱泉ま

での登りがたまらなく長く苦しかったことだけを覚えている。山へなど2度と登ることは

ないだろうと思っていた。ただ硫黄で出違ったこまくさの可憐な姿が印象的だった。この

後、高校二年の時にはいったのか山岳同好会、夏合棺の時だったろうか、オーレン小屋か

ら赤岳の頭までの登りが長くて長くて……。突然視界が開けるとはじめてみろまぶしい程

の日の出．／まだ八ヶ岳の名前さえろくに知らずに登っていた頃だ。

会社へ入って二年目、アラスカ・マッキンリーへ登るのだという人達との出逢い。

中学、高校の頃に出違った、あの新鮮な感動とこの未知なる人、未知なる山へのあこが

れが、諏訪山岳会へ足を運ばせるきっかけとなった。

入会して初めて登ったのが権現岳、一両日に染めていたのは億ハクサンイチゲ”夏の合

宿一週間、「エッそんなに長い間、山の中でどうやって生活するんだ」と内心不安に思い

ながら、剣岳、同じ白一面、でもここでみたのは、大きな雪渓、魚のウロコのようなスプ
ーンカットの雪面、けれどもっと白く、もっと恐しかったのは、冬、雪の上高地、夏のお

もかげなどどこにも見あたらない一面まっ白な雪原、雪の壁、真暗なトンネルをキャップ

ライトだけをたよりに歩いていった。トンネルをぬけるとあとはずっと長い一列縦隊、ご

したくてごしたくて…。休むと今度は寒くて寒くて・・・。そんなことの繰り返し、そして、

初めて登った冬の蝶・常会、幸運にも天気にめぐまれた山だった。競アレッ．．空ってこん

なに青かったっげ．／太陽の光に真白な雪がキラキラと輝いて、眼をむけると前方には険し

けな穂高がそびえ立ち、たたもう億すごい”と思った○　じっと見ていると、私にも登れる

かなあ、うん、きっと登れるよ、と大胆にも単純に考えはじめている。夏のあの岩場さえ

ふるえていたはずなのに。

夜、火のあるテントの中は曖いけれど、着られるものは全部着てシュラフにもぐりこん

でも、なかなかねむれない。ガ夕方タとふるえながら早く夜が明けないかと待っている。

こんな時には、きまって「なんでこんな所に来たんだろう」という思いかつのろ。

帰り、たたもう一気にかけ下るというかんじの下山、立ち止まって休んだら、おいてい
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かれそうで必死について行った。下界へやっとたどりつき、雪をとかさなくても飲める水

を遠慮なくゴクゴクゴク、そして帰りついた諏訪、山よりも身にこたえろ寒さに、気持ち

の持ち方ひとつでどうにでもなるものなんだと、改めて思う。

そういえは、会へはいって二年目の夏合宿、裏銀縦走、烏帽子の登りがきつくてきつく

て、いくら登ってもまだ延々と続いている急登青もういやだ”と心の中で唱えながら、や

っとたどり着き、さあテントを立てようという段になったら本体がなく、あるのはフライ

のみ。仕方なくフライをテントにして、お願い雨よ降らないで／の願いもむなしく、そ

れから先の山行は、ずっと雨にたたられ続けていた。グショグショにぬれて、戯れたまま

寝千・・。なんだか情けなくてたまらなかったけれど、変に楽しくもあった。なんとかなる

もんだなあーと。

こんなふうに山へ行くたびに、早く帰りたい。もういやだ。と何度となく思いながら、

いつのまにか又、次の山へ登っている……。

8月、花開く八ヶ岳、雲行きがあやしくなり、突然降り出した大つぶのひよう・痛い／

急ぎ下山途中、ふと見た足元、みるみるうちに、雪と氷のかたまりかつもった中に・こ王

事が顔をのぞかせていた。中学の頃感じた、いかにも可憐気なこの花に、今になってはじ

めて高山で根をはり花開かせる強さ、たくましさをみたような気がしたo

「シンデレラへのメッセージ」

宮　下　　　悟

御岳山の樹林帯は早くも色付き始め、這松をぬけた山頂付近では雨が雪にかおり・

今年生まれた三羽の雷鳥がこちらを気にするでもなく、霧の中でたもむ九でいました。

九合目で親子づれを追いぬきましたoお父さんに守られるようにヨタヨタ登っていろ女

の子は雨でずぶぬれになり、苦しそうに金魚のように口をバクバクしていたけれど「がん

ばって」と声をかけると素敵な笑顔を見せてくれました。聞けば4歳になったはかりだそ

うです。

剣ケ峰まで往復してきて下山を始めると、先程の親子に会いました。女の子が背負って

いたちっちゃなピンクのザックはお父さんの手にあったけれど、女の子はその大きな日を

山頂にしっかり向け、自力で登り続けていますo我々が30分で登ってしまった道を1時

間半かけてまだ歩いている。女の子も苦しいだろうけれど、お父さんもさぞかし大変だと

思います。

侯はうれしくなってしまい、下りながら何度もふり返りましたoきっとあの女の子は最

後まで歩き続けることでしょう。帰りの車の中では疲れて眠ってしまうんじゃないかなo

そして夕食の時、お母さんに顔を真赤にしなから得意そうに報告をして、そしてそして・

「ねえ、今度はお母さんも一緒に行こうよ」ときっときっと言うと思うのですo

安産のお守りがあったので買ってきました。もちろんこのプレゼントはジョークなのだ

けれど、僕はこんなふうに考えているのです。最近の女性は育児なんかで私の一生を終ら

せたくない、といったいわゆる翔んでる女と、自分が成し得ない社会的評価を子供に託す・

翔びたくても翔べなかった女が多すぎるんじゃないかと。程めた目で見れはこうした女性

の行為がどんな結果に結びつくか明らかでしょう。僕が勝手に想像してしまった家庭のほ
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うが、どんなに幸せなことか。元気な赤ちゃんを産んで、本当に健康な人間に育てる。男

性社会が築いた空中楼閣のごとき文化より、いかに重要であり意味があるか。

今の教育は男性社会において使い易い、便利な規格品としての男を大量に生産するシステ

ムなのです。そのことにはやく男も、それ以上に女が気が付かなければいけない。教育ラ

インの延長として物事を考えてはいけないのです。

現代は登っている子供を背負ってしまう過保護な状態でさえなく「山に行くなんてタメ

です。家で遊んでいなさい」という無保護な状態が続いています。そして甘え方を知らな

い、がまんを知らない、信頼することを知らない子供を大量に産み出しています。これか

ら最も大きくなる社会的問題は、核でも経済でも食料でもなく、精神病と離婚だと密かに、

しかし確信を持って考えています。そしてそんな時女性はどうすべきか。

長いメッセージになってしまったけれど、何時かこのお守りが役に立つ時、ここに書いた

ことをちょっぴり思い出してほしいな、と思います。

「私　と　三ツ峠」

二　村　　　洋

三ツ峠駅から歩いて50分でダルマ石に着く。そこから40分程で馬の背、そしてもう

40分で八十八休部、そしてゲレンデに着く。帰りも同じ道だ。秋にもなるともう肌寒い。

落ち葉の中を駅へと向かう。これで何回目になるんだろうと電車の中で考える。

大学1年のころは、先輩に連れて行ってもらったし、自分でも行った。（といっても、

先輩方はそんなに岩をやらなかったし、うちの大学にあるのは、山岳部ではなく、ワンゲ

ルなので、大したことはない）何しろ物珍らしさも荷担して学校をサボってまで行った。

このころは、みんな登山靴で登っていたし、私もそれが正しいと思っていた。

この年の5月だったと思うが、先輩が懸垂下降の際、第1バンドから下の登山道まで墜

落した。下宿が近いので、よくお見舞いに行ったものだ。（この先輩には、卒業するまで

よくお世話になった。現在、焼津水産高校の先生をしているが）

2年生になると、三ツ峠にも、新ルートが開きかけてきた。ある日、リーダーピッチ取

り付きの右側のハングに何回も挑戦していたら、長瀬川恒夫さんが寄って来て、「ここは、

こう登るんだよ」とすいすい登ってしまった。後でここがガイドルートということを知っ

た。

この年の秋、先輩方と一緒に、マムシ沢を登った。私だけが、パテてしまい最後にゆっ

くりと登山道にはい上って来た。すると、地蔵ルートの上部から人らしき物体が落ちてく

るではないか。手足を伸ばし、ばたつかせながら。私は、ほう然とそこに立っていた。何

もなすべき衝かなかった。ただ、それを見上げていた。間もなく、鈍い音がした。登山道

にたたきつけられ、軟体動物のようにうずくまっていた。反射的にザックの中から三角巾

を取り出し、深く裂けた頭の傷に押し当てた。みるみるうちに血で赤く染まっていった。

私はどうしても、その人を見ることが出さず、日をそむけてしまった。なぜか、足の震え

が止まらなかった。日曜日だったので、クライマーは大勢いた。幸いなことに、その中に

看護婦さんが2人いて、すべて手当てを引き受けてくれた。ノーザイルで、35　メートル
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くらい墜落し、手足は骨折、内臓も頗傷してるだろう。うめき声を上げていたが、担架で

運んだ時は、もはや気を失なっていた。岩の恐ろしさを改めて悟った。

3年になると、1・2年の時よりも三ツ峠に行く回教が減ってきた。その中でも11月

に母の白滝コースで下山した時は思い出深い。このコースは、三ツ峠山の西伯に降り、河

口湖に出る。天狗岩（三ツ峠山荘のそばにある。上記の岩とは違う）で遊んだあと、頂上

付近のゆるい斜面を下り、樹林帯に入る。もう落葉して、河口湖がさらに近く見えるoち

ょうど、たそがれである。湖面は銀色に変あっていた。三ツ峠からの富士山は美しい○し

かし、初冬に夕日を受けて赤く染まった富士山の姿よりも、ここから眺める夕日を浴びた

河口湖の方が好きである。母の白滝は、もう暗くなってしまって、あまり見栄えはしない

が、雪を上から落とすと、岩の表面を雪の粉が舞っていくように水が流れている。もうこ

こまで来ると河口湖は近い。

電車の中で、母の白滝に下山した時の後輩1人が、6月に北穂で他界してしまったこと

を思い出す。

そして又秋になり、放課後、この原稿を必死で書いている。

「酒場の親父の独言」
宮　坂　一　正

行者小屋から、双子山が見えますか？

今年の八ツ開山祭での出来事です。僕、行者小屋の前で眠っていました。天気もいいし、

めいっぱい陽に当たり、それはいい気持ちです。

ところで京黒豚”つて知ってますか？普通の当喜藤，．よりもはるかに味もいいし・値

段の方もかなり高いんです。僕もどうせなら味が良くて、高い方になろうと思い、しっか

り、はたをやいていました。さすがにこの日は人出も多く、まありもかなり騒がしい様子

ですが、それも気にせずに、瞑想にふけって居りました。

どの位たったのでしょうか？　ふっと気がつくと、僕の前にそれはそれは美しい女性が

立っているのです。（残念ながら、諏訪山岳会の人ではありませんでした）とにかくきれ

いな人なんです。とてもこの世のものとは思われませんでした。

普段から殺生を嫌い、酒を断ち、心の修行を重ねている僕のことです0　億阿弼陀様”が、

夢枕に立たれても決して不思議なことではありません。そうにちかいありません○心の中

でしっかり手を合わせました。

しかも、そのお方はどうも機中岳”と億阿蒲陀のコル，，を降りて来られた御様子です。

まばゆいはかりのそのお方は、僕の前にやがて鎮座ましますと、胸で大きな息をなさいま

した。

後光のさすそのお姿は、白っぽい衣を身につけられており蓋しだが、よく見るとなんと

Tシャツなんです。さらによく見ますると、汗にピッタリくっついていて、とても健康的

な惑じです。ナ、ナントそのお方は、ブ、ブラジャー付けてないんです○ナント、2つも

丘があって、その上にポッチがそれぞれ付いているんです。2つも見えるんですo　しかも

ハツキリと、型がいいんです。

あまりにも気高い御姿に、僕はもう一度手を合あせ、目はしっかりと半びちぎ、仏教で
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いう　F開眼」とは、この事でしょうか？　今日はお山へ来て本当に本当に良かった。「昨

日おそかったから、つかれたけれどしっかり億元”とったから、ぼやくお家へ帰ろう。な

んたって行者小屋で、双子山を見ることができたんですから」

後で、一緒にいた宮坂次幹さんにこの事を話すと、全々気が付かなかったみたいです。

「どうして俺に教えないの？」ですって。いいえ、教えるものですか。見せるものですか。

あの気高い御姿を。たとえいつもお世話になっている次幹さんにだって、銀行の人にだっ

て、御利益は1人じめ1人じめ。

女神湖には、太めの幽霊が出ます？

以前、女神湖のホテルで働いていたことがあります。たまたま家に帰ろうと思い、バイ

クを運転していたところ、白樺湖の上のあたりまで来てパンクしちゃったんです。時間、

夜の10時をまわっていました。仕方ないので女神潮まで、歩いて引き返すことに決めま

した。夏のことですから、夜でも車は少しは通ります。一台ぐらい、かわいそうな僕を乗

せてくれる車もあると思い軽い気持ちで歩き出しました。（甘いんですよね。これが）手

を上げてもタクシーさえ止まってくれないんです。それも空車。空車ですよ。僕ってそん

なに人相良くないですか？（だれです？うなづいている人）

途中あるんですよね一例の場所が。「出る、出る」ってうあさの場所が。白樺湖から3

つ目ぐらいのカープです。そこは死亡事故もあったし、なんとなく気分の良くないところ

です。お盆になると、お花もお線香も道はたにおかれます。

そこに近づくにつれてだんだん足も、気も重くなります。だれもいないはずなのに、僕

の後を足音がついてくるんです。追いかけてくるんです。足を速めると速く、ゆっくり歩

くとゆっくり、そして立ち止まるとピタッと止まり、歩き出すと再びついてくるんです。

ふり返って見ても誰もいないんです。何度くりかえして見ても、そうなんです。この夜は

月も出ていないし、犬の遠吠えとフタロウのこえ……　僕、もちろん電池も持ってないん

です。……‥　タバコも、すでになくなって、マッチも捨てちゃったし……　「ヤダナーモ

ー」

元気付けにいろんな歌をうたって歩きました。最後には知ってる歌がなくなってしまい、

何年ぶりかに母校の校歌を思い出しました。でも歌いながら、ふと思ったんです。「もし

本当に幽霊というものが存在していて、どこかで僕の歌を聞いていたらどうなんだろう？」

「この野郎、陽気に歌なんてうたいやかって、俺の気持ちも知らないで一。うらめしや～

うらめしや～」

とたんに候の口から（校歌の二番の途中からでした）「ナンミョウ　ホウレンゲキョウ、

ナンミ　ョウホウレンゲキョウ、ナンミョウホウレンゲキョウ」そうです。僕の家日蓮宗で

す。その声もしだいに小さくなっていって、自分のお経の声が不気味なんです。「ナンミ

ョウ　ホウレンゲキョウ」やはりかけ出してしまいました。「出るな．／　出るなヨ．／　出

ないで下さい。今日だけは休んで下さい。ボ、ポク体の割には肝っ玉も、他の玉も小さい

だから。デルナヨ〝」

やがて後ろから一台の車が来ました。「ああ、有難い、ナンミョウホウレンゲキョウ」

最後の望みをたくし、手を上げました。ムタでしたやっぱし。「いいヨ、いいヨ。世の中

みんな冷めたいんだから。ようしこうなったら見ておれ．／どんなことをしても止めて見
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せるゾ」道はたに座り、次の車を待つこと15分位。「来た．／」来ました夜目にもクッキ

リ白いスカイライン。ウシいい車だ。

僕はそっと立ち上がりました。フラーとした感じで、両手は胸の前にだらしなくそろえ

て、その手を下に下げました。だんだん近づいてまいります。若い男女が乗っています。

「来た。来ましたよ」僕に気が付いて「そら」急ブレーキ。「やった。ついに止まった」

しかし、止まったものの、その後の発進の速いこと、速いこと。「アララ、乗せて下さい。

たのむ前に行っちゃった。だめだよ。忘れもの、忘れもの」

男性は顔がひきつったまゝで、まっ青。女性の方は両手で顔をおおったまゝで行ってし

まいました。結局は女神湖まで歩きました。あの車の2人には、悪い事をしてしまった様

な気もしますが、その後お元気ですか？幸せですか？ホントニゴメソナサイネ。でも

古い昔の話です。ゆるして下さい。「出るゾ・、－タ、｝－′」

「諏訪地方裁判所」裏の建物は更生施設ですか？

裁判所と、上諏訪中学校の間には、妙な建物が二棟ほどあります。朝には日雇いの人達

が集合して仕事に出かけ、夜ともなると人相風体の良くない（失礼）人達がコツコツと集

まっては、よからぬ相談をしている様子でした。どうもまともな集まりには見えませんで

した。

あれは物取り、盗人の類か？はた又過激派のアジトであるのか？まてよ。まだ刑の

確定しない犯罪者を一時的に収容する建物かも知らん。裁判所にも近いによってo

だとしたらこれはキケンだゾ。第一鉄格子も無いし、万が一、一般人がまきこまれたり

したら、誰がどう責任をとろんだろう？子供の通学路でもあるし。新聞に投書しまうか

しら、クワバラクワ／くラ。それとも刑が終ったはかりで、まだ社会にとけ込めないかわい

そうな人達を、月に何度か集めては、反省会を開いているのかもしれない。

「ォヤ．／何か報告書を読んでいる人がいるゾ。石段の上からのぞいて見よう。かなり

集まっているゾ。あの人はどんな悪いことをしでかしたんだろう。今読んでいる人きっと

自分が犯してしまった罪の深さに、やっと今気が付いたんだな。あのピケをたくおえた人

が、たぶん保護士にらがいないな。僕の目はたしかだから。そうだ、ここはたぶん、いや

絶対にここは更生施設なんだ。そうに違いない」

かわいそうに女の子の姿もチラボラ見えるけど、これもやはり社会が良くないんだ。中

には澄んだ目をしてる人もいるもの。でも人間弱いもので、一度過ちを犯すと、なかなか

立ち直れないと聞くが、一日もぼやく更生して社会のやくにたってはしいものだ。

「でも、あんまりのぞいていると怒られるかも知らん。アレレ．／今日は、大きな荷物

を用意してるそ．／そうか、きっと保護監察がとれて、やっと家へ帰るんだな○おめでと

う。いい仕事もみつかったかな。とにかくよかった。今度こそまじめに生きろよ．／親を

泣かすんじゃないゾ。二度とこんな所へ来るんじゃないゾ。ガンバレヨ．／」

山ヤさん達と知り合う前、この更生施設が、実は山岳会のルームだったとは、本当に知

らなかったんです。気の弱い僕は、自宅に帰る近道にもかかわらず、コウイからなるべく

そこを通らない様にしていたんです。そしてまだ若かっだ妻にもさとしました。「あの建

物はよくない所です。決して決して近づいてはなりません。まして夜ともなったらとんで

もないことです。何かの都合で、どうしても通らねばならない時にが手長神社，，へ手を
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合わせ、身の安全を頼ってから通りなさい。充分に注意するのですヨ。」僕のあまりにもや

さしい言葉に、新婚間もない彼女は、細い目で何度も何度もうなづいたのでした。

ところでどうなんでしょう。あの建物に億看板”掲げられたらいかがなものでしょう？

気の弱い一般市民も安心するし、なんたって名門諏訪山岳会のルームなんですから。

僕もお山へ登ってもいいですか？

包丁一本サラシにまいて、早うりっけな板場サンになるために、僕は本当に良く働きま

した。東京にいた頃も、あちこちへ向う山ヤさんのパーティーをうらやましく見ては、仕

事と不健康な遊びに∴ふけって居りました。学校出てからずっとこの商売、世の中の裏側は

かりがはっきり見えて、ふる里の山さえわすれていました。

たまたま小さな店をはじめ、山ヤさん達も来てくださる様になり、市民登山にもさそわ

れました。ちょっぴり不安でしたので、ちょうど飲みに来てくれていた清水さんにたずね

ました。

「僕、体力ないんですけど？」

「体力ない山ヤだっていることはいるんですが」

「僕、大部ゼイ肉が付いてますけど？」

「太った山ヤもいることはいますけど」

「僕、足が短いんですが？」

「それだけは安心して下さい。家の会にだって、足の短いのはゴロゴロしてますから」・・・
・・・（それだけは本当でした）

「僕、すぐにパテると思いますが」

「ベテランだってパテることも有りますヨ」

「僕、顔に自信がないんですが？」

「顔に自信のない山ヤもいることはいるんですが、山ヤは皆ウヌボレが強いですから」・・・
・・・（ナルポト、ナルポド）

－そうか、体力があって、ゼイ肉が少なくて、足が短かくなくて、パテない。顔にある程

度自信があるのか山ヤなんだな。－

「もう一つだけいいですか。僕最近、年を惑じますけど？」

「大丈夫です。今回の市民登山は京爺ケ岳，，ですから」

話はかわりますが、僕酒の中で、青ワイン”つて好きじゃなかったんです。と言うよりも

最近のワインブームは、大手のメーカーが火を付け、それに一般大衆がうまくのせられた

型だったんです。僕それがイヤで飲まなかったんです。「テヤシデェ。何がワインだ。日

本人には日本酒。これが一番。僕はメーカーの造ったブームになんて乗らないゾ。そんな

軽い人間じゃないゾ。75キロもあるんだから、飲むものか」

ところがその市民登山で、そのワインを億良さん，，から一杯いただいちゃったんです。

ところがイケるんですよね。これが又、口の中がスーとして、体中の疲れもスーと取れる

感じなんです。これはいいや。いや、これはいけないそ。それからなんです。僕が億ヮィ

ン”京ヮィン”つて、わいんか、ん騒ぎだしたのは0　75キロはいったいどうなったんで

しょうか？　後の山行にも必ず持って行く様になり、ビンもだんだん大きくなってぎまし

た。値段もだんだん高い物になってきました。けっこう重いんですよね。これは良さんを
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うらむべきです。

その後も高橋さんをはじめ、個人的にもいろんな山へ連れていってもらい・好きだった
京はり絵，，も山をテーマにした物が多くなり、少しづつですが満足できそうな作品もでき

る様になりました。しっかり山の形を見てかからないと、又岩尾さんに、やさしい笑顔で

鋭く指摘されますから。静かな山が好きです○顔に似合たす。でも自分にあった自分なり

の山を見つけることができそうです。僕これからもお山へ登っていいですか？

二言目の独り言

ヵラフルな切手のはられた外国からの手紙をもらうと、本当にうれしくなります。思わ

ず手がふるえ、包丁までふるえます○岩尾さんからいただいた手紙、とくにすぼらしいん

です。内容もさすがなら、宛名がいいんです。

「日本国　諏訪　飲み屋　じん六」これだけでどこからでも届くんです0僕の店も国際

的になったものです。裏を返すと、「諏訪原人」これだけです0郵便屋さんも届けてくれ

ながら、「ニヤ」っと笑うんです0これ法律にはふれないんですか？郵便屋さんとか、

ォマワリさんは笑ってもいいんですか？

こうしてグラスをそ蘭こ置きながら等を動かしていますと・色んな人の顔と・色んな人

の酒の飲み方が目に浮かんで来ます。飲み方のタイプは・又別の機会にまとめるとして。

ぉ嫁に行った人、これから行く人0モテそうでいて、モテる人。モテなそうでモテる人o

モテなそうでやっぱりの人。飲んでそのまゝ、僕の店に泊まってくれた人、約2名。カウ

ンターから落っちゃった人、約1名○山へ行ったまゝ帰って来ない人……‥・山へ行ったら

必ず帰って来て下さい。お願いはこれだけですo………飲みながら、楽しい話聞かせて下

さい。

酒場の親父のたわいない独り言を終ります○
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編　集　後　記

前回の会報がでてからもう10年になる。伝え聞く諏訪山岳会の活動を考えると、不思

議としかいいようがない。伝えるべきことが何もなかったのか、そもそも始めから何も存

在し元直ったのか。門外漢はそう思うにらがいない。どんなに激しい感動も、どんなに素

敵なロマンも個人というちっぽけな世界の中でさえ、時間の波にもまれ均質化してしまう。

伝達とは自己の存在を示す行為であると同時に、自己のアイデンティティーを確認する作

業だともいえる。

のっぺりとした日常性の中に身を浸し、通り過ぎるだけの人生を送っている人に発言を

求めるのは酷なことであろう。しかし諏訪山岳会貝に沈黙は許されない。我々は何よりも

日常からの脱出を求めて山に向かったのではなかったか。感性のゆらめきが、言葉にする

ことにより変質することを恐れてはならない。忘れ去られることこそ問題なのだ。

10年ぶりに会報ができたこと、私はそのことだけでも大変意味のあることだと思って

いる。

宮　下　　　悟

抗いようも無い時の流れに、身を委ねる中で、いろんな出会い、めぐり違いがある。

まして、山好きな仲間との出会いには、殊更な惑慨が含まれるのではないだろうか。仲

間との山行、その時、その時の思い入れとは裏腹に、やはり記憶は薄れていってしまう。

ひとつそれを手記に残して見てはどうだろう。

そんな意味あいが、この会報には在る。この会報の文でしか知らない名も有れば、往き

ずりに小さな文を残して行って呉れた人も居る。例会とは違った「場」次元の違う場が存

在している。拙なくもこの場を完璧に構成する迄に到らなかった自責の念と共に、この場

に参集された多くの方々に、感謝申し上げます。

三　石　一　志
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