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シタ・ツツラの勇姿 (1970年)
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剣御前ベース・キ ャンプにて (昭和45年度春山合宿・宇奈月一西穂高縦走)

.. 

コイカクシュサツナイ岳にてサポート隊と合流する 感激の一瞬だ .1 昭和53年度春山合宿 日高山脈全山縦走)



すばらしい眺めの雪稜を行く (昭和57年度冬山合宿 ・北鎌尾根西穂高縦走)

C 3からのヒマルチユリ 上部 ( 1982年ヒマルチユリ登山隊)
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山岳 部と私

日本大学山岳部部長 沼尻正雄

私は昭和55年以来，前部長清田先生のあとをお受けして，わが日本大学山岳部の部長の重責をけがして

いる者である杭この機会に山岳部と私の因縁について，少し述べてみたいと思う。

私は昭和19年に，本学法文学部文学科漢文学専攻(現在の文理学部中国文学料の前身)を卒業した杭

漢文学の恩師であり先輩が，かつて長く部長をされていた瀬能重衛先生であった。昭和22年，母校に奉職

し，予科より教養部の時代11年間にわたって三島の教壇に勤務した杭ここで何かのご縁か，三島学友会

の山岳部長に任ぜられ，毎年恒例に催されていた夏季集団富士登山にも何回か同行したりした。この時期

に忘れがたいことは，昭和29年11月28日の，わが山岳部始まって以来の大事故である富士山燕沢での雪崩

による遭難であった。本学ばかりでなく東大，慶大などのパーティーもまき込む山岳史上に残る大事故で

あった杭わが山岳部の梅松，上田，塚本，近沢，石井，小松，高野，細川!の諸君の尊い生命を失ったこ

とは痛恨の極みであった。瀬能先生の要請を受けて三島山岳部の諸君を動員し，富士吉田の浅間坊に馳せ

参じ，救出作業に参加した杭その時の瀬能先生の沈痛な姿は今でも深く思い起こすととである。昭和33

年，文理学部が発足して中国文学科が再開されると共に，瀬能先生の下で研究室に勤務するようになった

杭度々先生の堀の内のお宅にお邪魔する折々，当時の山岳部の諸君とも同席する機会も多く，酒を愛さ

れた先生を囲んで，色々山談義を交したこともあった。先生と共に，山行に出発する諸君を夜の上野駅に

見送ったこともあったし，仙台の東北大学で中国学会が聞かれた折には先生のお供をして昭和33年12月に

穂高の酒沢で遭難した菊池君の御遺族を塩釜のお宅に弔問したこともあった。山岳部とは，特に瀬能先生

を通して近い関係にあった杭山岳部長への推挙を受けた時，他のことと違って瀬能先生につながる部で

あるならば何を措いてもお引受けしなければならないと思ったわけである。それは山岳部にかけた瀬能

先生の願望や情熱を，いつも間近に見ていた一人であったからである。

私は学生の頃から，もっぱら低山俳佃で， これといった山行歴もないが，瀬能先生と同じ中国の古代思

想を専攻している者として，中国の古代の哲人たちがいかに山を愛し，山岳自然の中に自己探究の道を求

めているかを知るにつけ，東洋の思想と山岳'とのかかわりに特に深い興味をもちつづけている。山に登る

のは，そこに山があるからだという語は，けだし名言である坑内に求める東洋の思想においては，静寂

孤独な山岳自然、の裡こそ限りない自己凝視の思索の場であることを痛感するのである。山は人聞をある時

は厳しく拒絶し，またある時は温かく抱擁する。巨大な自然に対置された時にこそ，人聞は己れの真実を

知らされるのである。東洋の思想や信仰は，このような山岳や自然、への憧僚や探究から生れたものである。

現代のように，上辺だけの軽薄な刺戟に幻惑されてその本質を見失ない，いたずらに心身を疲労消耗させ

ていることの多い時に，山岳に求めて集った若い世代の諸君に，私は巨大な自然の中にのみ体験し得る人

間精神の原点への復帰を切望したいのである。そのためには，何よりも衷ず生命の尊重の自覚であろう。

瀬能先生は生前口ぐせのように無謀な山行を警しめられ今山行出発の前にはメンパーを自宅によばれて重

ねて無理な登撃に注意され，ていた。山岳部の部則第四条にも，特に，事故の防止はすべてに優先すること

が挙げられている。山を本当に知る者の謙虚色叡知こそ杭山を愛し山に求むる者の何よりもの大事で

あろう。私は瀬能先生の精神を受け継ぐ者として，山岳部の若い諸君に特にこの事を切に願うものである。

輝かしき先人の伝統を持つわが山岳部のさらなる発展を心から期待すると共に，先輩各位のいよいよ絶

大なる御支援を切望する次第である。



追

シタ・ツツラ

昭和3~手，縁あって日大で教べんを取ることに

なり，学生時代の岳友，初見一雄君とa年ぶりに

旧交を暖めた。彼の推薦によって41年山岳部長と

なり， 30数年ぶりに再び山とのかかわりを生じた

のであった。

部長となった41年の時点、において， 日大山岳部

および桜門山岳会員のそれまでのヒマラヤ遠征は

次のようなものであった。

(1)昭和28年第1次マナスル登山隊

石坂昭二郎君(昭和2焔年卒)

(2) 昭和29年 第2次マナスル登山隊

松田雄一君 L昭和27年卒)

(3) 昭和31年 第3次マナスル登山隊

千谷壮之助君(昭和14年卒)，松田雄一君

いずれも日本山岳会への参加であった科 目大

独自の遠征としては次のようなものがあった。

(4) 昭和33年秋 ヒマルチュリ

金坂一郎君(昭和15年卒)，石坂昭二郎君

(5) 昭和34年春 ヒマルチュリ

石坂昭二郎君，松田雄一君， 対す勝久君(

昭和29年卒)

(6) 昭和37年春 ムクト・ヒマール

石坂昭二郎君，平山善吉君(昭和31年卒)，

宮原鋭君(昭和32年卒)，熊谷義信君(昭

和32年卒)

私が部長就任の41年には， ネパールは登山が禁

止され，部の目標はグリーンランド探検に移行し

たのであるが，解禁を見込んで日本山岳会のエヴ

ェレスト登山計画が発表され，各大学山岳部員の

参加競争が始まったのである。私も山岳部長とし

て日大部員の参加如何について，高校の後輩堀竜

雄と共に彼の京大の学友である加藤泰安君と三人

'憶

清田清

で赤坂の料理屋でータを過ごし，彼から日大から

は 2~ 3名が選ばれるだろうという感触を得たの

であった。

結局，予想通り松田雄一，神崎忠男(昭和38年

卒)，嵯峨野宏(昭和42年卒)の三君が選ばれたの

で、あるが，部わ若手の中には，むしろ日大独自の

遠征をやってみたいという機運が盛り上ったので

ある。その主唱者は高橋正彦君(昭和37年卒)で

あった。拙宅を訪れた彼から計画を聞いた時，私

は数十年前の学生時代の夢が今やっと実現できそ

うだという感懐をもって隊長を引き受けようと申

し出たのであった。しかし既に61歳になっており，

山から遠ざかって37年もたっているので隊員達は

隊長を引き受けた一老人の身を怪ぶんだに相違な

い。しかし私は学生時代の冬の穂高の経験から，

何とかなると楽観していた。

さて老隊長として隊に貢献できることといった

ら金集めだけである。たまたま国中を騒がせた大

学紛争が鎮静したばかりで，陰うつな空気が学内

にみなぎっていた時期だったので，学生の参加す

るヒマラヤ遠征という壮挙は，特別爽快な気分を

学内に与えたよ与うであり，生産工学部長は二つ返

事で協力を約束して，ぽんと学部として百万円を

出したのである。

問題の登る山はOB松田雄一君のサゼストにも

とづき， 44年9月の時点において45年秋にヒマノレ

チュリ山塊のパウダ (Bauda 6，672m)の初登頂

をすることにして登山許可が12月14日におりたの

である。ところが45年春，慶応大学が犠牲者を出

しながら初登頂してしまったのである。そこで急

きょ予定を変更して 6月19日付でニルギリ北峰東

稜上のティリッツォー(T i 1 i cho 4 134 m )か，ア

ンナプルナ山塊のラムジュン・ヒマール(Lamj 



tmg Himal 6，986m)のいずれかに対する登山変

更を申請してみたのであったが" 7月18日付でネ

パール政府から不許可の電報を受けとったのであ

る。そこで当時ネパール在住で政府に顔の利く O

B宮原鋭君に一任する形となった。結局彼がかつ

てムク ト・ ヒマールで注目した美しい無名峰で，

ダウラギリ山塊の第7峰に相当する山に落ちつい

たのである。 8月27日付のネパール外務省の登山

許可証には The north-west peak of Tukuche 

となっていた。

昭和45年10月26日 14時45分，高橋正彦，平戸

伸之(昭和44年卒)，原田洋(昭和45年卒)三君

とサーダー・プルパキタール (PhurbaK i tar ) 

の4名が初登頂を果した。

メンパーについては高橋君が中心となって若手

o B，現役の中から希望者をピックアップしたカミ

全員ヒマラヤ未経験でー， かえって同列，粒ぞろい

のスタートとなり，高橋君の統制よろしきを得て

成功を収め得たのである。重要ポストのドクター

については高橋君と板橋病院の医学部山岳部を訪

れ，推薦された整形外科医で部員の柴田健一君(

昭和39年卒)を紹介されて決ったのである。遠征

の全期間を通じて終始私は彼と行を共にし，意気

投合したのであった。

私は万歩計を持参して丹念に記録した。結局，

9月5日ポカラを出てからBCで完全に高度順化

したと思われたのは11月1日で約65万歩を要し，

ポカラに帰着したのは11月18日，約 116万5千歩

であった。

思い出すのは小麦(Wheat)を蒸留した焼酎そ

っくりの地酒ロクシー(Roksi )である。私とド

クターはよくこれをたしなんで気持をほぐしたの

である。居酒屋のロクシー・ハウスは土間のまま

で，酒のさかなは目玉焼である。これにシープ(

S heep)といって羊の干し肉を焼いてつければ上

等なさかなとなるのである。民家に泊まると， ダ

ル(Dhal ) と言って豆をつぶしてポタージュ状

にした緑色のたれに手で飯を丸めて浸して食べる

のが常食である。特別の御馳走はモモザ (Moma)

と言って鳥肉入りのシュウマイである。ネパール

の山村は，いまだ貧 しく恐らくわが国の明治時代

に相当するだろう。しかし， どんな薄汚れた格好

でも誰に気兼ねする必要もなく，かえってある種

の安らぎを覚えるのであった。

この遠征の仲間は十数年経過 した今でも親しく

付き合っている。毎年登頂した10月には集まって

思い出のータを楽しく過ごすのが習わしとなって

いるのである。

ヤルン・力ン

昭和 7年私の大学時代，パウノレ・バウア(Paul 

B auer)の“ヒマラヤに挑戦して"(1m Kampf 

um den Hi rnalaja 1931)というドイツ語の原書

が丸善に入荷し，我々山仲間の話題となった。恐

るべき魔の山として記憶に残ったのである。 26年

がたってチヤールス・エヴァンス(C harles 

Evans)の“カンチェンジュンガ"(K angchenj u -

nga， The U ntr吋denP eak 1956 )の訳本(島田

巽訳，朝日新聞社発行，昭和32年)を読んで，改

めて深い感銘を受けたのであった。中に載ってい

た第二峰(南峰)の写真は山容が冬の槍に似てい

て特に印象が深い。

以上の経緯で私は部長になってから， 日大山岳

部でカンチェンジュンガ山塊の遠征を試みないか

とひそかに期待したのであった。

シタ・ツツラが終って， カトマンズのプノレース

ターホテルで隊が解散した時，古畑勇君(昭和44

年卒)が単身， シェルパ，アンダワ (AngDawa)

を連れてカンチェンジュンガ山塊のトレッキング

に出かけた。これが遠征実現の第一歩であった。

問題は8，∞0視の高峰であり， ヒマラヤに経験の深

い隊長を要する。幸い石坂昭二郎君が進んで隊長

を引き受けてくれて遠征が実現したのであった。

目標の山は南峰でなく西峰のヤルン・カン(Yalu-

ng Khang 8，505 m )となった杭周知のように京

大に先を越されてしまったのである。

今や私の後輩，鹿野勝彦君と平野隆司君(昭和

45年卒)が主力となって，カンチェンジュンガ三

山の縦走が実現しようとしている。半世紀前の学

生時代の夢物語が今現実となっている。うたた今



皆の感に堪えない。

北極

1960年代の初期， ヒマラヤ登山全面禁止のため，

日大山岳部は遠くグリーンランドに組織的に遠征

隊を送りはじめた。

提唱者はOB宮原鋭君(昭和32年卒)である。

遠征は1965年から76年まで前後 8回に及んだが，

第4回目の68年 6月から 9月に渡り，東西 850km 

の横断に成功した。そのときの隊長池田錦重君(

昭和36年卒)はいずれ将来，集大成として北極点

踏破を夢見たようであった。くしくもこの夢は，

10年後の1978年に実現したのである。

また72年に初参加した私の研究室出身の大島育

雄君(昭和46年卒)は西海岸地球最北のエスキモ

一部落シオラパルク CSiorapal山，N77
0
47'， 

W 70046')に居ついて，エスキモー娘と結婚して

しまったが，彼がエスキモーとの交渉を通じて，

遠征に重要な貢献をしたのであった。

さらに74年の春，五月女次男(昭和36年卒)と

大島とヒマラヤに私と同行した中村進(昭和43年

卒)の三君は， 日本テレビ取材班の岩下莞爾，木

村静雄両氏と同行して， シオラパルクからスミス

海峡1200kmをカナダ領エルズメアー(E llusmere ) 

島グリスフィオルド (GriseFiord)まで犬犠横

断に成功した。すっかり自信をつけ，いよいよ北

極点遠征が具体化することになった。日本テレビ

との関係で読売新聞社も後援してくれることにな

った。

昭和52年 3月，計画書を池田君が作った時点で，

山岳部長の立場上，私は組織委員会会長に祭り上

げられていた。 8月，読売社会部， 日本テレビ報

道局番組制作部で正式に後援取材が決定した。日

本テレビ開局25周年記念企画ということになった。

偶然、と言うべきか摘村直己，堀江謙一両氏の計

画，すなわち前者の単独犬島後者の単独氷上ヨ

ット行と競争することになってしまった。しかし

我々は10年来，最も早く計画していたので何とか

一番乗りしたいものだと期せざるを得なかった。

8月中旬委員会の席後，池田，高橋両君と雑

談中，私は旧満7J1~ (中国東北部)生れでマイナス

35度の経験があったので，北極には興味をそそら

れて，ついに総隊長を引き受けるこどになった。

早速，監督の山口撰郎君，池田君と鈴木総長に面

接，正式に大学の後援を依頼承認された。ただし

資金援助を受けないことが条件であった。 9月正

式に隊員とその分担任務が決定し忙しくなった。

9月12日付でカナダ北酒準州コミッショナからエ

ルズメアー島での学術研究を78年12月31日まで許

可する旨のライセンスを入手した。早速，橋本健

君(昭和50年卒)が先発として大島君の待つシオ

ラバルクに出発した。 10月，読売，日本テレビよ

り総長あて正式後援通知が届き，準備が本格化し

た。 12月27日付文部省学術国際局長より総長宛文

部省後援名義使用許可の通達を受けた。

年が明け昭和53年となり 2月3日本隊は援ん

な歓送を受け羽田を飛び立った。 2月16日，彼ら

がカナダ北西準州で北の空の美しいオーロラを眺

めていたとき，監督山口摂郎君の突然の言卜報に接

したのである。時を同じくしてエスキモー犬 116

頭の大量死が突発した。 2月23日から27日にかけ，

カナダ各地の大使， 日本動物愛護協会から抗議文

が殺到し，釈明に飛びまわった。レゾリュートか

ら池田君の悲痛な電話を読売新聞社で受け， また

会計担当，村木富士君(昭和49年卒)の打ちひし

がれた姿を羽田空港に迎えたりした。犬の補償費，

1171万円ねん出のため会長戸村貞男，組織委員長

金坂一郎，理事長高橋正彦君をわずらわし，読売，

日本テレビと協議したが， らちが明かず，終に日

大本部に援助を懇請することになった。数度の折

衝の後 4月 5日付融資願い， 17日付念書を提出

することにより特別として全額入手することがで

き，あとは極点到達を待つばかりとなった。

4月27日未明， 電話で起こされ日本テレビに駆

けつけ，かたずを飲んで到達を待ちわびた。 GM

T9時極点域到達の入電に接した。直ちに大学本

部に行き，総長が張り出された地図にベースキャ

ンプからのルートと極点に丸を入九一同万才を

三唱して乾杯した。

翌28日GMT7時30分，六分儀の天測と頭上の



飛行機の航法システム (Marconi OME G A 

C MA  742 )は北緯90度を示し(5月3日付航空

会社証明書発行 )， ここに史上5番目， 日本人で

は初めて北極点に到達したのであった。到達者は

多和田忠 (昭和42年卒)， 中村進，大島育雄，エ

スキモー 2名， 犬援3台，犬45頭であった。エル

ズメアー島へクラ(Hecla )岬のベースキャンプ

( M820 53' ， W64043' )を 3月12日出発以来48

日間， 782kmにわたる苦闘の犬犠走破であった。

私はヒマラヤの盟友，柴田健一君を誘って，極

北の根拠地レゾリュート (Resolute)へ出かけ

た。未だ雪一色のこの地で隊員と再会し，氷点下

17度の白夜クラブハウスに出かけて， ウイスキー

をすすり，苦しい勝利をかみしめたのであった。

帰途，仲間数人と長距離パスでロッキ一 山脈を

縦断した。カナダ各地では安いステーキを食べ歩

いた。一同パンクーパーで洛ち会い 5月15日揃

って羽田空港に帰着 したのである。

記者会見，日本テレビ出民日 大・読売 ・日本

テレビ・首相・文相への挨拶，合同歓迎パーティ

ーなど盛んな歓迎を受けた。

12月25日，テレビ朝日より 1978年度ビッグスポ

ーツ特別賞を受領して，我々の十数年にわたる壮

大な極点遠征は幕をとじたのである。
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1 .海外 活 動

く日本大学山岳部・桜門山岳会〉

シタ・ツツラ SITA CHUCHURA....…一1970

ヤルン・カン YALUNG KANG…………1974 

北極点 NORTHPOLE...…・………1978

ヒマルチュリ HIMAL CHULI..………・…1981





i シタ・ツツラ初登頂 6，611m

THE FIRST ASCENT OF SITA CHUCHURA 

1970 

iくポスト・モンスーンの記録>

プロペラ機が快適なエンジン音を響かせながら，

ヒドンスタン平原からタライの上空にさしかかる

風前方の雲よりはるかに高い所にヒマラヤの山

々を望見した時は思わず胸の高鳴るのを感じた。

思えば， この一瞬を我々はどんなに待ちこがれ

たことだろう。この登山計画は，当時現役のリー

ダーであった平野より，学生がヒマラヤ合宿をし

たいとコーチ会に申し出のあった日から 1年半を

経過していた。若手の盛り上がりは大変なもので

あったが，なんとなく空回転の感をまぬがれなか

った。そこより抜け出せたのは清田部長の参加了

承であった。この時は小生と平野の 2人で部長の

板橋の自宅へ行き， I先生ヒマラヤへ行きません

かJIハイ，行きましょう」の即答は，その後の

口説き落とす作戦を練っていた我々の邪心が歯痔

かった。

それから出発前の 3ヶ月は毎日トレーニングや

資金， タクティクスの打合せを行なうが， それま

でに既に百数十晩，ヒマラヤを誰かと語っていた

ことになる。 ヒマラヤを語るのは楽しい。終電車

もなく泊り込んだり， タクシーを乗り継いで帰っ

たことも何回かあった。

しかし， この時点ではどのような形のヒマラヤ

登山を行なうか決まっていたわけではなかった。

ただ漠然と，これを機会にグリーンランド横断後

の我部の方向を，学生時代に一度ならずと思いを

はせた u ヒマラヤ"に向け，その中に 1人でも多

くの若手が参加出来たらと考えていた。

高橋正彦

一方， この年は 5年ぶりのヒマラヤ登山解禁と

あって，各界から堰をきったように出された登山

計画は，我々の予想をはるかに上回るものであり，

我部にも身近な計画と して，日本山岳会のエベレ

スト， 日本山岳会東海支部のマカル一両計画がす

でに決定され，何名かの仲間は，その準備に大わ

らわであった。

このような状況からして，我部独自の計画はお

のずから明確になっていった。それは若手 OBを

中心と して，7，OOOm前後の処女峰を目標としよう

ということであった。

この目標に従って10名の隊員が次の通り決定さ

れた。

隊長 清田 清 61歳 日本大学教授

副隊長 高 橋 正 彦 32歳会社員

総務 中村 進 24歳 自 戸凸><. 

気 象 古畑 勇 25歳会社員

映画 平戸伸之 24歳会社員

器具 平野隆司 23歳学生

食 糧 原因 洋 23歳学生

装 備 樋山規夫 23歳学生

個人装備 中山 昌之 24歳学生

医療 柴 田 健 一 32歳医師

そして今日(8月31日)は先発隊として 1ヶ

月前に東京を発った中村，平野とカトマンズで再

会する日である。
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1.海外活動ーシタ ・ツツラ 1970

キャラパン

カトマンズでの仕事は先発隊がほとんど済ませ

てあったので，本隊は食糧とケロシンの買付と，

船荷を解概あらたに全荷物を30旬以下に梱包し

なおす仕事を隊員とシェルパで行なった。我々の

隊に参加した政府連絡官とシェルパは次の通りで

ある。

政府連絡官 Panch B i r Ra i 30歳

サー夕、ー Pruba Ki tar 39歳

シニ民ノレノミ Nima Putar 35歳

シェ/レノξ Tenba 26歳

コック Ang Dawa血 37歳

総勢14名で構成された。カトマンズでの仕事が

済むと長居は無用とばかり 9月3日には， ポカ

ラへ向かい，ポカラで既にオファしてあ ったポー

ターが確保出来ると 9月 5日には，写真で何回

と脳裏に焼付いているアンナプルナ連峰が見渡せ

るポカラの飛行場を後にした。ポーターは 3トン

の荷物に合せて， 100人とナイケを入九キャラバ

ンは出発した。

キャラパン5日でタトパニに着くと，話に聞いた

通り風景がチベット風になり，岩山や白雪をかぶ

った，みるからに乾燥しきった荒涼とした山並

がカリガンダキ上流に続いている。それでもまだ

モンスーンが完全に明けていないらしく， 1日1回
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は必ず激しい雨に逢った。しかしこれから先は，

あのイヤなヒルがいなくなると思っただけでも足

は軽かった。キャラパンの最終地， ツクチェには

ポカラより 8日Bに到着した。ここツクチェは高

度2，650m，北アルプスで言えば剣沢小屋とiJlJ山乗

越の中間の高度になる。以前は交易の中心として

栄えた村らしいが，今では 4km程上流のマルパに

その座を譲り，全く寂れた寒村である。ここの本

拠地を郡長格の卜ラチャンの一室を借りることに

し，ポカラからのポーターに日当12ルピー(270 

円)と帰路手当をプラスし，会計係の中村，古畑

両隊員が手際よく支払っている。この 2人を 100

名のポーターが取り囲み，現金が支払われる熱気

は壮観で、ある。

その支払いもトラフソレもなく済むと， 伏ダンヤ

ノ〈ード"といってポーターは散っていく。ツクチ

z はまたもとの気味悪いくらいの静けさを取り戻

し，夕陽がカリガンダキに映え銀色に輝く光景は

なんとも美しかった。

登挙

ツクチェへ着いた翌日(9月13日)は，全員休

養をとる予定であったが，ポーターの人員確保と

その滞在予算の関係で，早速， ヒドソ・キャンプ

(5，000m)への荷上げを開始することにする。また，

隊員はこれが高度順化の最初になるので，石坂隊

1.海外活動ーシタ・ ツツラ 1970

( 1962年ムクト・ヒマール遠征)に倣い，カルカ

( 4，∞Om) ， タパ・コル(5，200机)，ヒドン・バ

レー(5，000m)の3キャンプを設け，荷上げと高

所順化が開始された。この作業は13日目の 9月25

日に終了した。この間全隊員が未経験の高度で，

アゲたり，頭痛がひどく眠れなかったりした。ポ

ーターが寒くて逃げ出した事もあった。心身とも

に全くの頭痛続きではあったカミ第 1関門は突破

さ九 ヒドン・キャンプに日 ・ネ両国旗と校旗を

立てた。全員ベスト・コンディションでヒドン入

りし，その晩はビーノレと酒とジュースの 3種類を

出し，好きなものを 1本飲んでもらい，明日から

は禁酒とした。それから寝ようと思ってもうれし

くてなかなか寝付けなかった。

ルート決定

東京でも熊谷先輩の写真であれやこれや考えて

は来たが，決定的なものはやはり現地で決めるし

かなかった。また， これが高さはどうあれ処女峰

の魅力であり， どのルートが，最も安全に頂に立

ち得るかという登山の原点に帰った山登りがした

くてヒマラヤへ来たのである。 ノレートは 3つ考え

られた。 1つは頂上より北に急激に落ち込んでい

るナイフ・エッジつは東にゆるやかに続いてい

る雪稜 1つは南に落ち込んでいる尾根である。

いずれも偵察により決定的なものはつかめなかっ

たが，北尾根は滝谷の第四尾

根並で，距離的には頂上に近

いが，荷上げは不可能であり，

南は，上部は良さそうだが，

取付きが岩場で良く ない，と

なれば残るは東尾根しかない。

しかし，ここは最上部のジャ

ンクションにヒドン ・キャン

ムヒドン・キャンプ(5，OOOm) 後方はシタ ・ツツラ

プからも肉眼でハッキ リ確認

出来る大きな雪庇の張り出し

があり， ちょうどヒマノレチュ

リの東尾根の最高到達点での

石坂，松田両先輩の写真とそ

っくりである。だが道はこれ

しかないと決定した。
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I.海外活動ーシタ・ツツラ 1970

アタック

ルートが決定すると東尾狼の取付きにBC(5，000

m )を 9月30日建設， 10月2日にC 1 (5，600m) 

10月8日に C2 ( 5，900m )を建設した。この間に

残念なことに中山隊員が，6，000視の高度順化に失

敗し， ツクチェへ下山せざるを得なかった。最下

級生として気苦労も多く体力を消耗したのが原因

であり，責任をいたく感じた。また，ネパールへ

来て終日晴れたのもとの頃(10月9日)であり，

モンスーンの明けたことを知った。 10月16日C3 

(6，400m)を建設し， 10月25日を第 1次アタック

日と決め，中村，平野を指名した。この日の記録

を当日の日誌から抜粋する。

「今日はいよいよアタック日である。中村が咳

込んでいるのが心配だが，彼にしてみれば今日の

ためにこの 1年があったみたいなものである。咳

込み位で辞退するわけにもいかないだろう。また

ジヤンクションから頂上まではいくらもない。頂

上は間違いなく今日，我々のものとなるだろう。

いつもより早く 5時半にモーニング・ティーとす

る。出発はなんだかんだといって遅れたが， C 3 

を出て，直ぐの壁の登りで中村の咳込みが激しく

ピッチが上らないのが心配だった。しかし確実な

ステップで登っていたので多少の不安はあったが

送り出す。ところ杭サポート隊の平戸の報告に

よれば} ジヤンクションから先は全部カァティン

グしているので思いの外，時間を食っているとい

う。しかし， どうみても頂上までの道は短い。そ

の上どうしても全員登頂を果せる態勢をひいてい

る。フィックス，食糧，天幕の収容人員にしても，

しかりである。だが2回目の撮影に壁を登った平

戸でさえ午後の 3時になっても帰って来ない。僕

としてはシマッタことをしてしまった， というの

は最終帰幕時聞を決めなかったことである。でも

そんな事は決めても決めなくとも日大なら 3時，

遅くとも 4時には帰って釆なくてはならないはず

芯心配になったので靴をはいて壁を登りかけた

時にサポート隊が壁を降りる姿を確認出来た。

アタック隊は今どこにいるかと聞くと，最低鞍

部より少しピーク寄りだという。それでは登った

のか，登らないのかと聞いたら，登っていないと

いう。あれ程成功を信じ，明日は我有だといって

いたのに，そんな甘いことは言っておれなくなっ

た。

明日は高橋，平戸，原田， プルパの4名で必登

し， それで終りとする以外はない。また昨日 C2 

入りする予定で入らなかった古畑とアン・ダワは

午後になり C2入りをし，一安心する。全く古畑

は必配のかかる男である。聞けば，昨日 C1は風

が強く小石も飛ぶ位だったのでC1に泊まったと

のことである。

10月26日，同じく日誌より

「今日は必ず登らなければならないアタックへ

の出発である。出発も夜明けとともに出来るよう

3時30分に起床し， ビバークも覚悟でツェルト，

コンロを携行する。 C3の前の壁を30分で登り切

り，幸先よいスタートをきった。昨日，中村が到

達したシュプールもハッキリ確認出来，頂上を見

ればあと 2時間もあれば‘ゅうに到達出来そうであ

る。昨日の最高到達点に 9時20分に着き， この分

では頂上に午前中に行けると思った治主 ヒマラヤ

はそうはいかなかった。それから一層傾斜がきっ

くなり， クリノメーターで50度と読むことが出来

た。これではいつ雪崩ても不思議はない。しかし，

意外と雪は落着いており， 日本のザラメ雪をもっ

と大きくしたような氷と雪のこぶし大の雪が60CTll

下のアイスに完全に密着しており，雪崩の心配は

なさそうである。その雪面に一歩一歩スタカット

でカッティングし，頂上に着いたのはなんと午後

2時45分である。

頂上は雪庇の張り出しがあり，一方は50度の傾

斜で一気に2，000m落ち込んで、おり， 4人がいてもな

んとなく不安であり，写真を撮るにもザイル ・ワ

ークでやらなければならない。頂上の20m手前で

は先行していた平戸，原田が頂上を踏まず待って

いてくれ今高橋さんが頂上に先に立って下さいと

原田は言うが，私は，ネパール国の山だからプル

パが一番先に立つべきだと言って彼を先に立たせ

る。これがよほど彼には嬉しかったらしく，頂上

からのトランシーパー交信で，私が一番先に原上

に立ったと他のシェノレノミに言っていた。頂上には

日本・ネパール両国旗をアイス・パーを使ってし
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っかりと立てた。高さはブライト・ホルンより低

く， タシカーンより高いので，およそ 6，600m~

6，700 mと判断した。

原上には 1時間半と時のたつのを忘れて長く滞

在してしまった。これでは帰路のことを考えると

cmには夜中の12時になってしまう。スタカット

などとは言っておれなくなった。多少危険である

が， コンテニュアスで降りるととにする。全くコ

ンテニュアスで降りるというよりは駆け降りる早

さで， どちらかスリップしたら 2人ともおしまい

である。しかし，今はお互いの登挙技術を信じる

以外にない。ピシケルとパイルとアイゼンの三刃

使いでド思いの外早く(5時30分)に壁の上部に到

着し 6時に C 3に帰幕する。明日はC 3撤収と

決め，樋山とニマ・プタールを C3に，中村lま平

野が付添ってやっとの思いでC2に着いた。

翌日，本来なら第 3次アタック隊となるべき樋

山とニマが C3に登ってきたが，一転して撤収隊

となり，樋山の寂しそうな顔を見たのがつらかっ

た。翌日は昨日までの緊張感が取れ，サワヤカで

あったが，思えばこの山に取り組んでドから 1日と

して気の休まる時がなかった。しかし，今日から

は克服してきた危険を着実に降りればよいのであ

る。新しい危険はない。しいてあるなら，それら

からくる油断だけである。油断だけはするなと，

自分に言い聞かせるため， メンパーに言った。

振り返れば，清田先生が60歳を出て，5，000mを

議F

1.海外活動 シタ ・ツツラ 1970
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あんなに元気に歩くとは考えてもいなかったし，

フレンチ ・コルからヒドンへの撤収の日は雪が腐

っていて隊員はヨタヨタ歩きなのに，隊長は しっ

かりした足取りでずっと先を降りてゆく姿を見て，

余計クサッタくらいである。 ドクターもアタック

前後では C2まで登り，我々を励ましてくれた。

このドクターはドクターとは名ばかりで，医者ら

しいことは血圧を測る時と現地人の治療をしてい三

る時で，あとは「先生胃の調子が悪いから，油

ものは食べないで薬を飲んだ方がよいでしょうか

? Jと聞けば， r薬は飲まないで食べたいものを

食べて寝ればよい」と言うだけである。それが翌

日は胃の痛みもなく，調子が良くなるから不思議

で、ある。

帰路

やっぱり5，000m以上は人の棲むところではない。

だんだん高度を下げると草や花， ヤクや土の香り

カミ今日ここに自分のある幸せを感じさせる。ダ

ウラギリ I峰を見上げれば， ジェット・ストリー

ムが吹き出したのか山頂より雪煙が横に長く流れ

ている。ツクチェに降りると元気な中山が我々を

迎えてくれ二重の喜びである。帰路のキャラバン

は「ミュールの鈴」にならない， ポーニー(ロパ)

を使用するととにし， 12頭契約した。 10月13日ポ

ーニ の首輪の鈴の音とともに帰路についた。天

候は来る時と大違いで連日の晴天で，行商人から
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I.海外活動ーシタ ・ツツラ 1970

果物を買っては食べ，茶庖でロキ シーやチャンを

飲んで3 m幅の国道をミューノレの鈴と共に歩くの

はなんとも楽しかった。

高度と山名

高度はヒドン・パ レーでトランシットを用い測量

し，また登頂時の他の山と の比較から6，740mとし

た。(最新地図で、は標高6β11mに変更)

山名はツクチェにてトラチャンとリエゾン・オ

フィサー，隊長及び私で協議した結果， ヒドン・

パレーは1950年まで外人にと ってはヒドン・バレ

ー(隠れた谷)であって，現地ではシタ・パリと

呼ばれており， rシタ S i ta Jはラマの夫人を

表わし，サンスクリット語で書かれた国民的な叙

事詩「ラマヤーナ」の登場人物である。パリは広

い谷を意味する。との谷の源、頭にどっかりと大き

く峻える山にふさわしい名として， シタ・ツツラ

(Sita ChuChura) とした。 ツツラは尖った

頂を意味する。まずは「ラマの女神の山」という

ことでネパール外務省に申請した。

結び

この原稿はもう既に 5年を経過しているのに記

憶だけは昨日のように思い出される。しかし，何

故か原稿を書く気になれなかった。それは出発前，

あれほど関係者に意義付けをし， 自分自身もこれ

はなんとしてもやり遂げなけれJまならないと覚悟

し，実に多くのOs，や関係者，及び隊員の御家族

の方々の並々ならぬ御協力をいただき，実現出来

たものである。そ して私は，この登山の第 lを隊

員を死なせてはならない。第 2は全隊員がフェア・

プレイの精神を如何んなく発揮すること。これは

優劣の問題ではない。各自がベストをつくすこと

である。これがチームワークの根源と考えた。第

3はやはり頂上に立つことである。それらが帰国

してみると，あれ程多くの関係者を引きずり込ん

でやる程，大きな意義のあった登山だったろうか，

日大の今後の遠征はこれで良いのだろうかという

疑問がどうしても解けなかったからである。そし

て昨年， 当然我隊の後に考えられた8，000m峰への

日大隊が石坂先輩を隊長として，ヤルン・カンに

向かった。隊員はシタ・ツツラの隊員が主力であ

る。

また， この隊に参加するまで何回か遠征隊に参

加すべきか， どうか相談を受けた。それらの返事

は全て， r行きたければ行け， しかしいきがかり

上，行かないと悪いからとか，雑念が 1パーセン

トでもあったら参加するのはやめろ」と言った。

それは彼らに 2~3 年の聞に 2 回も遠征する程，

物心両面にわたり，余裕がないことは自分がイヤ

という程知ったからである。そのようなことから，

出発前，日大山岳部の今後の方向付けを行なうと

意気込んで出発した我々であるが，問題の解決を

後にずらしただけのような気がする。そして，解

答の出ぬまま， ヤノレン・カンは出発し，答はヤル

ン・カンに持ち越された。

先日，石坂先輩と短い時間話す機会を得た。そ

して答の出ない事を知った。やはり，初見先輩が

戦後間もなく書かれた文章が今日も生きていると

思った。それは今更書くまでもないが，次に記す。

前略「部の歴史が織り込まれてあるところの日

本の登山界も大変な変化をとげた。行詰まり一打

破一行詰まり， と繰り返さ九遂に海外遠征が日

常の仕事とさえなったようだ。真に結構であるが

最近の他の学校の行き方を見ていると，そのやり

方に偏頗さがあるようだ。遠征のみ力を入れすぎ

て，片方がお留守にな っていないだろうか， 日本

の登山界の現状が遠征にまで至る程，力が溢れ切

っているのであろうか。」中略「親愛なる日本大

学の登山者諸君，願わくば‘常に冷静で、あって欲し

い。静かにチャンスの到来を待って載きたい。そ

して技術を磨いてもらいたい。それと同時に心を

も磨いて載きたい。」後略と，私より何倍も山に

力を入れられた諸先輩でもわからない歴史の繰り

返しを，たった 1回の遠征で答が出るわけがない。

そう考え，現在の心境を書く気になった。

最後に本計画の良き理解者であった金坂先輩を

はじめ，小生をかつぎ出した池田先輩や諸先輩に

厚く御礼申し上げるとともに， ヒマラヤから帰っ

て5年余，私にとってシタ・ツツラの山旅は， ど

の瞬間をとり出しても珠玉のような日 4であった

誇りと満足感で一杯である。(1975年.3.月大阪にて)
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ヤルン・カン
始末記

くプレ ・モ ンス ーンの記録>

-1974-

石坂昭二郎

山岳部創立五十周年記念事業と してのヤノレン ・

カン(8，505 m)登山隊は，山岳部，桜門山岳会の

みならず，歯学部，医学部，理工学部L工学部の

それぞれの山岳部，並びにOBの協力をいただき，

特に歯学部からは多大の寄付金を頂戴し，隊員 2

名の参加をあおいた主隊員の中核はシタ・ツツラ

( 6，61lm)のメンバーであり，平均年令は28歳で

あった。

隊長 石坂昭二郎 45歳

隊員 三好勝彦 30歳

11 加藤捷治 28歳

11 古畑 勇 28歳

11 平野隆司 26歳

11 樋山規夫 26歳

11 中山 昌之 27歳

11 半谷伸俊 26歳

11 西川正雄 27歳

11 福島佑二 26歳

11 宗方慎二 23歳

ムヤルン氷河よりヤルン・力ン(8，505m)展望

右はカンチェンジュンガ主峰(8，598m)

隊員11名， シェノレパ 2名， メール ・ランナー 2

名，ポーター 240名といった隊であり，酸素は川

重 4.eボンベ (150気圧)52本， アメリカ製 5.e 

ボンベ(200気圧)17本の計69本。食糧は BCア

ップ50日分。装備は目新しいものなしといった，

8，500mを意欲的に狙う隊としては， ギリギリの人

員，装備，そして食糧であったろう。これらをさ

さえる基本的な考え方は1959年のヒマルチュリ登

山計画の延長線上にあり，いささか苦しまぎれの

感はあったが，このメンパー，物量であっても，

山の状態さえよければ何とか行けるという，最低

ぎりぎりの線は確保出来たと思うし， もし条件が

悪ければ途中で引き返すまでのことと思っていた。

以下いまは亡き三好勝彦君の記録した隊日誌を所

々に織り込んで登山行動をつづってみたい。

(“"内，三好日誌。)

“1974年 2月19日 晴早朝よりポーターどこ

からともなく現れ出て遠巻きにする。キャラパン

の諸準備を終え，ポーターに荷物を渡し始めたの

は8:00。終ったのは12:15だった。メンバー， シ
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1.海外活動ーヤルン ・カン 1974

ェルパは適当にポーターの間に入って行進する。

ポーターは 1日12RS( 1RS約25円)。ナイケ 15

RSで食事付。先頭グループに宗方，半谷が行く，

9:30。彼らは15:30テント場所着。ラストは石坂，

三好12:30出発。 18:00着。天気よく暑い杭日

中雲が出てややしのぎ良かった。重要な街道で人

の往来激しい。茶庖が沢山ある。ラストの 2人は

5杯もお茶を飲んだ。 1杯20パイサ(5円)。ヒ

マラヤはまだ見えず。サグリ・パンジャンという

峠を一つ越え， レオティ・フィディという茶庖が

3つばかりある川底の田闘の中に野営。コオロギ

の鳴声清し。"

東ネパー/レのダランパザールを出発した隊は，

ダンクッタ， ヒーレ，シドワで泊りを重ね，チト

レーの先から南面の巻道を進んだ。

“昨日の行動が予定の中途で終ったので，今日

は気合いを入れて目的地まで行かせる。尾根上の

近道は，ポーターが食糧入手困難として，中腹の

道をたどる。道幅 2m位で起伏がなく，我々には

快適なハイキングコースである。だがヒマールは，

午前中マカルーなどが望まれたが後半は見えず。

午後になっても道は山の南国のため，いつまでも

日蔭にならず有難い。すでに2，200mの高度がある

ので日光がある方がよい。ポーターはよく休むが

それにしても長い道のりで，隊長，私などは18:00 

近くになってキャンプに着いた。日没ごろ最後の

尾根をまわり込んだところで， カンチ山塊の全容

が初めて望まれた。感激的な瞬間である。暗くな

って到着したポーターは，長すぎると文句を言っ

て荷物置場に座り込んでしまったが20:00頃引上

げた (26人)0 " 

この日はラスネ泊り。モラン，スイキンパと夜

を重ね，そこからジャングルの道をたどる。側尾

根の峠を横断して，ネパ ル語で二つの河の合流

点の意であるドバンの近くにキャンプした。
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‘ポーターは今朝は張り切っている。一応の支

払い日だからである。 1時間半ほど山腹をまきな

がら降りてゆくと， ドパンの村につく。村はずれ

に鉄の吊橋があり 3人ずつ位で渡ったので相当

時聞がかかる。橋を渡ってからは登りである。高

度が低いので暑くて苦労する。先頭はタプレジョ

ンに14:00着。ポーターの最後は18:00頃になっ

た。 1日12RSだが行動時聞が3日長かったとして

2RSずつ計 6RSボク シスを与えた。夜はリエゾン

・オフィサー， ライ君の友人として，ここのチェ

ックポスト， グンサのポスト，また軍隊の長官な

どが訪門してきた。また18:00頃平野が尾根道を

飛ばしてきてキャンプに合流した。 5人のポータ

ーはドパンで泊り"

ここで一日予定通り停滞した隊は， ラリカノレカ，

ケシワ，ママンゲ， とキャンプして 3月4日に

最後の部落ヤンポデン(1，700 m)に着いた。この

付近は 9ヶ村， 人口1，100人 130軒ほどの集落であ

り， 内訳はボティヤ45軒， クソレン40軒， ライ30軒，

リンプー10軒， カミ， ダマイ，チェトリバウン各

1軒といったところであった。この辺一帯のパン

チャットの長官はバワニー・クマーノレ ・グノレンと

いう人で， ポーターの入潜えに種々便宜を図って

いただいた。ととのナイケはオム・プラカ γ シ ・

ライ君で，入山時はツェラムで引き上げたポ帰

途には BCまでやってきてくれたので大いに助か

った。ヤンポデンでも一日休養して，装備，食糧

係は再点検の上，今後に備えた。また， ここの学

校に鉛篭 ボーノレベ、ノ， ノートなどを贈り，子供

達に喜ばれたりもした。 3月6日ポーターの関係

で50個ほど荷物が残ったので加藤にあとをまかせ

ていよいよジヤンクソレに踏みこんでゆく。初日は，

2，600 mのデュフィ・パンジャンを越える。

“昨晩は雨が少々降った事が， シートにたまっ

た水で解る。だが朝は快晴。ポーターも 7: 30に

は元気に出発。テント地から登る一方である。峠

の上には雪があるかと思い，スコップ，フィック

ス・ロープを持って，三好，宗方， アン ・ダワが

先行するQ 峠の最高部は3，500m，そこでも雪はな

かった。昨年は膝以上， もっと下からあったと地

元のポーターは言う。北面の降りは残雪が15cm程

1.海外活動ーヤルン・カン 1974

現われ，素足， また底のすり減った靴をはいてい

るポーターには難儀だったようである。よく滑っ

ていた。フィックス・ロープ行なう。アン ・ダワ

は滑り止めに，落葉，コケをむしっては道にまいて

いた。峠を降り， ヤノレン氷河下流の谷川に出て 2

時間さかのぼり，橋を渡って50汎あともどり した

森林帯にキャンプ，3，000m。きょうの行程はかな

り長かった。"

懸念していた問題の峠も無事越せて， ツェラム

3，800mfこ3月8日に到着した。雪がないのは何よ

りも幸で，付近は草原で見事な森林もあった。

ヤンポデンからここツェラムまでの 3日間，そ

れから BCまでの 4日聞は完全な山中泊りとなり，

人夫用の天幕や食糧なども隊で用意 しなければな

らず， その上，サイドモレーンを 1日登って，氷

河上に降りてからの 3日間は完全な雪氷上の行進

となり，ポーターも恐れをなしてか，チベッタンら

の70人ほどになったので， 1日行程を何回も往復

して荷を運び上げるという困難な旅となった。そ

れでも 3月21日， 無事ヤノレン氷河上に BC5，200m 

を建設することが出来た。メンバーは25日までに

高度順化しながら順次集合した。

登肇

3月22日晴 7: 00， -8 oc 私は1955年エ

ヴァンス隊が通ったルートをさぐりながら，昨春

ヤルンに召された松田さんのケルンに詣でるべく

8 : 15，古畑とアンザイレンしてでかける。 10:

00， 5，230mo 11 : 30，クレパス地帯を抜けて易し

いところに出てのんびり古畑のあとを歩行中， ク

レλ スにはまる。それでも両手が谷側のふちにか

かり，両足のアイゼンが山側の氷壁をとらえたの

でL あやうく宙ぶらりんになるのをまぬがれる。

幅80cm位のクレパスで，暗黒の深まりをもった無

気味なものであった。古畑がそこより松田さんの

ケルンをさぐれども高く登りすぎて発見出来ず，

帰途双眼鏡で見付けて再来を期すこととする。

14: 00コーナ からの道に合し， B C着15:30。

左胸を強打して疲れる。松田さんがさそったとし

か考えられない。
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1.海外活動 ヤルン・カン 1974

3月27日， シェルパの儀式にのっとって安全祈

願を行ない， 28日から偵察行動に入った。私はそ

の日，福島をさそって先日果せなかったコーナ一

台地にある松田隆雄さんのケルンにお参りして冥

福を祈った。翌日はエヴァンス BC跡に登り，

1905年に逝きしパーシの墓やエヴァンスの隊で活

躍したベミドウジェの墳墓に先人の業績をしのん

で深々と頭をさげた。

“昨夜苦しんだ半谷も今朝は回復。 5，400mのキ

ャンプに泊った全員にて上部ルート偵察に8: 00 

出発。先行はパサン，古畑アンカミ。昨日小山

から見ておいた通りをゆく。途中 3ケ所，京大の

クレパス用丸太を見つける。今回 6，OOOm付近まで

達した治主 クレパスは飛び越えられるもの 3ヶ所，

あとはまたいで渡れた。小山から見たよりクレパ

スが少ない。 10: 00， 5，700恨のハンプの下の大雪

原の中間に達する。そこで京大第 1キャンプ方面

へ古畑，パサン，アンカミ。ハンプへ三好，中山，

アン・ニマが向かう。古畑隊は目的地に達したが，

三好隊はハンプの取付6，OOOmで時間切れと濃霧の

ため引きかえす。ハンプの下は大クレパスが走っ

ていた。 13:30， 5，700m地点にデポし下山。 14: 

15キャンプ着。隊長がエヴァンスの小山から終日

上部の行動を見守っていた。またエヴァンス隊の

パターピーナツ 1カン，イチゴジャム 2カン，ケ

ーキの大カン1個ひろってきた。バターピーナツ，

ジャムは美味なり。"

この山に対して，私は新ルートからの登頂を考

えていた。しかしかすかな望みをもっていた南面

ノレンゼはあまりにも険しく， 1955年のカンチェン

ジュンガ初登頂時のノレートはいささか遠回りにす

ぎ，その上，上部には雪崩によるデブリの跡も見

られ，結局7， 000 m位までの下部は京大ノレートにし

たがい，上部は新ノレートを切り聞きたいという意

欲をもって 4月 1日より本格的な登山活動に移っ

た。

4月2日， C 1， 5，920mo 12日， C 2， 6，450 

問。 20日， C 3， 7，OOOmと順調にキャンプを進め

る。 C 4予定地までのルート工作と荷上げが予定

量の半分位終了した 5月 1日に全員BCまで下っ

て最後の休養をとった。以下はC3~ルート工作

の頃の一嗣である。

“4月18日，晴，ルート工作隊(三好，加藤，

半谷)は 8:00， C2を出発する。 11: 00には昨

日の最高点，京大のハシゴに達した。ハーケンな

どが甘いので補強する。そこから上はかなり急な

雪の斜面である。だが下からフィ γ クスをする程

ではないので，半谷をトップに 3人でコンテで登

る。一歩出したら 3~4 回呼吸が必要だ。半谷は

200机のロープを背負ってキックステップで登っ

ていく。 14: 00， 7，OOOmの稜線が広くなっている

所に出た。景色を10分程眺め， フィックス工作を

はじめ，下山。そこより 200mフィックスをした。

京大のハシゴではハーケンが抜けロープにぶらさ

がってしまった。下山はノ〈テ込み，何回も雪に座

りこんだ。 17: 30， C 2着。夜，半谷が高山病に

なったポ夜中に治った。"

5月4日，樋山，宗方の第一陣を先頭にいよい

よ登頂態勢に入札翌日は中山，福島の第二陣，

6日には石坂，加藤，古畑の第三障がそれぞれシ

ェルパと共に行動を開始した。 7日には登頂隊の

平野， パサン 8日に最後をしめくくる三好，半

谷が続いた。その頃になるとさすがのシェルノミに

も故障が出始めBCで肺炎の療養中であったラク

パ・ドルジェの容態がすぐれず，看護にあたって

いた西川ドクターの判断で，若草の萌え始めたツ

ェラムに収容するという活動も折りこまれた。

5月7日， C 4， 7，450慨が建設され，翌日樋山，

宗方が C5直下までのルート工作をした。 9日は

前日の降雪で各キャンプは停滞したが， 10日に中

山，福島がC5までのロープフィァクスを完了し，

いよいよ大詰めをむかえることとなった。 11日は，

7，500机以上で強風が吹き荒札加藤，古畑にひき

いられたC 5建設隊は何としても前進出来ず，途

中に荷物をデポして引き返してしまった。当初 8

名を予定していた荷上隊のシェノレパも日がたつに

つれて高山病で3名脱溶し， 12日は全く背水の陣

であった。この日は幸いにも風はいくぶんおさま

り，加藤?古畑の気力をふりしぼってのリードに，

アン・ダワを筆頭とするアン・カミ，ナワン・テ

ーレ，アン・ニマ， ミンマのシェルパも見事にこ

たえ， C5，7，950mは成った。

nu 

唱
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1.海外活動 ヤルン・カン 1974

5月13日，昨夜C5で一夜を明かした加藤， ウ

ォンゲルは風雪のやむのを待って 9:00，上部の

ルート工作と酸素ボンベの荷上げに出発し， 15: 20， 

8，150m地点に達してボンベをデポし， 17: 40， C 

5に帰幕した。この日登頂隊がC5入 り い い よ

いよ明日の好天を祈るばかりとなった。

5月14日，快晴，アタァク隊は 5: 10出発し，

昨日のデポ地に 7:40に着く。予定より相当早い。

ここでボンベを追加した登頂隊は前衛峰と主峰と

のコルへ向かつてトラバースを開始したが， どう

しても通過出来るルートが見つからず，その上，

10: 00頃には C3で無線によるルート指示してい

た私の視界も雲海が奪いさり，あとはただアタッ

ク隊員のねばり強い意志に期待するのみとなった。

彼らはやむなく膝ぐらいのラッセルに悩まされな

がらも，新ルートをやや斜め右へじりじりと高度

をあげ， 13: 3α 前衛峰の西側の意外に広いコル

に相当消耗してたどりついた。心配していた前衛

峰も北側の肩ごしに何とか行けそうだが， ラッセ

ルは相変わらず厳しい。彼らは勇気をふり しぼっ

て前衛峰に挑み，最後に細い雪稜をまたぐように

して雪の頂稜に立った。 15: 55であった。そこ

C

4
付
近
よ
り
ヤ
ル
ン

・
カ
ン
上
部
を
望
む
寸

からヤルン・カンとの鞍部に降り，頂上まであと

2~3 時間はかかるはずだ。とすると，とても明る

いうちにC5まで帰りつけない。私は引き返すよτ

うに指令した。 16: 30，下降を開始した彼らは途

中で電池切れとなり，8，000m付近で、厳しい一夜を

明かすことになったが，無事生命をまっとうした。

15日， C 5近くで古畑に迎えられた一行は，その

日のうちに私の待つC3まで下山し， 17日までに

全員BCに降りた。

5月21日，少なくとも私達のものとなった 8，400

mの前衛峰に別れをつげ，帰途のキャラパンを開

始した。私と西川はグンサからカンチェンジュン

ガの北面に廻り，この大きな山塊に山旅の最後を

つげて 6月9日， ダランバザーノレに全員無事帰

着した。

多くの先人の肩にのり，大きな舞台であこがれ

のカンチ山塊に飛び込んで行けた日々を幸せに思

う。こじんまりとした隊で8，500mの巨峰に立つと

いう試みは，あと一歩のところで手がとどかなか

った。そのあと一歩を埋めるために，再び遠い厳

しい道を歩まねばならない。

旬

E
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ヒマラヤ基金は， 1975 ら年末までに順次返済し，

年12月15日に完済した。

1.海外活動ヤルン・カン 1974

とと
Eコ報計ム

コ::;:

勇古畑

<内 訳>金坂一郎 250，戸村貞男清田清

横沢利武芝田稔岡本如矢小島八郎北村二

郎松田雄一山本晃弘鈴木基之平山善吉

深瀬一男福島繁雄神崎忠男各 100，千谷壮

之助山口靖二戸倉正博各80，平沢一久 70，

平野弘毅林幹夫津村利男菊地典男佐藤耕

三福武義夫藤田達夫本片山数雄 山 口 摂 郎

素木喬三森下吉雄堀越茂夫中川勝次小金

井清治山上三一安田敬三谷口元池田錦重

片柳実菅原省司今村、文彦高橋正彦高緑繁

伸鈴木馨小栗孝康長島宏池田新三嵯峨

野宏多和田忠平戸伸之原田洋各 50，青木

重雄中島啓各40， 窪田宗英岡正二前田

一二新田業村田顕平野規一鹿島英功

井達男和田哲幸村上智一中里修飯島正敏

山崎隆史赤井一隆関孝治山平靖多田勇三

和国 政 可 各30，三谷秀夫小島藤司各2忌武

河内邦介坂本貢佐藤幸雄堀口章宣

木村勝久池谷有爾広田亮黒川紀

浜大剛関淳一大島育雄山本芳雄宇佐

高沢誠岡田貞夫中塚功康各20，初

15， )11口洋之介 12，都筑力雄 鈴木克

武田哲夫鷲津正美笹本正剛土屋秀夫

松代正三真島恒雄湯浅英世田中昇寺嶋信

一郎程島三郎丸山精一脇田昭高橋茂高

松雄高榎並洋三岸英男西国勇一三井英夫

土合敦彦村石幸彦森田博正下崎雄二高山

公明徳田昌久青木繁榎本匡伸氏井正己

松本陸雄柄沢洋城尾上昇安川英利

各10，奈良勝三増田忠一堀岡進

猪瓜宗雄 各 5，t喜合晋 3，長岡道男

鎌会 20 (単位千円敬称略・順不同)

4，957，000円

石

<収入の部>

桜門山岳会会員寄付金

歯学部LlJ岳部OB会寄付金

理工学部山岳部寄付金

法人及び個人寄付金

雑収

隊員個人負担金

総計

段門山岳会会員寄付金

藤正弘

平林良一

男

4，957， 000 

16，772，748円

登

保

事

交

930 

5，173 

2，615 

10.058 

855 

2，037 

4，430 

1，405 

100 

O国外，外貨払いU.S$

航費

費

送費

ポーター斡旋費

1，333，8611シェルノξ賃金

12，4001装備費

現地食糧費

ポーター賃金

費

2，012，400 

100，000 

2，691，505 

46，843 

6，965，000 

リエゾンオフィ

サー給料

在

雑

渡

1，705，0341滞

1，367， 4751輸

諸

438，425 

100.000 

200.000 

764，260 

1，765，200 

29.940 

O 国内， 円払い

航費

具費

酸素費

食糧費

梱包輸送費

医療費

観測通信費

写真費

入

<支出の部>

280 416，461 

山

険

務

料

料

費

費

費

器

渡

見久男

見一雄

84，420 

227， 033 

8，444，5叫小
(U.S $ 1 :￥283へ￥303)

u.s事27， 883 5十計

通

雑

己

￥8，328，239 

士

口

威

北

置

田

'

玉

柏

21

久
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16，772，748円

出発時，隊員個人負担念寄付金が一部未

収入のため桜門山岳会ヒマラヤ基金より 55万円と

桜門山岳会有志，津村利男，金坂一郎，横沢利武，

平野規一，芝田稔小島八郎北村二郎，松田雄

一，山本晃弘，鈴木基之，池田錦重，高緑繁伸，

小栗孝康諸氏より各 10万円，戸倉正博氏 7万円，

山口摂郎，新田業各氏 5万円の計202万円を借用

した。

なお， 有志、借用金については1974年10月末日か

言十総

※ 



北ぷ極

古くから北極地域は極寒の地として知られ， こ

の地球上で数少ない未知の地域として残されてい

た。 しかし現在では様々な分野での科学調査や，

天然資源の開発と，その利用が徐々にではあるが

始まっている。

196昨以来，続けて行なわ札てきた日本大学山

岳部と桜門山岳会のこの地域での遠征活動も， グ

リーンランド，スピッツベルゲン， エルズメアー

島， アラスカの山岳と，この地域の四季を問わず

登山に，海氷上の旅行に広く足跡を残してきた。

とうした中で 1967年に最初の北極点への志向が

始まり，いく度となく計画がたてら九今回の計

画は丁度3度目にできたものであった。過去にお

ける我々の計画の挫折は，現地における輸送の問

題と，資金面での計画の行き詰まりであった。こ

れも近年になって，民間の小型航空機が自由に使

える様になったことから，極地の遠征計画は一変

し℃広範囲に動ける様になった。今回の北極点、計

画は， こうした過去の総決算としてカナダの最北

の島，エルズメアー島から犬犠で海氷上を航空機

のサポートを受けながら北座点まで旅行したあと，

島の内陸氷床の端にあるユナイト・ステート・レ

ンジと呼ばれる山岳帯に入り，登山活動をし， さ

らに西のユーレカまで氷床を横断すること。あわ

せて寒冷地における人体医学，気象雪氷，海水

を含む学術調査活動を行なうということで計画が

進められた。
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隊は我々の組織のほかに医学部，歯学部の先生，

OBが参加， さらに読売新聞社， NTVと北グリ

ーンランドの11名のチューレ・エスキモーが加わ

り，合計32名で組織した。

隊員構成

総隊長清田 清 69歳学術

隊長 池田錦重 39歳航法

隊員多和田忠 34歳航法・無線

H 川久保芳彦 48歳学術

H 菅原省司 40歳学術

w 小川郁男 31歳医療・学術

w 大島育雄 31歳現地参加，犬橡

H 村木富士 27歳渉外・会計

u 植木博章却歳医療・学術

H 橋本 健 29歳装備・犬様

H 中村 日出 23歳無線・梱包

H 鈴 木 弘 之 21歳装備

H 今野善郎 21歳食糧

報道隊員 岩下 莞爾 43歳 NTVディレクター

H 木村 静雄 41歳 H カメラマン

H 五月女次男 39歳 11 

U 真 野 恒 一 37歳 11 

11 中村 進 32歳 w 

H 江本嘉伸 37歳読売新聞記者

H 北川 敏孝 38歳 H カメラマン

U 岡島成行 34歳読売新聞記者



1.海外活動ー北極点 1978

現地参加隊員 TALILANGUAK PEARY 36歳

¥ 

PETER PEARY ~歳 ILANGUAK KRISTIANSEN 26歳

KARL HENDRKSEN ~歳 AVATAK HENSON 44歳

KAUGUNAK KISSUK ~歳 LARS JEREMIASSEN 29歳

ANGUSSUANGUAK DUNEK 24歳

MAGUSSANGUAK HENDRIKSEN 24歳

BUTDLAK U V D L 0 R 1 A K 30歳

UMAK HENDRIKSEN 

NIHON UNIVERSITY NORTH POLE EXPEDITION 1977 ~ 1978 

180. 

¥も

¥%。

一ー/ 『¥¥¥

ARCTIC OCEAN 

NORTH POLE 

¥4/23 / 

/ 
GREENLAND 

¥ご
BAFFIN BAY 

BAFFIN ISLAND 
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29歳
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1.海外活動ー北極点 1978

1977年9月30日，隊員の橋本健をグリーンラン

ドのチューレ地区にエスキモーと共に住んでいる

大島育維のもとに送った。装備の調達と，エスキ

モーの雇用， さらに橋本自身，大島と共に一組の

犬犠チームを作り，なおエスキモ一語の勉強も目

的としていた。 11月に入るとすく:パンクーパー

からリゾリュートに送る荷物の輸送経路を調べる

ことと，極点、に向かう隊の補給と緊急用フライト

の航空機会社を選定するため，五月女次男をカナ

ダのリゾリュートに送った。こうしているうちに

今年から必要になったカナダ政府の遠征の申請許

可書が届き，新年を迎えた。 1月中旬には，我々

の発注した荷物の一部がカナダに集結しつつあっ

た。このため五月女と多和田がバンクーバーに先

行した。さらにグリーンランド、にいる大島のもと

より，今年のグリーンランドではトナカイの毛皮

が不足しているため，調達できないとの電報が入

り，鈴木をカナダ側で調達すべくリゾリュートに

送った。

本隊は 2月2日羽田を出発， カナダバンクーパ

ー経由，今回の出発点であるカナダの北西準州の

首都イエローナイフに向かった。ここで先行隊と

合流。別送中の荷物を受けとり，飛行場の格納庫

を借りて10日間，開梱と再梱包作業をする。

このあと隊員は定期便でリゾリュートに移動し，

残った池田，植木らは大型飛行機ハーキュリーに

荷を乗せ 2月15日未明に功ナダ北極諸島の最前

線飛行基地リゾリュートに飛んだ。丁度，地吹雪

の激しい中を降りる。全員で荷物の積みかえをし

たあと，直接エルズメアー島のアラートに飛ぶ組

と， グリーンランドのチューレにエスキモーと犠

犬を迎えに行く組にわかれる。

2時間の飛行後，北緯80度のチューレの飛行場

に到着。真昼というのに太陽は一日中水平線下に

沈んで、，夜ばかりの世界であった。いまだ夜明け

の薄明りの中にあった。ここで先行していた橋本，

大島と11名のエスキモーと 185頭の犠犬の出迎え

を受け 1人 1人の紹介を受ける。いままで話に

は聞いていたものの，東グリーンランドの犬様チ

ームしか見ていなかった自分にとり，との日の犬

達との出会いは感激であった。大島の話では，皆

との遠征の為に大切に調教してきた犬達だという。

すぐ犬の積込み作業を開始する。犬達は前から打

合せどおりにトラキライザーを 1錠ずつ与えられ

ており，飛行機の中の狭い箱の中に静かに収まる。

ハーキュリーは後部のハッチを閉め，すぐ飛び

たった。犬を管理するエスキモーだけがハーキュ

リーに残り，我々は DC-3に乗りかえた。ハーキ

ュリーが先行し 4時間の飛行で真っ暗なアラー

ト基地に降り立った。我々はここで予期せぬ事故

にぶつかった。それはハーキュリーが飛び立つと

同時に，パイロットが機内に暖房をかけたため，

それまで-30
0

C以下の寒さの所にいた犬達カミ暑

さのため狭い箱の中で暴れだし，すぐ冷房に切り

かえたものの，空気の出入口に殺到した犬達杭

自分達の体で入口をふさいだため，中にいる 116

頭が酸欠のため死亡したのである。あまり突然の

事故で一時は拒然自失となり「遠征中止」が頭の

中を横切り，絶望的な状態になる。とにかく生き

た犬， というより生き残った犬と荷物を機内から

降ろし，亡くなった犬達を機内にもどし， リゾリ

ュートで焼却処分にするため，一部の隊員と共に

もどることにした。残った隊員とエスキモーは滑

走路のわきにある大陸氷棚研究所の一室に全員が

入り，簡単な食事と休養をとる。

翌日，滑走路上に降ろした荷物が飛行機の離着

陸の邪魔になるため，残った犬と 2台のスノーモ

ービルで、海岸の氷棚の上に移動を開始する。まだ

一日中真っ暗で気温は-37"Cと低い。このあと隊

員とエスキモー全員を集め，今回の事故の善後策

を協議し，犬の補償問題を話し合う。エスキモー

達にとってみれば， この遠征後，彼らの故郷に帰

れば，すぐ春の狩猟の季節に入り，犬なしでは生

活ができない。それ放，金銭的なものではなく，

犬そのものを返してくれと望んでいる。まだグリ

ーンランドに行けば沢山の犠犬がいるから集めて

きたいという。そして，かわりの犬を集めて新し

い犬犠チームを作り，改めて極点に向かつて出発

しようという意見に落ちついた。うれしかった。

すぐにエスキモーの中から代表を選びグリーンラ

ンドに送った。

この間，アラー卜では BC建設のため，多和田，
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1.海外活動北極点 1978

ピータ ーを北西に70km程離れたへクラ岬まで偵察

に出し，へクラ岬の裏側の小さなフィヨルドの中

に， ツインオッタ ーが離着陸できる滑走路を見つ

け，そのわきにBC予定地を見つけて帰ってきた。

1週間後に 2台のDC-3で新しい 100頭の犬を

連九エスキモー達がもどってきた。すぐBCの

建設が始まり，新しい犬犠チームで20トンの荷物

の輸送が始まる。太陽が水平線に近づき，だいぶ

明るさを増した中を，氷棚の上に沿って犠を走ら

せ 3月 1日にベースキャンプを建設した。エル

ズメアー島には動物が多い。移動中ジャコウ牛の

群れ，ウサギ，オオカミを見ており， BC周辺では

白熊が歩きまわっているとの報告をエスキモーか

ら受ける。この日から鉄砲を持たない隊員の 1人

歩きは禁止する。気温はBC建設と同時に下り，

毎日一420C以下と寒い。太陽は水平線の所までき

ている。このキャンプのあるへクラ岬は北緯82度，

北に北極海の氷原を望みラ南にエルズメアー島の

山岳を背負い，左手にマッカム・インレク卜と呼

ぶ大きなフィヨノレドを抱え，樹木の類は全然なく，

岩石の中に地衣類がわずかにあるだけという自然

条件の厳しい所である杭動物は非常に多い。

3月5日，温度計の水銀が切れているのでよく

見ると-49.5
0

Cあった。 この日，太陽が水平線上

に初めて顔を出した。 BC周辺はほぼ整理も終わ

り，全員外に出て無線用のアンテナに日章旗，デ

ンマーク，カナダ，大学旗の順で旗をつけ，祝う。

このあと全員で飛行機の滑走路を作るため， スコ

ップやオノでフィヨルドの氷の出っぱりを削り落

とし， 目印の赤旗とドラムカンを並べた。また日

中，植村君の飛行機が頭上を飛びケープ ・コロン

ビアの方に向かった。このところ，天幕の中はス

トープを 2台たき続けないと寒くていられない。

燃料はどんどん少なくなって，明日中には燃料補

給の飛行機が来ないと大変なことになる。

3月 7日，燃料補給のため飛んだ飛行機が途中

タンカリー・フィヨルドに着陸できず引返してい

る。燃料は余すところあと 1日となった。気温は

相変わらず-400C以下にあり，天気がくずれだし

た。翌8日は天気が完全にくずれ，飛行機は飛べ

ない。燃料は完全に底をつき， アラートから BC

の聞に非常時を考え配置したドラムカンをエスキ

モーに回収に行かす。 10日になってやっと補給機

が来た。アラートから最後の荷物を積んだエスキ

モーも帰って来て，今日で全員BCに集結した。

全員を雪小屋に集め，出発の日取りと今後の計画

を話す。北極点に向かう隊員も 5名にしぼり，報

道関係者も入れて12台の各援にエスキモーと隊員

が2名ずつ乗り， 12日出発することにした。

3月12日，いよいよ北極点、に向かう日である。

気温-42
0

C，無風快晴， 12台の各犬橡に 500kgの

荷物と人聞が乗り， B Cをあとにした。 1時間ほ

巳潮の干満によりできた氷棚の上を走り，へク

ラ岬町突端に回り込む。ここから乱氷帯の中に突

入した。海流や風の動きでできる乱氷群は 4~5

mの高さの氷丘と氷塊が散乱し，その中を犬援で
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1.海外活動北極点 1978

右に左によけながら進んだ。夕方，やっと氷河の

セラックスの散乱した様な所を抜け， リング状の

氷丘に固まれた氷原と氷丘を交互に切りながら進

む。毎日 10krnから20krnほど進み，たまにはリード

の凍結したばかりの氷上を快適に援を走らせる。

キャンプ地は多年氷の厚い氷を見つけて泊った。

犠を 2台くっつけ，その上に天幕を張りマットを

敷いて寝る。キャンプの周辺には犬を配置し， 白

熊には注意する様にした。気温は相変わらず低く，

食糧と燃料の消費が激しい。

3月17日，不足した燃料の補給を受けるため滑

走路を探しながら北上し，多年氷の平らな雪原を

見つけキャンプする。との夜エスキモーの賃上げ

ストがおきる。理由はこの寒さと悪い条件， さら

に犬達が本当の自分の犬でないために言うことを

きかない。そのため，大変な重労働であるという。

それに年寄りのエスキモーは日本人が北極点など

という訳のわからない所になぜ行くのか理解でき

ないという。 2日2晩に渡って話し合いをした。

極点に行った者はボーナスを支給すると呼びかけ

たところ，若いエスキモー 2名が自分達も北極点

まで旅行してみたいという。さらに 2名のエスキ

モーが加わり，結局計画を変更し大島を入れて

5台の爆に 4名の隊員が乗り，北極点を目指すこ

ムへクラ岬のベースキャンプにて

とになった。他の 7台の犠はここから BCに引返

すことにした。この話し合いの間，補給機は天候

のくずれで1日遅れ，ストの解決した夕刻飛来し

た。天気は翌日も悪く 3日ほど降雪が続き，援の

前進は乱氷と深雪に悩まされる。全員犠から降り4

膝までの深雪の中を歩く。犬達は腹まで雪にもぐ

り泳ぐような格好で爆を曳いた。日照時間は日ご

とに長くなってきた。

4月4日，太陽が沈まなくなった。白夜の季節

に入る。気温も上がり大変暖かく -300C台となる。

犠を進めるには氷原も良くなり，小さくなった氷

丘を適当によけながら快適なベースで北進する。

夕方，若いエスキモーのアグーが報告に来る。西

に植村さんの犬犠か，白熊がいるという。話を聞

いてみると自分の犬が一日中西を気にしながら走

っており，丁度風が西から東に向いて吹いている

ので匂いを運んでくると言う。この夜BCと連絡

をとり植村さんの位置を聞く L 西にほぼ 100krn

離れた位置に植村さんがいるという。風が 100krn

離れた所から匂いを運んでくるのか，実にエスキ

モーの直感には鋭いものがある。彼らは自然の厳

しい所で生活しているため， 自然、の変化，動き，

出来事とあらゆるものに注意し，その中から必要

なものを抽出し， 自分達の経験の蓄積に努めてい
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1.海外 活動北極点 1978

る。一般に言葉の数は少ない様である杭氷に関

する用語は沢山持っており， 30以上の種類に分け

て使い， これによって自然の氷の状況を正確に把

握し，情報の交換をし狩に役立てる様である。

ここ 2， 3日は快調なベースで北進を続けている。

4月6日 3回目の捕給を受けることになった。

隊員の士気もあがり，多和田もとても元気になっ

たN850
09'， W 62

0
14' でエスキモーのカーリー

と，池田は引き揚げることにした。

その後また氷状が悪くなり 4月11日はエスキ

モーに疲れが見え，犬は足の裏を痛めて血を出し

ながら走っている。このためエスキモーからまた

不満が出だし， この悪い氷原の調子ではいつ極点

に着くかわからないという。天気も悪くなり，気

温もー20
0

C台に昇り，春の気配が濃く，氷上にリ

ードが目立つ様になった。また春の特徴のひとつ

である磁気嵐もたびたびおき，無線が長時間に渡

り不通になる。この日，北極全域の無線がストッ

プし，さらに我々の行動している高緯度は翌日ま

で続いた。無線連絡が回復すると今度は天気が完

全にくずれ， ブリザードが吹き荒れた。結局一週

間続いた。

4月19日，夜の定期連絡で氷上キャンプから，

今日一日で41km進み N87050'， W57
0
43'にキ

ャンプしているとの連絡中，南の方で氷が割れる

音がし，天幕が地震の様に振動しだしたという。

すぐ調べると，南の氷上にリードができたり，氷

丘がで、きつつあるとの報告を受ける。

4月20日，補給機で飛ぶ。天気は快晴であった

がi N 85052'位から大きなリードが出だし，北上

するにつれて割れ目が多くなった。あっちこっち

の割れ目から水蒸気が出て頭上は雲に覆われN86
0

46'まで続いており，巾 100回程の割れ目となり，

北北西から南南東にかけて走っていた。昨夜植村

さんが無線でオーロラキャンプを呼びだし， この

氷盤の破壊の真ん中にいて危険の状態にさらされ

ていることを報告していたが，我々の場合，植村

さんより東にいたため，丁度この時破壊のおきた

氷原の北に抜けていた。

4月23日， また大きなりードにぶつかる。 リー

ドから水蒸気が吹き出し，気混も一10
0Cと高くな

り，この日 N88035'， W 61
0
30'の氷丘にキャン

プした。あと極点まで140Km程である。曇り空と磁

気嵐の中を進む。 BCはこの間，極点隊からの極

点到着の知らせが無線に入ってくるのを待ってい

るが，磁気嵐のため連絡がとれない。 27日，やっ

と入ってきた連絡によると，極点まで8kmの手前

で大きなりードにぶつかり動けなくなったという。

4月28日， リードに沿って進み狭い所を見つ

け渡る。高IJ隊長多和田の日記では「狭いリードを

見つけ渡った所で食事をする。そのたった小 1時

間のうちに，まわりの氷が気味悪く音をたてて割

れたり，水面ができたり，氷丘ができたりしてい

る。氷は瞬時も勤きをやめないでいる。危険なた

め，その場所を早々に退散するが現在地がわから

なくなったため，多年氷の平らな雪原に天幕を張

り，天測を行なう。結果，午前 3時30分， N 89
0 

59'， W 125
0
と出た。天測誤差を考えても極点で

ある。すぐBCに連絡を入れる。このあと 2Km四

方を犬援で走りまわった。うれしかった。 JBC

では，またもや磁気嵐のため連絡が十分とれない

中で，朝方かすかに多和田の声が入ってくる。極

点に立ったという。うれしかった。長い間ノドの

奥につかえていたものを飲み下したように，なに

かほっとしたものを感じた。このあと氷上が悪く

なり，飛行機が極点隊をピックアップしたあと，

5月 1日， B Cを撤収し， リゾリュートに引き上

ぱ我々の旅行は終わった。

今回は，まがりなりにも成功した北極点の記録

に隠されている杭第 2の目的であったエノレズメ

アー島内陸部での登山と旅行は，遠征の初期でお

こした犬の死亡事故と，極点への到達が遅れたこ

と， このため思わぬ予算の不足がおきたため中止

とした。しかし，遠征後半それでも内陸に入る夢

を捨てきれず， マァカム ・インレ γ トの最奥部に

食糧のデポを建設したりした。今後，また極地の

山々に出かけるチャンスがあれば，こうした残さ

れた未知の山岳登山と内陸氷床の旅行をしたいと

思う。

最後に，今度の遠征に際し，物心両面で御援助

をして下さった諸先輩と様々な一般の方今に心か

らお礼申し上げます。

。。
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10月15日，主稜線上に建つC5 ( 6.920m )上

空を鳥が越えた。「ギャ γ ・ギャッ・ギャッ」と

いう異様な声が聞こえ，チューリン氷河の方から

まるで蚊柱の様な球状の群れがゆっくりと回りな

がら上昇し，鳴き声はますます騒々しくなった。

完全に南稜の真上に達し，西南の強風にぶつかっ

たと思われた時一羽が甲高く長い声を発した。一

瞬鳴き声が静まり群れの隊形が崩れた。模の形へ

と変化しつつ，尚も西へと高度を上げて行く。強

風のため隊列はゆれ動く。 V字形が蛇踊りの様に

のたうつ。少しずつではあるが確実に進んで行く。

間もなく 200程の点々は蒼い空と白い山々の背景

に融け込んでしまったO

私はヒマルチュリ南稜岩墜を見上げながらこの

光景に見入っていた。渡り鳥がヒマラヤを越えた

モンスーン明けの晴天もそろそろ終りだろうか。

登挙期間のタイムリミットが迫っている。しかし

我々はいまだ標高 7.000m，目前には岩壁が釜え

立ち頂上まではまだ遠い。 BCを建設してから

45日が過ぎてしまった。大きな山，起伏の激しい

きついルートだ。

1958年以来，日大山岳部にとっての「因縁の山」

は，突然、といった感じで我々の前に姿を現わした。

本

北極遠征終了後， ヒマラヤ未経験の若手会員を

中心に進めていた計画は本来，未解禁蜂ドルジェ

・ラクパを目標とするものだった。幾つかの方向

から打診を続けたが良い返事の無いまま時聞が過

ぎ， '80年秋，直接交渉を計るため渡辺をネパ一ぺ

に派遣した。しかし現状では見込みは薄いとの相

変わらずの答えしか得られなかった。(ドルジェ

・ラグパは翌年解禁となり法政大学二部山岳部と

ネパーノレの合同隊が初登頂に成功した。)

転進もやむをえないとの考えに傾きつつあった

時， '81年秋のヒマルチュリを仮取得したとの連絡

が飛び込んできた。この報は，今回のメンバーの

対象としては全く予想もしていなかった山であり，

鹿をつかれた思いであったo 7.900m峰に対する

我々の力量.経験，準備期間(出発迄 9ヵ月)， 

全てに渡り問題点が多すぎる。考えこんでしまう。

けれども結論が出るのは早かった。 一 実行す

る一四半世紀前，金坂，石坂，松田氏をはじめ

とした諸先輩達が目標としていた山に，今我々が

挑むととができる。こんな機会は逃すべきではな

いだろう。ヒマノレチュリはもっと前に日大で確実

に手をつけておく山だったのだ。地図をじっくり

と見つめ続ける。資料を再読する。過去 2度の登

頂いずれにも使われた西尾根は除外。 ドノレジェ・
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1.海外活動ーヒマルチュリ 1981

の形にも似たヒマルチュリ西面。頂上との高度差

4，000mはもう少し縮めておきたかったが先の様

子も不明であり，医者のいない隊の不調者休養の

場としての意味合いも考えると妥当な地と判断す

る。 10張の天幕設置，炊事場，倉庫の建設。 9月

1日，登山成功と安全を祈る式。隅々まで旗を巡

らし，緑の中に色彩豊かな BCが完成した。

9月7日， C 1 ( 5，020 m )入り。 9名のメン

ミーを 3隊に分けて行動している。A (松野，今

野，大谷)B (渡辺，岡田，木津)C (橋本，村

口，向笠)主としてA隊がルート工作。C1地点

までくると初めて南西稜~南稜ルートが一望でき

る。下部はむきだしになった岩稜。中部以上がその

の稜線にわずかに雪が乗っかっている状態である。

鋸刃のピークが連なり恐竜の背を連想させる。聞

にプモリに似た一際目立つピラミッド(後にモロ

ゾフピークと名付けるにこの突破が問題になり

そうだ。南西稜側面は急傾斜のため雪はつかず，

岩が大部分露出している。ことから見る限りにお

いては雪崩さえ出なければヒマノレチュリ西壁を直

登した方が登りやすいと思われる。

ラクパ計画でも基本となったのは未知の山，ルー

トということ。ヒマルチュリにも当然、それは求め

なければならない。東尾根は上記理由にひっかか

る以前にあまりに長大であるためにはずした。東

西南北，様々な角度から検討する。この山の最も

魅力的な部分というのは明解である。山名ヒマル

チュリの意味(錐，ナイフの峰，雪峯)をそのま

ま表わしている鋭いリッ ジ，岩壁の南稜。 どうせ

やるならばここだ。そして南稜へかけて上がる最

短ルート， ドノレデ ィ・コーラからの急峻な尾根，

南西稜。勝算は……。不明な点も多いが，'58・'59

年当時と比べると心理的な重圧は話にならないく

らい軽いものだろう。ルー トは決定した。

「南西稜から南稜岩壁を経て頂上に達する。」

8月31日，キャラパン終了。宮原先輩より車で

送っていただいたデュムレよりドルディ・コーラ

11日の行程。標高 3，870m，モレーン帯末端の草

地をBCとする。左右は氷河から流れ出た川に挟

まれ，対岸の白い山並を眺めていると夏山合宿の

立山東面を思い出させる。両翼を拡げた大鷲場，

登掌ノレート

一¥/ダ/
¥十

ヒマルチュリ南西積叫
一
戸
川
r

t 
ぷ主

"" 1it込
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ムヒマルチュリ西面全景(右端のリッジが南西稜)

9月12日， C 2 ( 5，600 m )建設。南西稜上の

岩峰のつけ根。バウダが姿を現わす。 1，OOOmの

高度差。パットレスが迫力あり。 A隊が快調にル

ートを開いていく。松野はチ ョモランマ，ガウリ

サンカーノレと 2シーズン続いての経験をもとに，

今回はものにしようと張り切っており，今野も北

極，プリグパントでの不本意な行動の汚名挽回を

はかろうとしている。大谷は現役の 3年生，恐い

もの知らずであり，全てが新鮮に感じている時だ。

松野がうまくりードし，各々の力を十二分に発揮

させている。

C 2からは鋭い岩稜が続く。 ドルディ左俣側を

トラパースするノレートを採る。 3つ自のノレンゼを

直登し稜線上に出，小ピークから一度下るルート

となる。(観光省も把握していなかったが，前年

アメリカのパーティがこのノレートに入ったらしい。

C 1地点に大規模なキャンプの跡があり， C 2か

らの岩稜に数カ所固定ロープが残されていた。結

局この小ピークで撤退し，再度西壁に転進したが

壁に達しないまま終了したという。)小ピーク(ト

リプノレピークと呼ぶ)を越え，同じような規模のー

岩峰(洞穴ピーク)をドルディ右俣から巻きモロ

ゾフの下部へ達する。結局ここ迄でC2からの高

度はほとんど元に戻ってしまった。見上げるとア

イガー北壁と同じ形となったモロゾフピークは正

面から取り付きょうがない。 ドルディ左俣に 1ピ

ッチ下降 し左のクーロワールから攻めるとととす

る。 2ピッチの垂直の岩壁帯を乗り越えてクーロ

ワールにもぐり込む。 300m登りモロゾフの肩に

達する'" 9月22日，雪稜，雪壁を突破しモロゾフ

の頂を越える。

このピークを過ぎることにより南西稜の核心部

はほぼ終るだろうという我々の判断は甘かった。

今までのルート など単なる前座でしかなかった。

稜線は鋭いナイフリッジとなり，完全に雪が尖っ

ている。慎重に足， ピッケルで雪を落とすが片足

の幅しか拡がらない。両側は一気に 2，OOOm切れ

落ち極度に緊張する。以後大幅に時間がかかると

思われ，予想外ではあるがモロゾフの頂上下方を

無理に切り開きC 3 ( 5， 970m )を建設する。

-21-
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C 3上部は変化の多すぎるルートだ、った。モロ

ゾフピークから高度の上がらないナイフリッジが

続く。足幅だけの平均台を歩くようなもので非常

に気を使う。 3ピッチ程後急な登りとなり，岩混

りとなった直後，急に切れ落ちた場所となる。底

に降り，また急な雪稜を登る。再び登降を繰り返

すナイフリッジに変わるo まだ続く急な登りの雪

稜。そして突然ナイフリッジは消えた。垂直に稜

線が切れ，対岸は100m以上の高さを持つ蒼氷混

りの雪壁となっている。その先は広い尾根が南稜

へと続く。ここへ来てやっとこの尾根の正体がつ

かめた。南西稜とは南稜に柄を突きさした刃こぼ

れのひどいナイフの形そのものであった。何とか

刃の部分が終ろうとしているが，高度は稼げない。

切戸の底に下り崩れそうな岩石の積み重なりの

稜線をだましながら進む。毎年どんどん崩壊が進

んでいるような場所だ。10月1日，雪壁突破，広

い尾根上のクレパス内にキャンプ適地を探し出す。

10月2日， C 4 ( 6，500 m )建設。 C3， C 4 

聞は21ピッチ，距離 1，050m。神経をすり減らす

が，これほど痛快なルートは珍しい。上からの圧

迫感といったものはなく，完全に空中に止まって

いるような登り方ができる。シェルパ達は常にル

ート工作後の荷上げをやってもらったがC2から

C 4にかけての行動で消耗してしまい名を除

きほとんどがC4迄到達できなかった。

10月10日，渡辺，向笠にて南稜上 C 5建設。

C 4上部はゆるい馬の背となり，い くつかのクレ

パス，氷壁を含んで南稜へと合流しており，西か

らの強風が直接当たる。 9月30日から晴天が続い

ている。モンスーンも明けたようだ。渡辺はまだ

高度の影響は出ていないらしいが向笠が少し不調

とのこと。しかし， B Cに入った時は完全に体を

こわしていたにしてはよく頑張っている。これで

やっとチベット方面を望むことができた。 59年の

隊が苦労した東尾根も手に取れるようだ。

10月11日，松野，大谷がC 5入り。すぐ南稜上

のルート工作。高度はさほど上がらない。東に張

り出している大雪庇の裾を進む。 C4から上部へ

の荷上げはシェルパを頼りにできなくなっている。

隊員の負担が大きくなっているO 岡田，村口，木

ムナイフリッジが延々と続〈 後方は C3 

津と何度もあの気を使うノレートを往復している。

頭が下がる。村口はキャラパン中から体をこわし

ていて、今回は完全に駄目だと誰もが思っていた

が10月に入ってからの行動は目を見張る。6000m

ラインをなかなか越えられなかった木津は精神的

に少しまいっている。唯一の妻子持ち岡田は自分

の任務，状況をいつも適確に判断する。若い隊員

・シェノレパ達の相談相手となっている。

南稜上へは全てのメ‘ノパーが到達した。しかし疲

労が激しい。そしてこの時期，鳥が飛んだ。

10月16日，南稜岩壁基部，雪稜上を切り崩し

C 6 ( 7，260m )建設。風強し。 17日，再度鳥が

越えるが声が関こえたのみ。

10月18日，松野，大谷C6入り。翌日岩壁ヘル

ート工作。正面直登を避け右手ルンゼより岩稜と

雪壁を越えるハングした岩の手前で行動終了。 7

ピッチ。 10月21日，大谷が痛みを訴え C4に下山。

代って橋本，シェルパのダワ C6入り。

10月22日，橋本，ダワにて 2度目の岩壁ノレート工

作。 2ピソチ半延ばすが正面は完全な行き止まり

となる。 10月23日，ダワが疲労にてC4下山。渡

ワ臼ワ臼



1.海外活動ーヒマルチュリ 1981

辺，松野C6入り。

10月24日 3度目のルート工作。右手のチムニ

ーから雪壁に逃げる。風が強く，気温が日一日と

下がり蒼氷が多くなる。ルンゼに入り上部でつな

がる雪壁にもぐりこみたい。ルンゼ内にて行動を

終える。 7，600m。あと 3ピッチ弱でプラトーへ

故けられる。天候が悪化してきている。食糧も食

い延ばし態勢に入っていた。行動継続が問題とな

る。皆疲れが顔に，声に表われている。 C6の隊

員はC4に下りる。

10月26日， C 5は昨夜からの降雪で完全に埋ま

った。各キャンプ間で今後の方針を討議し，再度

のアタックに全力を尽くすこととする。基本案と

して橋本，松野，ダワ 3名にて上部プラトー迄 1

日ルート工作を行ない， C 7を建設。翌日アタッ

クという計画が作成された。メ‘ノパー配置を確認

する。現在C5の橋本はC6入札同じく今野は

C6迄の荷上げサポート， C 4の松野，ダワはC

5入り。渡辺，向笠はC4に停まりアタック時の

サポートを行う。代案はない。最後の行動だ。

10月27日，松野，ダワがC5へ上がって来た。

入れ替り，橋本，今野がC6へ向う。風が強い。

主稜線上のフィッグスロープは大きく空中に弓な

りに舞い，雪庇の端を越えている。風の息つぎが

ない。吹きっぱなしだ。今野が出発の時から苦 し

そうだL彼は10月17日に高度障害を自覚し， C 2 

へ下りている。しかし，気力をふりしぼって再度

戻って来た。行動できるメンパーが少なくなった

現在，貴重な戦力だ。体がふられている。足，腰

がしっかりしていない様子だ。氷片が風に飛ばさ

れ顔にあたる。C6の天幕が見えてきた。あと80

mか。飛ばされず立っている。後をふり向いた。

今野がいない。動いているものがない。ロープを

追って行く。 200m 程先に岩が引っかかっている。

いや今野がうつぶせに倒れている。戻る。意識は

しっかりしているようだ。 トランシーパ一連絡後

2人で下る。途中松野が迎えに来た。 C5へ戻り，

夜，明日からの撤収を各キャンプに指示した。

メンバー〔隊長〕橋本健(32才)， (隊員〕岡田貞夫(32才)，齢別羽リ(28才)，松野豊(25才)，村口

徳行(25才)，木津直人(24才)，今野善郎(25才)，向笠茂雄(22才)，大谷直弘(21才)

議子

t 

ム頂上へ続〈最後の岩壁 C 6へルート工作に向かう隊員

内
〈
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昭和44年度活動報告

CL 平野隆司

44年度は前年よりの紛争が 6月まで続き，その

後の紛争のしわ寄せのため，夏休みなどの長期休

暇がほとんどとれないという背景のもとに，何と

か活動を続けた年であった。

年度交替を終えた当初では，御多聞にもれず大

きな計画や種々の予定を組んでみたのであったが，

休日返上の詰め込み授業が続く現状にあっては全

員揃つての合宿も思うように計画できない状況で

あった。夏山後までもこのような状況のもとに個

人山行的な登山を続けざるを得なかった。 10月に

入っても予定が立たぬ状況に変化はなかった。

10月も中旬になり，やっと各学部の日程も決定

した。それによると春休みはほとんど無いところ

が多く，全員での春山合宿は不可能なととが分かつ

た。こうしたことにより冬山は全員が十分に動く

ことができる場所乞それも 2週間という短い日

数の制限を受けて可能な山を選定することになっ

た。結局我々の良く知る穂高乞交通の便の良い

飛車軍側から登撃することになった。幸い好天が続

き，各ルー トより目的の頂に立つことができた。

冬山が一段落し，春山の具体的計画のないまま

に月日がたっていった。部の中では、こうした無

気力な雰囲気を続けるよりも新しし年代にパトン

を渡し，新しいリーダー会のもとに出発した方が

良いという結論カミ我々とコーチ会との聞で話し

合われ月いっぱいで我々より新しいリーダー

会に移されたのであった。

この 1年間，今まで経験Lなかった紛争という

大きな支障もあったが，それ以上に目先のことば

かりにとらわれて本質をつかんだリーダーシップ

を取ることができず，我々の力量の無さが思われ

る。意気消沈していた部の仲間も，今は収宇奈月

より西穂の縦走"という大きな目標に向かつて一

丸となって活動している。我々の成し得なかった

ことが何か一つでもできれば， と思っている。

長い間，離れをお借りしま した山口監督，並び

に諸先輩の方々にお礼申しあげます。
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II.活動報告(昭和44年度)

戸し]
ニ=口一一 録

*雲取山集中山行

期日 4 月 5 日~， 6 日

メンバ- L平野，樋山，原田，半谷，川上，

中塚，薬臨高沢，田名網，岡田，

宇佐見

日頃なじみの薄い山域にも目を向け，全員が集

中して概念をつかもうということで計画された。

大ダワ林道，大雲取谷，荒沢谷，火打石谷の 4ル

ートから 1ヒeパークで頂上へ向かったが，谷は予

想以上に大きく，得たものは少なくなかった。

=五月山行

1. 明神岳東稜~西穂高縦走

期日 5 月 2 日 ~4 日

メンバー L原田，高沢

ラクダのコルまでが東稜で最も美しい雪稜の部

分である。パットレスは雪の状態が悪く慎重に越

える。前穂の雪洞から悪いジャンダルムを越え，

西穂を踏んで岳沢，上高地まで 1日で強行。 7時

であった。

2. 赤岩尾根より鹿島槍，爺ヶ岳登頂

期日 4 月 28 日 ~5 月 2 日

メンバー L中山，宇佐見，岡田

;令池の快適な雪洞からピークを踏む。 5月とは

思えない強風である。黒部をへだてた剣や内蔵助

が美しい。下山は快晴となり小屋の屋根でゆっく

り昼寝をしてから下る。これからの山行について

話題が尽きない。

3. 立山東面，丸山尾根登挙

期日 4 月 29 日 ~5 月 4 日

メンパ- L平野，薬師

45kgの荷を背負って黒部ダムより歩き出す。大

タテガビンを偵察し 1日停滞をくらってから内

蔵助平の雪洞をベースに三本歯の下から丸山尾根

を登挙，本谷を下降。その後スキーにてハシゴ谷

乗越，剣沢をたどり弥陀ヶ原を滑降する。 5月の

立山東面はすばらしいナイフリッジを提供してく

れた。我々の勝手知ったる東面に，これからもっ

と目を向けていきたい。

=谷川岳強化合宿 世崎

概要谷川岳ーノ倉沢定着

期日 5 月 25 日 ~28 日

メンバー L平野，樋山，半谷，中山，川上，

女

岡田，山本，薬師，田名網，高沢，

宇佐見，玉置，宗方，阪田，佐久間，

山口監督， 0 B池田，中村，古畑

5月25日雨土合→ーノ倉沢BC，雪渓訓練

初めての 1年生を混え，芝倉沢で雪草案訓練。山

口先生がいつもの調子で大声をはり上げているの

で，まるで天幕内は部屋と同様だ。古風な服装と

歯ぎしりに 1年生はびっくり。

5月26日曇分散登掌

①芝倉沢 ②マチガ沢二ノ沢 ③マチガ沢本谷

④マチガ沢本谷 雪渓技術習得のために各パーテ

ィー雪のルートをとる。稜線は風強く霧雨で，皆

濡れながら芝倉沢を下りる。

5月27日曇分散登挙

①ーノ倉沢南稜 ②マチガ沢東南稜 ③マチガ

沢本谷 南稜は最終ピァチの垂壁が高度感もあっ

てクライマックスにふさわしい。東南稜は取付き

のルンゼが悪いが快適に稜線へ。 2年生は雪上で

は成果を発揮していたが，岩のパーティーは，久

しぶりの登撃で少し不安定であった。いきなり谷

川岳での岩登りも，少し考えなければならない。

お山に対しての謙虚さも不足している。

5月28日雨 雪渓訓練，土合下山

小雨の中，雪渓訓練，特にザイルワークを中心

に行なう。上級生は目ざましい進歩が見られる。

OBの方々と共に各ルートを一緒に登ったが，

我々には小さな技術はあるが，山という大きなも

のに対する登り方はまだまだ勉強不足だと感じた。

都会での教料書的な知識だけでなく，山に入り，

山に慣れ，体で覚える必要がある。(平野・記)
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II.活動報告 (昭和44年度)

1.穂高岳横尾定着

期日 6 月 19 日 ~25 日

メンバ- L樋山，中山，宇佐見，岡田，宗方

6月19日 曇島々→岩魚留

6月20日 靖 CS →横尾BC

1年生も調子よく徳本を越えた。メンバーが少

なくて淋しいが 2年生は去年の新兵時代を思い

出し，なつかしくてたまらないらしい。

6月21日 曇分散登翠

①ーノ俣谷~常念岳②北穂東稜 天気もまず

まずで，きれいなーノ俣谷をとばしていく。水量

が少ないのかほとんど問題なく常念を踏んだ。た

った l人の 1年生だが，天幕内ではいろいろな話

題を提供して皆大笑いである。多少ずうずうしい

が，たのもしい 1年生である。

6月22日 雨停滞

6月23日 雨~曇 BC~ 白出のコノレ

雨がやんでから全員で白出のコルまで行き，途

中ザイテンのレリーフをきれいにする。

6月24日 快晴分散登挙

①天狗コル~槍②キレッ卜~北穂雲ひとつ

なく，南岳のカールは静かでトすばらしい所だ。 1

年生は初めての3000mの頂上に立ち，ごきげんで

ある。夜はお茶とチョコレートでコンパ。

6月25日 晴~雨上高地下山

Iパーティーは北尾根から西穂へ向う予定だっ

たが， メ、ノパー不調で五・六のコルから引ぎ返す。

暗くなって上高地に着き，合宿を終了する。

2.飯豊連峰縦走

期日 6 月 19 日 ~22 日

メンパー L半谷，田名網，玉置

長者原より カイラギ雪渓を経て三国岳へ。カ

イラギ雪渓は長く，その下部は氷河を歩いている

ようだ。

3. 朝日連峰

期日 6 月 13 日~ 15日

メンパー L原田， 中塚

学内紛争のため部員の足並みがそろわず，また

大学山岳部のあり方が論じられている近年，今年

は合宿と個人山行の区別なく，意欲的な気持ちで

山へ向かおうとのことで 3パーティーに分かれ

て入山した。横尾パーティーは好天に恵まれなか

ったが予定 した計画を消化し，また東北の 2パー

ティーは天気に恵ま九残雪期の東北の山の良さ

を十二分に味わった。 1年生にはきっと忘れられ

ない山旅となったことだろう。(半谷・記)

*岩登り訓練

期日 7 月 5 日 ~6 日

場所足尾山塊松木沢

メンバ- L平野，樋山，原田，中山，半谷，

川上，中塚，薬師，宇佐見，高沢，

岡田，田名網，永田， 安川，玉置，

宗方， OB関

=夏山合宿 宮崎

一一我々の夏山について一一

我々は夏に，何段あれ程長期間 R お山"に入るて

のだろうか。こんな事は一見わかり切っている様

であるけれど，反対に良く理解されずに，ただ惰

性的に定着生活へ，また縦走へと出かける事が多

い様に思う。自然の呼ぶ声に向かつて無心に山を

歩く事は，一番に大切な事であろうが，我々の大

きな目的である厳冬の山を考えた時，非力な我々

がただそれだけで，果たして厳しい冬山に入れる

だろうか。

また夏に於いても，豊富な雪を抱いている北ア

ノレプスを自 由に歩くには，高度な雪渓技術が必要

となろう。この様な事から我々にとって積極的

な諸登山技術の訓練は絶対に必要な事であると思

う。仲間がその目的に向かつて一心に励む長期間

の定着合宿からは， メンバーシップ， リーダーシ

ァプの把握，仲間をより理解する事， また共に生

活する満足感が得られると思う。

この様な全員での生活の後に，各人が自分の求

めている山に向かつて思いきって広く自由に歩き

まわり，その中から定着生活とはまた違ったもの

巧
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II.活動報告(昭和44年度)

を感じ取る事も，山登りを広い意味で解する我々

には欠かせない事である。

これらの目的を十分に考えて，各人， 年聞を通

じて最も良い時期を過ごしてもらいたい。また一

部のメンバーは授業の都合で日数がとれなかった

が，その分を充実した行動と，限り無き ファイト

で補う様努力する事を期待する次第である。

概要立山東面内蔵助谷左俣定着

期日 8 月 2 日~ 12日

(平野 ・記)

メンバー L平野，樋山，原田，中山，半谷，

川上，山本，中塚，玉置，安川，

宗方，永田. OB関，加藤

8月2日 曇 立山駅→大日平

トラ ックで第2発電所まで入札称名の登りに

かかる。にわか雨で涼しい。 1年生4名共まずは

上々の行動であった。大白平の夕焼けが美しく，

全員でスイカを食べる時聞が楽しい。

8月5日 曇 CS →室堂乗越

1日中スッキリしない天気。大日の稜線も人が

多くなり，だんだん俗化されてきた感じがする。

1年生も設営の要領がわかってきて20分で完全に

張れる。

8月4日 曇 CS→内蔵助 BC

降りそうで降らない天気が続く。 1年生は空身

でいきなり本谷を下降させたが，割合うまく下り

る。 BCには珍しく他の登山者がいたが，やはり

我々のBCである。台風の接近が気になる。

8月5日 雨停滞

強い雨が降るが，外の様子にはおかまいなく一

日中歌を歌ってすごす。

8月6日 雨雪 渓訓 練

降ったりやんだ、りの天気だが訓練を行なう。雨

のせいかどうも下級生に元気がない。本谷の雪も

硬く年生にはグリセードをさせられない。

8月7日 雨停滞

8月8日 雨~曇分散行動

激しい雨で沢はゴウゴウと音をたてる。午後の

晴れ間に足慣らしとして山荘と内蔵助平を往復す

る。沢は荒れ，雪渓の変化も著しい。テんざりす

る天気で，入山以来太陽を見ていない。食当だけ

が苦労している。

8月 9日 雨停滞

8月10日 雨停滞

8月11日 雨停滞

1日で 300ミリ以上を記録する。 天幕地を水が

流机風雨で苦誤天が倒さ九本谷雪渓はズタズ

タである。 下級生は皆元気で，何とか彼らと共に

山登りを したいのだが，毎日激し く降る雨に何の

手も打てなかった。

8月12日 雨三本歯往復後，下山，出発

何とか 1年生に東面の岩を見せたく，三本歯ま

で強行するが，濃いガスと落石，雪渓の予期せぬ

変化のためトラパースをあきらめ. B Cを撤収す

る。平野隊は黒部ダムへ向かったが，道は完全に

削り取られ懸垂の連続となる。北海道隊は山荘泊

まり。

8月13日 曇

平野隊BCに引き返し縦走コースを変更するよ

う伝える。山荘で縦走隊と別れ千寿ヶ原へ下山す

るが，橋や発電所，旅館などが流出し，そのひど

さに驚く。電車の釆ない線路をとぼとぼ歩いてい

った。

く後半分散合宿>

1.立山~笠ヶ岳縦走

期日 8 月 13 日 ~18 日

メンバ- L樋山，中塚，玉置，永田，安川

異例の悪天に終わった定着合宿より，全員縦走

に期待を抱いて出発。豪雨のため雲ノ平~笠ヶ岳

の計画を変更し，立山から笠へ向かう。連日好天

に恵まれ，悪天の後であるせいかほとんど人に会

わず，北アにしては近年に珍しい山旅ができたが，

それも三俣蓮華で夢破れた。しか し笠ヶ岳の稜線

は静かで、，我々に最後の日を楽しませてくれた。

2.日高，ポロシリ岳~コイカクシュ札内岳縦走

期日 8 月 17 日~23 日

メンパー L原田，山本，宗方

トッタベツ)119ノ沢より七ッ沼へ。新冠川二俣

を経由して再び稜線へ。岩魚を釣り， フキを食べ，
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花の咲き乱れるカールから大パノラマの稜線，夜

は星空に見守られ，何もかも最高である。雄大な

カムエク， ピラミッドを越え 8ノ沢カールに張

って昼寝をしていると，二頭の熊が現われて我々

を緊張させた。コイカクに立った時は全員感激で

あった。足を痛めた山本，一言多かった宗方，ノ

ンポリの原田，全員良くやった。

"朝起きると カ‘ス。日高の稜線を見ずに下山で

ある。出合からはトラックが何台も通っていると

思ったのが大まちがい。全然来ない。そのうち来

るだろうと思って50分ピッチで歩くが，まだ来な

い。そのうち，そのうちが中札内。もうイヤダ。

足がジンジンしてくる。中札内まであと 4kmの所

でカラの大型パスを止める。しかしたったの 5分

で中札内。パカみたい/ しかし終った。もう歩

かなくて良いのだ。" (天幕記録より 原田・記)

3.中央高地 ，ニペソツ山~トムラウシ山

期日 8 月 28 日~9 月 3 日

メンバー L樋山岡田，高沢，字佐見

ホロカ川六ノ沢よりニペソツ山，天狗岳を越え，

ヌプントムラウシ)11を下降。水量も多く所々高巻

きも強いられる杭釣糸を垂れるとたちまち食い

つき 30分で50匹という大漁である。ヌプントム

ラウシ温泉より沼ノ原山を経て再び稜線へ。ガス

の中， トムラウシを越えて白金温泉へ下山。沢を

登り，J頁に立ち，また沢を下るという山登りはす

ばらしい。実際，中央高地から沢をなくせば，何

ら興味の起こらない山にな ってしまうだろう。

4.南ア，北岳~荒川三山縦走

期日 9 月 1 日 ~5 日

メンバ- L田名綱，薬師

例年なら合宿に入っている頃授業を受け，東京

を出たのは 8月も終りの頃だった。久しぶりに山

の空気を吸い，北岳での岩登りを楽しみ，その後

皆と別れて荒川三山まで縦走した。雨にたたられ

たが精一杯山を吸収し，最後は高山裏から転付峠

を越えて新倉まで15時間行動。さすがに疲れた。

II.活動報告(昭和44年度)

今年度も定着合宿の必要性が話し合われ，立山東

面にて合宿を持った治主予期せぬ豪雨のため連日

停滞が続き十分な成果が得られなかった。後半は

4パーティ ーに分かれて広く歩き，好天にも恵まれ

目的は各ノミーティーとも果せた。(平野 ・記)

=秋山山行 * 
一 秋山の目的 ー

今年度の秋山は 2度に渡り，穂高周辺の徹底的

な冬山偵察を中心に行なう予定である。上級部員

は冬山時の北穂アタックを目ざすべく意欲的な偵

察を行なって欲 しい。また 1年生は無雪期におけ

る諸技術の完成，体力養成を目的の第一に置いて

欲しい。その他，秋の穂高の持つ魅力より"お山"

の深みなども忘れずに感 じとって来て欲しいと思

フ。

秋山は雪山への第一歩，全員が意欲を持って来

たるべき冬山へ備えようではないか。

(平野。記)

1.穂高岳偵察

期日 10 月 17 日~ 21日

メンバ- L原凪半谷，宇佐見岡田

潤沢にBCを置き稜戦を偵察後，潤沢岳西稜，

西穂西稜に分かれて新穂高下山。

2.穂高岳偵察

期日 10 月 29 日 ~ll 月 2 日

メンバ- L樋山，川上，山本，高沢，宗方

白出沢BCより潤沢岳西稜，及び奥穂，西穂西

面をトレース。

3.南ア，甲斐駒~白峰三山縦走

期日 10 月 29 日~ll 月 2 日

メンパ- L中山，田名網，玉置，安川

黒戸尾板より 仙丈岳，両俣を経て白峰三山へ縦

走する。
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II.活動報告(昭和44年度)

=富士山合宿 * 
11月24日 晴 BC →富士吉田下山

ケノレンを参拝し，全員元気に浅間神社へと下る。

期日 11 月初日~ 24 日 無事本合宿を終わらせた事は喜びである。

メンバ- L平野，樋山，原田，半谷，川上，

中山， 宇佐見，高沢，岡田，回名純

山本，薬師，中塚，玉置，宗方，安

)1¥ 

=冬山合宿 * 

初冬とはいえ，本邦第 1の高さを有する富士山

は何度登っても厳しく，油断のならない収お山"

であります。冬山山行の目的も定められた現在，

この良きトレーニング場において，全員メンバー

シップを発揮 して，厳しい冬山で全力を出 し切れ

る様精一杯訓練に励もうではないか。

(平野・記)

11月20日 曇富士吉田→5合目

例年通り富士吉田より歩き始める。少々暑いの

で皆パテ気味。 1年生はさすがにこたえたようで

ある。

11月21日 晴 CS →7合目 BC

7合目にBC建設後，本隊は 8合付近にてアイ

ゼンワーク。風強いも全員良く訓練に励む。 2名

のサポートと共に 4名は頂上露営に向かう。キス

リングでの3700mの登高は非常にこたえ，設営後

は高度の影響を受け，頭痛激しく吐き気さえした。

しかしヒマラヤへの第一歩であり全員に気合いが

入る。

11月22日 晴~雪氷雪訓練

登頂の予定で出発するも，土佐沖に低気圧発生

を予知し 8合にて訓練変更する。頂上隊は今日

の天気を利して無事帰幕。午後より雪。第 2次頂

上隊は中止する。

11月23日 快晴登頂

昨夜低気圧通過で荒れたが，朝より快晴となり

15名で主主頂。お針の中でザイルワーク訓練後夏道

を下降。本 8合トラパースにフィックスしたのみ

で快調に下る。皆の技術は良くなった。 1年生は

今回にて充分な基礎技術は習得できたと確信する。

なお 1年生 1名の登頂がならず，残念でドあると共

に，メンバーを充分把握できなかった事を反省す

る次第である。
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一北アルプス穂高連峰-

1.5田沢岳西稜隊

潤沢岳西稜より北穂奥穂前穂登頂

12 月 23 日~1 月 1 日

L平野，樋山，半谷，中山，岡田，高沢，宇佐

見，中塚，田名網，宗方，玉置，安川

2. 西穂縦走隊

西穂西尾根より潤沢岳への縦走

12 月 23 日 ~-1 月 1 日

L原田，川上，山本，薬師

く目的と意義>

1969年度冬山山行は，穂高岳を 2隊に分けてト

レースする事に決定しました。 1隊は潤沢岳西稜

上にBCを置き北穂，奥穂を登るもの隊は西

穂の西尾根より潤沢岳までの縦走をするものであ

ります。

潤沢岳隊は下級部員のレベルアップを目標に全

員奥穂登頂を目指したいと思います。中堅部員に

は主稜線を確実にこなす事，冬期におけるリーダ

ーシップの養成を目指します。

縦走隊は 4名がそれぞれメンバ シップを発揮

して縦走を成功させる事を第 Iに，また西穂稜線

などの厳しい訓練場において思いきり力をぶつけ

て種荷のトレーニングに励みたいと思います。

上記の目的を中心に書きましたが，そのために

は計闘を充分把握する事が大事であります。各メ

ンバーの力が 1つに集結した時に計画は成功する

のです。個々の意欲的な参加により，充実した冬

山となる様，望みます。 (平野 ・記)



1.田沢岳西稜隊行動

II.活動報告(昭和44年度)

12月23日 晴新穂高→白出小屋

天気が良く，穂高の峰々が実に美しい。両隊共

に入山する。立教大の事故があったばかりだが，

何もなかったような山の姿である。

12月24日 雪 CS~西稜取付点

縦走隊 4名は元気に出発し，我々は西稜取付き

尾根上に仮キャンプを建設する。

12 月 25 日快晴 CS~J'P先

荷上げ及びルート工作を行なう。フィックス

110 m。稜はさほど悪くないが気は抜けない。昨

日より 2名がカゼで高熱を出す。計画を縮少せね

ばなるまい。

12 月 26日雪 CS~J'P 先

高熱のメ・ノパーが多数出たため動けず，吹雪の

中数名で昨日のデポから食糧を取ってくる。途中，

44年度冬山合宿穂高連峰

尾根上に雪崩が起きる。カゼのためとはいえ皆の

意気の無さが情けなくなる。縦走隊は間ノ岳で風雪

にたたかれているとのこと。

12月27日晴~雪 CS →BC 

高熱の l名を新穂高へ下山させ，好天を利して

西稜上に BCを建設する。更にその先 100mにフ

ィックス。滝谷側， 白出側もスッパリ切れた BC

はさすがに風が強い。

12月28日風雪停滞

やっとメンバーも体調を取り戻す。外は吹雪だ

がスゴロクをして遊三;口

12月29日 風雪 BC~ 蒲田富士手前

アタァクに出るも意外に晴れず，蒲田富士手前

のナイフリッジで引き返す。交信では縦走隊も順

調とのこと。

また他パーティーも天幕を張って，ここはにぎ

やかである。

噌
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II.活動報告(昭和44年度)

12月初日 快晴 BC~北穂，奥穂登頂

快晴に恵まれて 6名で奥穂アタックと馬ノ背に

縦走隊山のフィックス工作 2名で北穂アタック。

まずは余裕のある行動で目的を達したが，北穂隊

は神経を使ったらしく少しがっくりしている。天

幕内も明るい感じで 2次アタックと縦走隊合流

を残すだけである。

12月31日 快晴 BC~奥穂，前穂登頂

満天の星空に映える穂高の峰々が美しい。 2次

アタックは快晴に明けた。ルー トは良く踏まれて

問題なし奥穂のピークで縦走隊が元気に合流し

てきた。我々は前穂まで足を伸ばし， フィックス

を回収して下山態勢に入る。西穂隊の顔はげっそ

りゃせているが，皆がそろうというのはいいもの

だ。紅白歌合戦を聞いて シュラフにもぐる。

1月1日 晴 BC→下山

連日の好天に未練を残しつつ下山する。岩稜帯

では他パーティーのために時間待ちをするが， こ

れが日本の冬山の現状かと思うと淋しくなる。白

出谷横断も問題なく，無事新穂高へ。 界風岩から

やってくるOBパーティーのために赤旗は残して

おいた。

2.西穂縦走隊行動

12月23日 晴新穂高→白出小屋

12月24日 雪 CS→西尾根 2500机

西稜隊と別れ，天狗尾根末端より西穂沢をトラ

ノ〈ースして取付く。雪崩の心配もなく， トレース

を使って楽に登れた。西穂の直下は非常に悪そう

だが意気は上々，紅茶がうまい。

12月25日 快晴 CS →西穂P2 

快晴で気分良く出発。西穂の登りは思ったほど

悪くはない。岩峰を越え， リッジ通しに商穂、のピ

ークへ。懸垂 1回でP2まで足を伸ばす。

12月26日 風雪停滞

バーナーをたいても寒いのでがっかりする。風

はやたら強く，停滞は苦痛だが，それを補ってく

待ちに待った奥穂高の頂

上を踏むことができた。

しばらくして奥穂の第 2

次アタ ック隊が登ってき

て握手を交わす。一瞬，

d 緊張がとけた。(原田)

れるのが飯作りとサーモンピンクの色だ。

12月27日 晴 CB→間ノ岳

C Sより懸垂でコルに下る。間ノ岳手前までの

下降が悪い杭 ピークへは状態が良く難なく登れ

た。ガスの聞に BCが望まれる。天候は悪化して

きた。

12月28日風雪停滞

12月29日 風雪停滞

今日こそは， と思ったが相変わらず悪い。移動

高の接近とトランシーパーがなぐさめてくれる。

12月初日 快晴 CS→ロパの耳

ジャンダルムまでは思った程悪くなくスタカッ

トを混えて進む。しかしロバの耳はやはり悪く，

ξーティー待ちもあって幕営は暗くなった。しか

し満天の星が明日を約束して くれる。
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12月31日 快晴 CS →潤沢岳西稜BC

最後の緊張場所を越えて奥穂に立つ。しばらく

して 2次アタック隊が登ってきて握手を交わした

陀一瞬緊張が解けた。 BCでは夕陽に照らされ

た穂高の大パノラマを見ながら皆それぞれ今年

最後の思いをめぐらしているようだ。

1月1日 晴 BC→新穂高下山

西稜隊と共に下山し，合宿を終了する。

く総括〉

今山行は途中下山 1名という事であったが，残

る全員が無事に計画を終えて帰京できた事に対し

て，まず素直に喜ぶべきだと思う。しかし常に高

度な，また上手な山登りを目指してやまない我々

としては，ただ結果だけを見て満足する様な生ぬ

るい態度ではならないと思う。

今回私の一番の反省は，登山の原則であるマネ

ージメントと実戦との 2つの準備，検討を， ご

ちゃまぜにしてしまい，その結果入山してからの

行動に余裕を欠いてしまった事である。

登山にはマネージ，いわゆる準備雑用がつきも

ム 聞の岳へ

II.活動報告 (昭和44年度)

のであるが，真に重要なのは登山そのもののタク

ティタスの突っ込んだ検討である。未熟な我々は度

々山行前の雑用に追われて，徹底的な登山の戦術

また遭難対策という重大な話し合いなどを，不十

分なままに出かけてしまう場合がある。今回も大

学紛争の影響， また身近な遠征準備という事も手

伝い，今ひとつリーダ一級の検討が少なかった様

に思える。

それと予定外の前穂登頂については計画目的た

る北穂のピークを徹底的に登っても良かったので

はないか， という考えが今さらながらに強い。ま

た潤沢隊の 2年生級の不振に対して，縦走隊の 2

年生級が実に良く動いた事は，我々が隊のメンバ

ーを把握していなかったと，力の無さを反省させ

られる。

最後に 4度目にしてようやくおとせた北穂，

また我国一級の稜線を，重荷にて歩き通したその

力とファイトを，来年度の目標である「宇奈月~

西穂」への一段階として，さらには，来たるべき

8000m峰登頂への大きな力となる様，努力してい

きたいと思う。 (平野 ・記 )
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=春山合宿 * 待ちに待った快晴だが主稜線は巨大な雪庇が続

き非常に悪い。

5月14日 快晴 cs→サンナビキ山

勇んで出発するもラッセルとザイルフィックス

に苦しむ。予想通りサンナビキ周辺は悪く，赤谷

山までのキーポイントである。行動終了時はぐっ

たりした。

5月15日 曇 cs→へブリ乗越

ウドの頭が悪くザイルフィックス。午後より気

温上昇。

一剣岳北方稜線-

1.宇奈月より赤谷山への縦走 (一次合宿)

3 月 10 日~23 日

L半谷，中山，川上，山本，宗方，玉置，安川，

原因

2.千寿ケ原より剣岳登頂 (二次合宿 )

8 月 29 日~4 月 8 日

L樋山，和田，中塚，岡田，宇佐見，高沢，薬

師

く計画に当たって>

今春山合宿は来年度の目標である収宇奈月より

西穂高"への第一歩として計画された。

宇奈月より西穂の長い稜線を考えた場合，我が

山岳部に於いては， ここ 4，5年，積雪期合宿は

槍穂周辺で，剣岳方面に現部員のなじみが薄い。

当然一つのポイントとなるのが剣越えであり，宇

奈月より剣岳までの稜線は，最初に問題になるの

が毛勝山である。そこで今計画は宇奈月より赤谷

山までの計画としたのである。

学校の関係で全員参加は不可能ではあるが，昨

年度の春山は出来ずに終わったととを考えれば，

今年は何とか計画出来た事に，我々は来年度の目

標への第一歩を力強く踏み出したい。

だがここで注意せねばならぬ事は，大事の前の

小事といった考えがあってはならない。山登りに

は常に危険がつきまとう事を忘れてはならなし、。

最後に今山行を昭和44年度の総括としてもらい

たい。それはメンバーシップのあらゆる意味の完

成である。(半谷・記)

1. 宇奈月~赤谷山縦走隊行動

5月10日

5月11日

5月12日

曇宇奈月→林道終点

雪 cs →140伽峰下

風雪 cs →主稜線J.p先

前日フィックスした1400祝峰を無事越え，広い

尾根をたどる。

5月13日 快晴 cs →赤倉谷の頭

5月16日 風雪停滞

5月17日 風雪停滞

5月18日 風雪停滞

5月19日 風雪停滞

5月20日 風雪停滞

3月21日 雪~晴 c s →猫叉山

多量の降雪と除雪に追われる毎日だったが，や

っと回復のきざしが見え，意外にしまった稜線を

暗くなるまで進む。

5月22日 曇 cs→馬場島

ブナグラ谷コルへのルンゼが悪くフィァクスす

る。赤谷山から赤谷尾根へ一部サeイルを使いなが

ら下降する。

5月23日 快 晴 下 山

空は晴れ渡り， ラッセルしながら全員元気に下

山する。

2. 千寿ヶ原~剣岳隊行動

5月22日

5月30日

晴~曇千寿ヶ原→上小平

曇~雪 cs →美松荘

5月31日 快晴 cs→別山乗越

気分の良い天気だが，天狗小屋からの下りでは

皆スキーにふりまわされている。雷鳥沢右岸の小

尾根をたどり別山乗越へ。

4月1日 曇 CS~剣岳登頂

剣へアタ γ ク。前剣の斜面はザイルピッチ。帰

路は気温が下り，雪が堅く十分気をつける。

4月2日 曇~晴 cs →弥陀ヶ原ホテル

スキーにて室堂経由でホテルの近くの樹林に設

営する。後はスキーを楽しむ。

4月3日 曇 cs→千寿ヶ原下山

A斗
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II.活動報告(昭和44年度)

朝の弥陀ヶ原を皆パラパラに滑っていく。昨日

ほど雄大なスキーではないが，楽しみながら無事

下山する。

=個人山行 宮崎

O南アルプス 北岳パットレス登掌

6 月 21 日 ~22 日 L， 0 B古畑，山本

O丹沢伊勢沢遡行

6 月 21 日 ~22 日 LJII上，薬師，安川

O南アルプス 北岳ノ4ットレス登撃

8 月初日 ~31 日 L平野，半谷，薬師，田名網，

OB中村

O丹沢原小屋沢遡行

9 月 14 日 ~15 日 L樋山， 高沢

O丹沢下棚沢~悪沢遡行

9 月 14 日 ~15 日 L山本，薬師

。北岳パットレス~白峰三山縦走

9 月 20 日 ~23 日 L原田，山本，薬師

O富士山

11 月 2 日 ~3 日 L平野，宇佐見，岡田，薬師

O富士山

1 月 25 日 ~27 日 L岡田，中塚，宇佐見，平野

O富士山

2 月 8 日 ~11 日中山，他OB8 名

*岩登りトレーニンゲ

三ッ峠 2回

日和田山 1回

サンナビキ山より

q 毛勝山を望む

Fhυ 
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3年 山本芳雄宇佐見久男高沢誠中塚功康薬師裕明岡田貞夫

2年安川英利 宗方慎二玉置吉久
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部室 千代田区西神田 2- 6 -16 日本大学本部内

昭和45年度活動報告

CL 半谷伸俊

昭和45年度山岳部の運営にあたり， リーダ 会

は近年唱えてきた，分散して広く歩く山登りを一

応総括してみようという目標をあげて活動を開始

した。

そこで具体的な登山計画として，春山に u 宇奈

月より西穂"を全員で完遂しようという事に決定

した。この計画は我が部に於いて以前より暖めら

れてきた計画であり， コーチの方々，及びその他

OB諸氏の助言，御協力により我々は大いに力付

けられ，何とか弱腰なりーダー会も春山に出発す

る事ができた。

昭和44年度春山合宿

宇奈月より剣までを重要視し 2パーティーに

分け，宇奈月より赤谷山，弥陀ヶ原より剣岳，お

よび44年度最後の山行としてメンバー， リーダー

シップの完成を目的とし，五月山行の計画にスム

ースに入れる収穫を得た。

昭和45年度五月山行

春山の成果の上に u 宇奈月~西穂、"の偵察を行

なう。例年より意欲的な計画であったが全パーテ

ィーそれぞれ収穫を上げ， 自信を深めた。山行後

の新入部員は 5名と少ないながらも迎えることが

でき，多数のOB諸氏の参加をいただいて丹沢山

行を楽しく行なった。

初夏合宿

リーダー， メンバーシップの基礎的な養成とし

て横尾生活を行ない，雨にたたられたが予定の事

項は消化し，上級生 2パーティーは穂高稜線の偵

察年生を中心にしたパーティーと 3パーティ

ーに分かれて下山した。

夏山合宿

初夏合宿を終え，夏山合宿では分散りーダーの

養成を目的とし，人に連れていかれる登山をやめ，

メンバーの計画への大幅な参加による大人の山行

をするという事で，各パーティーに分散して行な

った。その結果は立山東面に於ける事故を端緒と

して，我々リーダー会の弱さ及び過信を痛感した

結果となり，春山への距離はより遠くなり，秋山

富士山，冬山を白紙とし，それ以前に夏山の徹底
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的な反省を行なった。

秋山合宿

2パーティーは冬山の偵察，他は夏山で残した

縦走生活，体力の養成を行ない，メンパー， リー

ダーシップの基礎的な完成を目指 した。

富士山合宿

積雪期の生活技術，氷雪技術の完成のため全員

が入山。静かな山登りではなかったが目的を達し，

17回思にも参加して実りある山行であった。

冬山合宿

ヒマラヤへ行っていた中山も帰国し，部内は明

るさを取り戻してきた。春山に備えて，分散パー

ティーの確実な行動を目指して，冬山合宿は飯豊

連峰を取り上げた。 3パーティーによる分散行動

で短いながらも十分な演習と自信を得て，いよい

よ恥宇奈月より西穂"へと踏み切った。

春山合宿

3月1日，予定通り 2隊は宇奈月と立山にそれ

ぞれ入山した。前半の剣岳まで両パーティーとも

冬なみの悪天で，ギリギリの回数で再会するなど

記

=五月山行 * 
例年，五月山行は個人山行として扱ってきたが，

今年は全てのパーティーが"宇奈月~西穂"計画

のために計画された。春山合宿に於いて一応剣岳

周辺の偵察を終え，来春への自信を深めるに至っ

た。だが残雪期に全ルートを見る必要性があり，

またサポート隊の予想されるルートも見ておきた

いと考えるのである。

第 1次リストは提出され，来春の計画概要は各

人知り得たと思う。全てのパーティーを偵察とい

う基本線にそって成功させなければ，来春の計画

はおぼつかない。各リー夕、ーはもちろんのこと，

部員一同のファイ トを望む。

(半谷・記)

苦しい毎日となった。後半は南岳サポート隊の完

壁なルート工作によって 4月4日，縦走隊 4名

は無事西穂を踏み下山した。最後までサポート隊

の力強さに頭の下がる思いであった。

またたく聞に過ぎた 1年間だった。我々の春山

計画. OBのヒマラヤ遠征もあって行動の年とは

なったが，次の年代がいかに受け取ったか不安で、

もあり，また近年唱えられてきたものの総括など

と目標をかかげたが， どれほどできたか疑問でも

ある。だがリーダー会はできる限りがんばったと

言いたU、。行動の年，ある意味では幸福な年であ

ったかも知れない。

長時間の思考があってこそ初めて行動ができる。

うわべだけを取る事ほど愚かでト危険な事はない。

それがわかってもらえたなら我々リーダー会は，

満足してパトンタッチしたい。我々の行動は今後，

後から続く者の思考，行動によって評価されるし

かない。彼らに何かしら大切なものを残せたのな

ら，我々リーダー会は満足である。

一一録

1.宇奈月~西穂高縦走

期日 4 月 28 日 ~5 月 13 日

メンバ- L半谷， 山本，岡田，字佐見

l年後の春山計画に向けて縦走の全行程をトレ

ースした。前半は天気も良く順調に進んだが，剣

岳までの稜線は全く気が抜けない。薬師岳以南は

1週間に渡って雨，風雪となり，途中，高沢パー

ティーと合流して5月13日，西穂を越えて夜の上

高地に下山する。 15日に及ぶ充実 した行動だった。

2.赤谷尾根よ り剣岳

期日 5 月 5 日 ~9 日

メンパー L川上，薬師

アンザイレンを混えなが ら赤谷尾根を登高。す

ばらしい雲海に沈みゆく夕日を見ながら，オート

ミールを食う。黒くそびえる剣の本峰。偵察 しな

がら早月尾根へ。
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3.薬師岳~立山縦走

期日 4 月 27日 ~5 月 2 日

メンパ- L中塚，宗方

好天で気分の良い縦走となる。 1日休養をとっ

てのんびりしてから雄山頂上に縦走隊用の石油を

デポする。人が多くて閉口するが，下降は丸山尾

根にとり，夏のBCを経て黒部ダムへ。

4.太郎平~槍ヶ岳縦走

期日 5 月 3 日 ~ll 日

メンバ- L高沢，安川

快適な雪洞利用で太郎に上り，縦走用デポを完

了したが，その後悪天が続いて夜も濡れて困って

いたところに縦走隊が来てくれて助かった。黒部

五郎から槍まで行動を共にし，デブリに埋まる槍

沢を下降し，徳本峠を越えて下山。

5. 北鎌尾根~西穂高縦走

期日 5 月 5 日 ~13 臼

メンパ- L中山，和田

千天出合をチロリアンブリッジで渡って北鎌尾

根の登高に入るが，雨に降られてシュラフはグシ

ョである。天気は一向にスッキリしない。穂高の

稜線は地吹雪と青氷に悩まされたが，無事西穏を

踏んでお上高地へ下山。

女新入生歓迎山行(春季天懇)

期日 5月31日

場所丹沢塔ヶ岳集中

メンバー L中塚以下18名，山口監督， 0 B 

加ill関，平野，原田，樋山

①ヤビツ峠 ②大倉尾根 ③早戸川本間沢 ④ 

塩水川 ⑤水無川本谷

=初夏合宿

概要 穂高岳横尾定着

期日 6 月 17 日 ~23 日

メンパー L半谷，中山，川上，和田，中塚，岡田，

山本，宇佐見，薬師，高沢，玉置，宗方，

安川，村木，磯川，羽賀，岸田

* 

五月山行は無事初期の目的をおさめ，今年度の

第1段階は終了した。春山，五月と行なって諸々

の反省が提起された杭その問題は第 2段階であ

る今山行より秋山までに解決されねばならない。

(半谷・記)

6月17日 曇島々→岩魚留

入山は徳本峠，常念岳，明神岳主稜の 3パーテ

ィーに分散する計画だったが，パスの不通や常念

の沢のルートの悪さから，全員徳本峠に変更する。

島々谷は昨日の雨で増水し年生を通すため 2

ヶ所ほどフィックスする。新人もなかなかがんば

り，元気である。

6月18日 曇~雨 CS→横尾BC

今年もガスで峠からの明神岳は望めなかった。

泣きそうな空が徳沢園でドッと降り出し，濡れな

がらBCに着く。

6月19日 雨停滞

強い雨も午後にはあがった。夕食後は各天幕と

も活気づき，歌をうたってさわくや。

6月20日 雨~曇分散登掌

①奥穂 ②蝶ヶ岳 ③槍ヶ岳 ④ケルン参拝

雨のため雪渓訓練を中止し，上級生は分散登挙，

1年生はケルンと明神池に行く。

6月21日 晴雪渓訓練潤沢岳登頂

やっと晴れた。マキもすぐ燃えて楽しくなる。

ザイテン下で訓練後全員潤沢岳へ。 1年生も疲れ

たようで，夕食のスプタはおかわりが相次ぎ，あ

っという聞に消えた。

6月22日 曇分散登挙

①扉風の頭 ②前穂トラパース ③前穂北尾根

④キレット~北穂⑤北穂東稜 ⑥北穂南稜

⑦天狗コル~槍 @南岳東南稜 @潤沢コル~北

穂 北尾根は三・四のコルより乾いた岩を快適に

登り， 吊尾根最低コルより下る。ピッチを短くと

らないと危い雪渓だ。南岳東南稜は思ったほど難

しくなく，軽い岩登りを混えてピークに立つ。各

ノミーティー順調に帰幕した。

6月238 晴 BC →松本下山

①北海渡 ②前穂北尾根~岳沢 ③ジャンダノレ

ム~岳沢 北海渡は11名で八丁ダノレミの倒木に悪

戦して元気に下山。北尾根は3名。三峰チムニー

oo 
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はキスリングを吊上げる。ジャンダノレム 3名も快

調に下山。アズキ沢ではピッケルも持たないハイ

カーのパーティーがいて、いつ落ちるかとヒヤヒ

ヤした。全員元気に下山である。

我々は目的そして意義の上に行動しようと努力

しなければならない。反対に目的と意義のない行

動程空虚なものはない。未熟な人間の集団である

我がクラブ。少なくとも完成された人間集団では

ないはずである。冷静に自覚する者にとっては今

合宿で何を成し得たか，厳しい反省がなされるで

あろう。その反省を夏山合宿に取り入れていかね

ばならない。だが，それは大いなる責任の上に立

ったものでなければならない。(半谷 ・記)

=夏山合宿 * 
慨要立山東面定着を含む分散合宿

来春の m 宇奈月~西穂"計画を考えるに，確実

なリーダーシップの養成が第ーとなる。そこで我

4は夏山合宿を完全に白紙とし，個人山行形式と

した。その実践のためには個々， 自分の山を見つ

める姿勢が必要でトあり， グラブが今後いかに進む

べきか，夏山に何を求めるべきかなど，様々なこ

とが頭の中を回転するはずである。

合宿とは一体何か。部員18名が意欲的な登山を

目指すにはいかにすべきか。来春の計画に向かつ

て夏山を考えたとき，いかなる方法がベターであ

ろうか。その大いに悩み苦しむことから各百の理

想とする合宿案を出し合って，責任の上にたって

行動してもらいたし、。例え例年通りの成果が上が

らなくとも，それは各自の苦心の結果であり，来

春に向かつての強い結束の第 1歩となるだろう。

日大山岳部の山登りは，夏山で終わるものでは

なく，その反省の上に永遠に続けられなければな

らない。自分の山登りを卒直に行ない，今後の我

が山岳部を考えてもらいたい。

1. 剣岳，白萩川より八ッ峰縦走

期日 7 月 22 日 ~26 日

メンバ- L山本，宗方

II.活動報告(昭和45年度)

白萩川，大窓経由でジャンダルムを登撃し，そ

のまま八ッ峰〈可 [ . "のコルより懸垂で真砂沢

に下り，ハシゴ谷乗越を越えて黒部ダム下山。今

山行の我々の課題は，岩登りをした後の縦走がど

の程度可能かということであった。岩稜縦走にお

いては今後荷物20k9程度で，もっと積極的なる登

撃を望みたい。それにしても全く楽しかった。ダ

ムで 1日休んでから本隊と合流して 2度目の夏

山に向かった。

2. 立山東面，内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 26 日 '~8 月 9 日

メンバ- L川上，和田，岡田，薬師，高沢，

宗方，玉置，岸田，磯川，羽賀，

OB黒川，大島

7 月 26 日 ~ 27 日 先発隊荷上げ

7月28日 晴~雨黒部ダム→内蔵助BC

黒部川は昨年の大雨の跡が生々しく，道が寸断

されていて苦労する。 BCまでなかなか疲れた。

7月29日 晴雪渓訓練

本谷は軟雪で傾斜も緩く，気を抜くと足を取ら

れる状態。 1年生には 1日の訓練は十分でない杭

今後分散登撃の雪渓上で反復練習させる事にする。

7丹羽田 晴分散登撃

①中央山稜主稜 ②中央山稜支稜 ③ニ一ドル

稜④二尾根天気もよく順調に登る。三崎平に

は他のパーティーが幕営しており気分が悪い。

7月31日 晴 分 散 登 撃

①丸山尾根②ー尾根 ③中央山稜主稜 ④三

尾根支稜⑤ダイレクト尾根 予定通りの登挙。

台風発生のため剣司遊ワンピバ-9は延期。早目

に帰幕してスイカを食べながら団らんする。

8月 1日 雨停滞

三本歯で雨となり全員帰幕する。昼は 2年生が

アザミを料理し I年生喜ぶ。

8月2日 雨停滞

前線南下。明日は晴れそうなので各天幕に活気

が出る。

8月5日 晴分散登掌

①剣回遊ロング ②中央山稜主稜③A稜 ④ 

ニードノレ稜 ⑤二尾根 天気が良くなり， ロング
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II.活動報告(昭和45年度)

を再編成する。ニ一ドル稜は側壁チムニーを登る。

夕食が15分遅れ，注意する。

8月4日 曇 分散 登挙

①剣回遊 ロング帰幕②東西トラパース 日大コ

ルで濃いガスのため無理と判断し，全員東面 トラ

パースを行なう。稜線と BCでは天気が全然、違う

ようである。

8月5日 晴 分散 登挙

①竜王岳東尾根 ②三尾根支稜③中央山稜主

稜④ダ イ レ ク ト 尾 根⑤三尾根 三尾根主稜2

ピッチ目のトラバースでホールドにしたハーケン

が抜け， トップが転落。ビレイピンもとんでセカ

ンドと共に落ちて停止する。救助コールで各パー

ティー集結名左足首骨折のため雄山へ搬出し

小屋へ泊る。 BCではにわかに緊張する。

8月6日

負傷者を室堂へ搬出後，富山中央病院へ。幸い

大したことはなく，ホッとする。

8月7日

事後処理後，全員BC集結。半谷BC入り。

8月8日 停滞

今後の行動を検討 し， 後半縦走のルートを変更

し， 立山より笠ゲ岳へ lパーティー出すと とを決

定。やっと 1年生にも笑顔が戻る。

8月9日 下山，後半分散出発。

縦走隊7名元気に出発。定着合宿を終了する。

3.立山~笠ヶ岳縦走 (定着後半縦走)

期日 8 月 9 日 ~ 1 3 日

メンバ- L和田，薬師，高沢，安川，磯川，

羽賀，岸田

当初予定 していた 3パーティーを lつにまとめ

る。事故があったにせよ年生の体力面などを

考え，合宿を続行した方が良いというリーダ一会

の決定によるものである。天候に恵まれて夏山を

満喫し，下山日には皆の顔がハツラツと見えた。

4.日高 ，ソエマツ沢遡行~神威岳縦走

期日 7 月 28 日 ~ 8 月 1 2 日

メンバー L中塚，宇佐見，村木

ソエマツ沢より神威岳， ポロシリ岳を経てチロ ロ

)11へ'zl日に及ぶ計画で入山。まずショ ロカンベツ

沢に入り，上部の滝Jナメを越えて反対側の沢を

下降し， ソエマツ沢本流に入る。盛lの連続する本

流をたどり二俣のCSからピリカヌプリ直登沢を

登る。滝の連続で，高巻きも直登と同じ程悪い。

ピリカの頂上から春別山寄りの沢を下降。懸垂の

連続で徹夜のピパークをはさんで二俣のCSに戻

った。ここよりソエマツ岳へ本流をたどるが函の

連続で非常に悪い。ラジオからは福岡の人のヒグ

マの事故が伝えられ，イヤな感じである。猛烈な

ヤプコギでソエマツ岳を越え，神威岳よりシュオ

マナイ沢二俣へ下山 16日間の日高の生活を終え

た。

精神的にも体力的にもしごかれ， リーダーとし

てパーティーの安全を考える時， 日高の自然はあ

まりにも過酷でトあった。北アルプスのように開け

た山に慣れた者にとって， 日高は良い勉強となる

に違いない。

立山東面定着パーティーの事故をはじめとして，

今合宿また今年度上半期は強い反省をせねばなら

ぬ様々な問題が考えられる。謙虚にそれらを明確

にし，今後二度と繰り返さぬよう肝に銘じたいと

思う。ひとつの事に関して複雑な問題がからみ，

うまく表現できないかも知れないが，今後様々な

話し合いで出来得る限り努力し，この大きなマイ

ナスをより大きなプラスと したい。

我々は秋山以後に向かっていかなければならな

い。だがそれは事故という現実問題ι責任の追

求という意味合いからも，全てのスタートとして

ほしい。何故リーダー会は失敗したのか， これを

メンバーの頭の中に焼きつけてほしい。ひとつの

行動に対する裏付けを重要視し，謙虚な気持ちで

万事に向かっていかねばならないことを強く心に

銘記し，過信でなく自信を持った行動のできる人

間集団としたい。 (半谷 ・記 )

=秋山合宿 * 
1. 飯豊連峰偵察

期日 10 月 26 日 ~ 11 月 2 日
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メンパ- L半谷，薬師，磯川

川入より主脈を門内岳まで偵察。その後2隊に

分かれ水晶尾根， ダイグラ尾根をそれぞれ下降。

後半はヒザから腰のラッセノレとなったが余裕をも

って下る。ナメコは食べ切れないほど採れ，見る

のもイヤになった。

2.飯豊連峰偵察

期日 10 月 26 日 ~ll月 2 日

メンパ- L和田，宇佐見，村木

第 1パーティーと共に入山。水晶尾根上部偵察

後，主脈を机差岳まで偵察し頼母木山から西俣ノ

峰経由長者原下山。深いラッセルと風雪にシゴか

れた山行だったが，下山後に見る雪の飯豊は美し

く，冬またここに来るととが楽しみであった。

3.南ア，北岳~光岳縦走

期日 10 月 27 日 ~11月 3 日

メンパー L岡田，山本，安川

初めて南アルプスに行ってみて，その山の大き

さというものを感じとって来た。女性的で荒々し

さはないものの，光岳まで歩いたんだという満足

感を感じた山旅だった。

4.南ア，甲斐駒~荒川三山縦走

期日 10月 29 日 ~11月 5 日

メンパ- LJII上，高沢，羽克岸田

黒戸尾根から甲斐駒へ。仙丈岳，野呂川両俣，

北岳，悪沢岳を経て転付越えで新倉下山。仙丈で

は風雪が厳しかったが，下級生が南アルプスを新

しい気持ちで受け入れていたことが嬉しく，楽し

い山行であった。

5.越後，荒沢岳~中ノ岳縦走

期日 10 月 31 日 ~11月 3 日

メンパ- L中塚，先本

銀山平より十字峡へ。思わぬ降雪もあって 1年

生には良い勉強になった。

秋山は偵察，体力養成などそれぞれの目的をも

って縦走を行なった。それぞれが自分にとって未

II.活動報告(日間日45年度)

知の山を選んだ、のは強く夏山の反省に促されたか

らである。無雪期登山の完成あって，初めて積雪

期の登山を迎えることができるのその心構えを忘

れては満足な積雪期登山はできないのである。

(半谷・記)

=富士山合宿 * 
期日 11 月 18 日 ~23 日

メンパ- L半谷，川七和田，中塚，山本，

岡田，高沢，薬師，宇佐見，安川，

村木，岸田，磯川，羽賀，先本，

OB大島

11月18日 曇富士吉田→ 5合目 BC

当初7合目 BCの予定だったが雪が少ないため

中止する。

11月19日 雨 停 滞

激しい雨の中，後発の3名入山。天幕内で歌を

唄ってから卒業後の海外登山. I来年は日高をや

ろう」と夢がふくらむ。

11月20日雨~晴停滞

アイゼン着脱訓練や個装点検を行なう。

11月21日 快晴氷雪訓練

風も弱く氷が美しく光る。 1日の訓練で 1年生

も歩行には慣れてきたようだ。夜は街あかりがき

れいだ。

11月22日 快晴登頂，氷雪訓練

①夏道②扉風尾根③氷雪訓練快晴に恵ま

れ難なく登頂する。訓練パーティーも状態が良い

ので登頂する。

11月23日 晴 BC →富士吉田下山

8合目にて訓練後，遭難の17回忌に出席して全

員無事下山する。

例年より雪が少なしやむなく BCを5合目に

置いたボ上級生も多く満足な指導を行なえたと

思う。自分のいたらない技術を研究するこ とは当

然、であるが，一見何でもないことをもっと細心に

注意することも必要である。OB諸氏のお話をう

かがい. 17回忌にも参加して気をひきしめなけれ

ばならないことを強く感じた。(半谷・記)
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II.活動報告(昭和45年度)

11月の富士山も，大沢を 4本ヅメのアイゼンで

登ったり，高校生が扉風尾根をフラフラ登る時代

になって しまった。キャンプ地に帰ったら帰った

で夜通 しの大騒ぎ一体何を求めてとの富士山に

やって来るのか， とても我々の判断の追従を許す

ものではない。既に常識など，どこ吹く風である。

来たる年，もし富士の計画を組むならば，第1に

連休を避け， 第2に北面にベースを設けることを

考えるべきである。

現在の僕達には知り過ぎた場所での訓練を過大

視する傾向があり，全てについて安易に流れやす

いということを常にかみ直す必要がある。ぼく達

にとっては未知であるものこそ指向すべきもの，

そしてまたあらゆる意味での指導者たり得るもの

だと思う。流行にのまれることなく，あくまで地

についた山登りをやりたいものである。

(大島 ・記 )

=冬山合宿 世町

一 飯豊連峰 一

川入よりセミ ・ポーラーによる飯豊本山登頂後，

三隊に分乱

1.第一隊(大島隊)

大日岳登頂後.ダイグラ尾根，冬越渡経由長者

原下山

12月 18 日 ~31 日

L川上，字佐見，薬師，村木

2.第二隊(机差隊)

主脈を北上し，机差岳登頂後，頼母木岳より西

俣ノ峰経由，長者原下山

12月 18 日 ~31 日

L和田，中塚，高沢，安川

3.第三隊

大日岳登頂後，川入下山

12月 16 日 ~30 日

L半谷，中山，山本，岡田，岸田，磯川，先本

く冬山計画にあたって>

45年度冬山計画は，東北飯豊連峰に隊を分散し

て主稜線及びダイグラ尾根のトレースと決定した。

入山は全員で福島県側よりトレースし，飯豊本

山より隊を三つに分け，第一隊は夕、イグラ尾根，

第二隊はそのまま主稜線を北上 し，最終ピーク机

差をアタシク。第三隊は往路を引き返す。第一，

第三隊の最終目標ピークは大日岳とする。

ここ数年北アで冬山を行なってきた我が部にと

って飯豊連峰は新鮮な場所であり，標高こそ低い

が強風，豪雪を初めとする悪天は良いトレーニン

グとなるであろう。 3年生の意欲的な姿勢，また

分散リーダーの確実な行動を大きな目標とするが，

それは春山計画に促される所が大きし、。また毎合

宿の反省に出るメンパーシップの徹底も，これは

訓練のための合宿でないことを強く心に銘記して，

各自実現させたい。

夏山の事故以来，秋山，富士山，そして多くの

個人山行を行な って来たが，常に夏山の反省を忘

れず，一歩ごとに後を振り返り，確実に歩んでい

かねばならない。

冬山が終わると昭和45年度は春山合宿を残すの

みとなる。それぞれの学年がより責任を要求され

る方向へと進まねばならない。それぞれ冬山合宿

前に今年の総反省を行ない，残りすくないが，未

熟と思われる点をガンバル必要があろう。

(半谷・記)

1.第三隊行動

12月16日 曇ーノ木→御沢

L半谷他4名にてーノ木より入山。時々小雨がパ

ラつく中を先発隊の第 I歩が始まる。

12月17日 曇 cs →横峰

川上.宇佐見.高沢の3名は荷上げを行ない，本

隊出迎えのため御沢へ戻る。 5月のように暖い。

12月18臼 曇~晴 cS ::l三国岳

半谷，岡田他2名は三国岳までのルート工作をす

る。川上他 2名はーノ木まで本隊を出迎え，合流

して御沢に幕営する。

12月19日 晴御 沢 G横峰

半谷，岡田は御沢に下降し本隊と共に横峰へ荷上

げ。薬師，先本は御沢へ下降。

12月20日 晴横峰 D 三国小屋

ルート工作が先行しながら縦走隊用食糧，石油を

ワ臼AUτ 



小屋ヘデポする。風が全くなく，汗が出る。

12月21日 快晴横峰→切合小屋

切合小屋までキャンプを伸ばす事にし，荷上げを

する。御沢のキャンプは横峰に移動する。

12月22日 曇~風雪切合小屋 D 飯豊本山

切合キャンプの全員で本山へ縦走用デポをする。

横峰の 2名は後発隊和田他 3名を迎える。

12月23臼 風雪切合小屋

強風と雪の中，川上，岡田の2名は剣ヶ峰直下ま

でラッセノレ。切合小屋に全員がそろう。中塚他 3

名で飯豊山神社にデポする。

12月24日 風雪切合小屋→飯豊山神社

完全な冬型となり昨日以上の風である。閉じこ

められる事を恐れて飯豊山神社まで移動する。北

ァなら完全に凍傷になるだろう。

12月25日風雪停滞

視界が良くなり机差隊出発する。 3名でサポート

後帰幕。

12月26日 晴~風雪 cs ~大日岳
朝日の中の水晶尾根が美しい。風も弱く，アイゼ

ンが快適な音をたて，無事大日岳をアタックする。

下降は風雪となり，赤旗に導かれて帰幕する。

12月27日風雪停滞

視界がきく時をねらって大出隊が出発する。

12月28日風雪停滞

12月29日 曇 cs→尾根途中

1日;待った甲斐があり青空も見える。剣ヶ峰は積

雪多く，アンザイレンして下降。ふり返る岩峰が

青空に映えて印象的だった。

12月30日 雪 cs →ーノ木下山

2.第二隊(ね差隊)行動

( 12月24日までは前項参照)

12月25日 風雪飯豊山神社→御西の小屋

縦走の態勢が整い，視界のきいたところで出発。

サポート隊が天幕を立ててくれる間，大日岳をア

タッグする。

12月26日 晴~雪 cs →梅花皮小屋

烏帽子岳を越え，北股岳の登りにかかるが天候

悪化と見て小屋に引き返す。

12月27日風雪停滞

II.活動報告(昭和45年度)
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12月28日 風雪~晴 c s →頼母木岳先

北股岳まで祝界がなく，コンパスを頼りに雪庇を

避けていく。門内岳から先も深いラッセノレ。

12月29日風雪停滞

12月30日 霧~快晴 cs→長者原

私差岳をアタック後下山lこ移る。リヒトをつけて

長者原に着く。長かった。

12月31日 雨 cs→下山

雨にうたれて下山するが，ジープに荷を乗せても

らってホッとした。

3.第一隊(大出隊)行動

( 12月26日までは前項参照)

12月27日 地吹雪飯豊山神社→ 1805m峰先

大出尾根を下降。岩蜂と不安定な雪面にザイル

を使ってコノレへ下降する。

12月28日 雪 c s →温身平小屋

ガスの中，細い尾根を下り，暮れかかる樹林帯

を小屋へ向う。

12月29日 雪 cs →尾根途中

ポタ雪の降る中， しゃにむにラッセノレする。

12月301日 晴 cs →長者原

昼の交信で和田ノミーティーのアタック成功を知る。
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夜 8時頃，彼らも長者原に下 りて来た。

12月31日 雨 cs →下山

=春山合宿

一宇奈月より西穂高へー

<積雪期北アルプス全山縦走>

思えば長い 1年間であった。春山はもう目の前

にある。 リーダ一会は正式に本縦走計画に踏み出

すことに決定し，食糧の買出しなども開始した。

あとは行動予定表に従って準備するだけである。

わが部において長い間温められ，準備されてきた

計画だけに，われわれのファイトはいやが上にも

わく。

計画は第一隊縦走，第二，第三，第四隊サポー

トに分かれ，サポート隊は縦走隊のサポートだけ

ではなく，各隊それぞれの登山計画をも行なうこ

ととなった。

との 1年間，考え得ること，また準備し得るこ

とは全て消化してきた。とにかく忙しい 1年間だ

った。昨年の春山合宿より本計画が始まり，冬山

合宿まで全て準備のための合宿にあてた。これま

で行なわれてきた，分散して広く歩く山登 りの総

括一われわれには難しいテーマではあったが，な

んとかここまでこぎつけてきた。ヒマラヤ， ヨー

ロッパアルプスへと出かけていた部員たちもぞく

ぞく部に帰ってきて，ムードは一段ともり上って

いた。

く春山合宿にあたって>

今山行に於いてわが山岳部の1970年度は終る。

そこで，今年度の大きな流れを振り返り反省し，

春山を考えてみたい。

現リーダー会が旧リーダー会と交替したのは，

1970年 1月下旬であった。約 2年間続いた学園紛

争も下火となり，その影響も各自の授業の関係で

同時に合宿に参加できない程度とな っていた。

民宇奈月より西穂高"の第一歩と して1969年度

春山合宿は 2パーティ ーに分け，字奈月より赤谷

山， 弥陀ヶ原より剣岳と宇奈月より西穂高"

計画の剣岳までを重視して歩く計画を新リ ー夕、一

宮崎

会が立て，旧リーダー会も参加 した。残念ながら，

北方稜線の核心部である赤谷山から剣岳までは計

画できず，五月山行にまわさざるを得なかった。

両パーティーとも下山し，反省会が済む頃には，

何とか収宇奈月より西穂高"計画の基礎固めはで

き，新入生の募集と共に，五月 山行及び年間計画

が作られていった。

そして，新入生の募集と同時に宇奈月より

商穂高"までの縦走に 5パーティーが日数をずら

して宇奈月より西穂高"計画の偵察および演

習を目的に出発した。この山行に求めたものは，

とにかく m 宇奈月より西穂高"までを歩いてみる

ことと，サポート隊の入山径路，サポート地点、及

びサポート任務終了後の登山活動に対する偵察，

そして分散リーダーの確実な行動などであった。

五月 山行の反省会が終る頃には，詳細な年間計

画を作り終え，新入生を加え，本格的に1970年度

が始まった。丹沢山行後の初夏合宿は，五月 山行

に時間をとられた上に全員の足並みが揃わず，梅

雨期に入ってしまった。雨の多い合宿であったが，

初期の目的は八分通り達せられた。

だが初夏合宿が終り，次は夏山という頃から，

部内には何か新鮮さが感じられなくなってきた。

それは春山合宿，五月山行，初夏合宿と. Iとに

かく掲げた目的はどうしても成さなければならな

しリという気持ちの反動から生じたものと思われた。

そんなことを感じつつも， リーダー会は予定通り

の夏山合宿を始めた。

その夏山合宿は. I部員各々が考え，行動する，

いわゆる連れて行く，行かれる山登 りをやめよう」

ということを目的としていた。「部が正常な状態

に於いてさえ成すには難しい課題である」という

点をリーダー会は認識不足であったし，それに踏

み切ったことは，我々が日頃目的とする登山姿勢

とは遠くかけ離れたものであった。その結果とし

て，立山東面での事故を生じさせた。夏山の事故

は起こるべくして起きたと認めねばならない。

この事故により，我々は再び，一歩一歩確実に

進む必要性を痛感し，また積雪期分散パーテ ィ

の確実な行動が大きな目標として提起された。

地固めとして秋山合宿まで， 約 2ヶ月間， 各自

A
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できるだけ個人山行を行ない， とにかく山に向か

うべき姿勢を考え討論した。その頃中山がネパ

ール・ヒマラヤのシタ・ツツラ峰へ向け出発した。

秋山合宿は，夏山合宿以後の個人山行のまとめ

と冬山合宿の偵察を兼ね，軽井沢の天幕懇親会後，

5パーティーに分かれて出発した。

夏山合宿の動揺は，一応秋山合宿までで何とか

良い方向に進むべき方向づけはした治主雪の山に

向かつて一層われわれは気をひきしめて，富士山

合宿に向かった。年間計画とは離れ，とにかく雪

の山に向かう準備として。授業の関係でノミラパラ

に入山せざるを得なかったが，目的としたところ

は徹底できたし，下山日に17回忌(1954年吉田大

沢に於ける雪崩遭難)に参加でき，夏山合宿以後

の我々にとって考えさせられること大であった。

冬山合宿近くになって， ヒマラヤから中山も帰

国し，部内は明るさを取り戻してきた。

冬山合宿にわれわれが求めたことは，分散パー

ティーの確実な行動，全員が前向きにフルに動く

こと，そして春山合宿収字奈月より西穂高"への

準備であった。そのために， これらを満たし，ま

た新鮮で基礎的登山ができる場所として，飯豊連

峰をとりあげた。 3パーティーを出し，北上する

縦走隊は，距離は短いが，予備日を含めた日数は

宇奈月より剣岳の線に近いところまで行動を延ば

せる可能性をつかみ，春山合宿への最大の課題で

ある分散パーティーの行動および長い距離を少人

数で歩くととの点について演習でき得た。

だカミ常に忘れてならないのは反省である。わ

れわれには完全ということはない。夏山合宿以来，

それをいかにうまく解決し，進むべきかをわれわ

れは考えてきた。冬山合宿終了後の時点、では，新

人のメンパーシップ面が未だ弱いと反省した。春

山合宿は上級生だけの問題ではない。部内のすみ

ずみまで，反省は浸透させなければならない。春

山合宿までの大きな課題である。

以上，今年度の経過を大ざっぱに述べてきたが，

春山合宿に向かつてわれわれはいかに考え，動く

べきであろうか。確かに帆宇奈月より西穂高"へ

の縦走，及びそとに 2隊のサポートを入れること

は難しいことである。だが，それ以上に冷静に合

宿に入り行動することは，もっと難しいことであ

ると思う。普段の態度を忘れぬことが，遠回りの

ようで一番の近道であると思える。各自与えられ

た分担は責任を持ってやり遂げる。全員で一つの

ものに当り，それを完成する。とのととは人

の人間に連れていかれる登山をしていた集団には，

難しいものとなる。その解決のために，われわれ

の合宿への考え方，それ以上に山登りの考え方を

徹底させたいと努力してきたのである。

そして，春山合宿 u 宇奈月より西穂高"は計画

された。これを成すには，確かなリーダーシップ，

メンパーシップが要求されるが，他に特別なもの

は何ら要求しない。今回の春山合宿を踏み台とし

て確実な日大山岳部の歩みを期待したい。

(半谷・記)

1.第一隊縦走隊

字奈月より西穂高への縦走

3 月 1 日 ~4 月 4 日

L半谷，中塚，山本，安川

2.第二隊 北方稜線隊

宇奈月より剣岳までの縦走隊サポート後，立山

隊に合流

3 月 1 日 ~22 日

L薬師，宇佐見

3.第三隊立山隊

弥陀ヶ原より剣御前BCにて縦走隊サポート，

及び周辺ピークの登頂

3 月 5 日 ~22 日

L和田，中山，高沢，宗方，岸田，磯川，羽賀

4.第四隊南岳隊

大喰岳西稜より南岳BCにて縦走隊サポート，

及び槍，北穂の登頂

3 月 24 日 ~4 月 4 日

L中山，和田，川上，高沢，薬師，宇佐見，村

木， 0 B大島
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45年度春山合宿

(宇奈月一西穂高縦走)
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1.縦走隊行動

5月1日晴宇奈月温泉→ 1200m峰

富山地方鉄道より3度目の宇奈月温泉に下

りる。冷たい空気に夜行列車の眠気もとれ，

春山の第一歩を踏み出す。スキー場を抜け

て宇奈月尾根を登る。雪は落ちついていて

雪崩の心配もなU、。 1200m峰で早自に行動

を打ち切って今夜はゆっくり寝ることにす

る。天幕地から後立山が美しい。

5月2日 晴~曇 cs →僧ヶ岳手前

朝の富山平野が美しい。ラッセルもほとん

どなく，昨年の雪庇も小さく順調に高度を

かせくや。毛勝は遠い。天候は下り坂で早目

に幕営する。ゆっくり行こうと思う。

5月5日雨~風雪停滞

5月4日風雪停滞

3月5日 風雪停滞

3月6日風雪停滞

5月7日風雪停滞

とうとう 5日間とじこめられた。完全な冬

型が続き 3月としては珍しい荒れ方だ。

天幕が稜線上のため除雪の心配はそれほど

なかったが，停滞ずれしてきたような 6名

の雰囲気である。今日よりやっと大陸の高

気圧が動き出し，希望が見えてきた。夕方，

久しぶりに全員で歌をうたって騒ぐ。

5月8日風雪 cs→僧ヶ岳

高気圧がストップして冬型が続く。出発す

るも視界がきかず僧ヶ岳からの下降路がわ

からない。結局ピークに天幕を移しただけ

であった。これで剣まで11日を残すのみと

なり，先が心配になってきた。冷静な判断

を求められる時だ。ゆっくり行こう0

5月9日 風雪 cs →僧ヶ岳先コル

昼前に視界がきいたので出発するが，また

悪化。結局コルで行動を中止する。これで

僧ヶ岳周辺に 7日を費やしたこ とになる。

強い冬型で夜は強風にさらされる。

5月 10日 雪 cs→北駒ヶ岳

昼前に太陽がのぞき，喜んで出発するが再
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び悪天となり 2時間ほどで幕営する。昨夜来の

新雪が50cmで，雪庇と雪崩を感じながらのいやな

登高である。好天を心から祈りたい。

5月11日 晴~曇 CS →サンナビキ前峰手前

9日ぶりに晴れた。大きな雪庇と不安定な雪に悩

まされながら駒ヶ岳を越える。再びガスとなり，

昼に行動終了。初めて剣が顔を見せたが， とにか

く遠い。富山平野も白く，冬に逆戻りした感じで

ある。

5月12日 晴~曇 CS→ウドの頭手前

久しぶりに早く出発する。低気圧のおかげでは

っきりしない天気だ。サンナピキ主峰のつめは雪

庇の下の急斜面で3ピッチスタカット。雪崩も十

分考えられる。今日，立山サポート隊と初めて交

信できた。明日 BC建設という。悪天が続いたの

に良くがんばっている。

3月13日 雪 CS→ウドの頭

ウドの頭まで北方稜線のキイポイントだけに気が

抜けない。ウドのコルへは 120mの懸垂。いたる

所より表層雪崩が起き，気分の悪い下降だ。ウド

の頭まで急で苦しい登高だ‘った。北方稜線は雪崩

の危険が常にあり，雪庇とナイフリッジと連続す

る小ピーク，そしてヤプコギが特徴である。降雪

は続き，毛勝の雪崩が心配だ?

5月14日 雪停滞

冬型の降雪が続く。ルートは自信があるが，雪崩

を考えると怖く，停滞とする。剣まであと 6日し

かない。いよいよ残り少なくなってきた。

5月15日 快晴~曇 CS→毛勝北峰

入山以来初めてギラギラ輝く太陽を見る。雪をけ

ちらして一気にコルへ。その先も胸までのラッセ

ルの連続。しかし雪は落ち着いていた。アゴが出

た頃，毛勝北峰に着いた。

5月16日 曇 CS →プナグラ乗越上

南峰よりアイゼンも少しきき天候確認の後ブナ

グラ乗越へ下降。昨年よりやや悪い。空を黒い雲

がおおい.風が強い。剣まであと 4目。天幕内は

食物の話ばかりである。

5月17日 雪~晴 CS→赤ハゲ手前

昼に出発し，赤谷山直下に来ると晴れてきたっ停

滞とあきらめていただけに太陽を見た時は感激し

ムサンナビキ北峰の登り 3月12日

た。それに剣の雄姿がすばらしい。北方稜線もいー

よいよ核心部となった。雲海が美しい。明日は晴

れるに違いない。

5月18日 晴 CS→三ノ窓

暗い内に出発。赤ハゲ，白ハゲは評判通り悪くフ

ィックスしながら進む。雪の状態は良い。大窓の

下りは 7ピッチ。大窓の頭までアイゼンで問題な

く行ける。池ノ平山まで細い登下降が続き，慎重

にザイルを張っていくしかない。ピークより 7回

の懸垂で小窓に下る。学習院の山岳部に会い C

Lが小さい雪崩で亡くなった事を知る。何か人間

の弱さというものを見せつけられた気がする、い

よいよ BCまで 1日となり，夕食は 2ラウンド，

メンバーの表情も明るい。

5月19日 風雪~晴 CS →剣御前BC

三ノ窓付近で吹きだまりをラッセル中，足元か

ら雪崩れ2年生 1名が巻きこまれたが埋まらずに

無事であった。他の場所が安定していたので油断

をしてしまった。剣岳本峰からサポート隊のフィ

ックスに導かれ別山乗越で 2名の出迎えを受けて

巧
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BCに入る。感激の握手。 5日ぶりのタバコを吸

い，銀シャりをかみしめる。喜びにわくメンバー。

しかし先は長い。改めて気をひきしめたい。

5月.20日 快晴休養停滞

立山隊は最終分散に出る。雲ひとつない青空。剣

までの天候が悪夢のようだ。汗ばむほどポカポカ

としていい休養日だ。夜は苦労話が絶えなu、明

日も晴れそうだ。

5月21日 快晴 BC→五色ヶ原小屋

下山する立山隊そして共に歩いてきた2名と別払

いよいよ槍へ陶けて 4人で出発する。快晴なるも

風強し。ア:イゼンをきかせて快適に五色へと駒を

進める。ーノ越で回収したデポで，夕食は豪華版

である。夢にまで見たカレー，ベーコン，野菜に

生ツバがわく。

5月22日 晴休養停滞

剣を離れるとさすがに天気も良くなる。あせっ

て行動するより槍穂の稜線に備えてゆっくり休養

することにした。南岳BCまで4，5日で行けるだ

ろう。小屋の屋根で昼寝を楽しむ。

5月23日 雪停滞

北方稜線に比べて停滞も悲槍感がなく， 回数的

あせりもない。将棋，読書，世間話を楽しむ。明

日は腰をあげよう。

3月24日 晴 CS→スゴ小屋

朝焼けが美しい。越中沢岳の下りの岩峰も問題

なし。夕食も豊富でド楽しい。

5月25日 快晴 CS→太郎小屋

アイゼンで快適にとばす。薬師岳からぐっと広く

なり太郎平へ。メンバーは完全に山に慣れ切り体

調も良好だがやはり疲労はしているようだ。サポ

ート隊は今日，新穂高を出発したことだろう。

5月26日 風 雪 停 滞

気圧の谷の通過で風雪。ラジオからは，そろそろ

花のたよりが聞かれるようになる。

5月27日 雪~晴停滞

変化の激しい春の天気だ。日数もあり， BC建設

に合わせて今日も休養。交信でサポート隊の声が

かすかに入る。

5月28日 晴 CS →双六池

だ、だっ広い尾線を槍へ槍へと進む。夏と変わらぬ

距離をかせいだが. 10時を過ぎるとベースが落ち

る。入山28日目で皆疲れてきたのだろう。やっと

この山旅にも限りが見えてきた。

5月29日 曇~風雪 CS →南岳小屋BC

西鎌尾根も状態良く，無事に槍ヶ岳を踏む。槍の

肩でサポートの 2名に会い 2人に導かれて待望

の南岳BCに入る。あとはケーキやラーメンを食

べ，にぎやかな一時を送る。サポート隊岡田不参

加のため，残念だが安川と川上をメンバーチェン

ジする。安川は 2年生でよくここまでがんばって

くれた。

5月30日 風 雪 停 滞

1日中良く食べ，良く寝，良く話し，十分な休養

q 槍ヶ岳へ
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をとる。いよいよ最終ラウント‘。気をひきしめた

II.活動報告(昭和45年度)

u、。

5月31日 風雪~雨停滞

南岸の前線は今日も動かず，山は荒れる。食糧も

まだあるのでのんびり行くことにする。下界では

桜が咲き始めたとラジオが教える。

4月 1日 風雪~晴停滞

停滞も 3日目になるとイライラする。これではい

けないと何度も心に言い聞かせる。夕方晴れて，

喜び勇んで滝谷を眺めにいく。明日は晴れそうだ。

4月2日 晴 BC→白出のコル

いよいよ穂高の稜線に入る。フィックスと 2名の

サポートを受け，北穂から 4名にて歩き出す。 ド

ームから潤沢槍コルまで全てスタカット。雪がダ

ンゴになり非常に悪く感じ，神経が疲れる。最悪

の雪質にリーダー， メンバーも疲れ，これ以上進

めない。

4月5日 快晴 CS→間ノ岳先コル

岩稜に多量の雪がついた悪さをイヤというほど味

わされた 1日となる。奥穂から先は全てスタカッ

ト。馬の背に始まりロパの耳，ジャンダルム，間

ノ岳と，予想もしない所もナイフリッジとなり，

まさに悪場の連続である。しかし西穂が自の前だ。

まったくじれったい。明日は確実にこの足の下に

踏んでやりたい。最後まで気を放かぬ。これが我

々の使命である。やるぞ/

4月4日 風雪~晴 CS→新穂高下山

ついに西穂のピークに立つ。風雪で視界ゼロ。西

尾根から小ナベ谷を，まるで山から逃げるよラに

かけ下る。新穂高はもう春であった。サポート，

縦走ともに全力を出し切った合宿， 日焼けして疲

れた顔の中にも明るいものを見ることができた。

2.立山隊行動

5月5日 雪千寿ヶ原→美女平

寂れない夜行の旅を終えて合宿の始まりである。

美女平までケーフ守ルに沿ってダブールボッカ。腰ま

での深雪とトンネル内の氷に苦労する。美女平駅

の中に天幕を張る。

5月6日 風雪 CS→下ノ小平

今日もダフソレポッカ。ラッセ/レはスキーで膝上

まである。下りは滑降レースを楽しむが 2度目の

登りは風雪でトレースも消えかかる。

5月7日 風雪 CS→上ノ小平

かなりの降雪だがパス道がはっきりしているので

行動できる。上ノ小平で 3日以来の積雪は 2mを

越えている。 2度目のボッカは楽である。

5月8日 雪 CS →上ノ小平上部

かなりのラッセルでルートも伸びない。この悪天

では縦走隊の行動が心配である。我々は少しづつ

でも前進できるのだが。

5月9日 風雪 CS →追分小屋手前

ひどいラッセルでー追分小屋へデポしたが2回目

の荷上げの途中から吹雪となり， トレースは消え

視界もなく，赤旗を頼りに行動したが夜になった

ため行動を中止し 6人天に 7人入って夜をすご

す。

5月10日 風雪 CS→追分小屋

追分小屋に入り濡れ物を乾かす。連日吹雪のラ

ヅセルでメンパーに疲労が見える。この様な寒波が

来るといくらスペアを持っていても行動が進まな

い。縦走隊はどうしているのか。

5月11日 晴 CS→室堂

やっと晴れたっ気温は零下24度位でラッセルも

膝程度。ピッチが上り予定以上の行動ができたか，

2度目の荷上げは皆疲れていたようだ。顔も真っ黒

ム立山サポート隊

下ノ小平下部
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になり，楽しい会話がはずむ。

5月12日 曇 CS~ーノ越荷上げ，登頂

』縦走隊用食糧.石油をーノ越にデポ後.2パーテ

ィーに分かれ雄山登頂と竜王岳登頂を行なう。ア

イゼンがきき快適である。

5月13日 風雪停滞

3月14日 風雪停滞

昨日来の降雪は1mを越えた。半日晴れれば剣御

前へ行けるのだが。国見岳直下の天幕地は吹きさ

らしで外に出るのが苦痛だ。縦走隊との交信で日

数的打ち合わせをする。大陸の移動高に期待して

消灯する。

5月15日 快晴 CS→剣御前BC

快晴に明け剣御前へ。 I回で行くため 1，2年は

オープンである。雷鳥沢左の尾根をスキーでジグ

ザグに登り，%ほどの所でスキーをデポしアイゼ

ンで行く。ナイフリッジを越え，剣御前の剣より

のピークに BCを建設。後立山が見えすばら しい

BCである。

5月16日 快晴別山登頂

剣方面と雄山へ，上級生でフィックス，荷上げ

に出たが顔も上げられない地吹雪のため引き返す。

晴れているのに行動できないとは残念。

5月17日 曇~快晴停滞

地吹雪がやまず停滞。昼前より太陽が出て，イグ

づr ，"'"乎~

ルーのトイレを作り，各自休養を楽しむ0

5月18臼 快晴剣岳，雄山登頂

4名にて剣本峰への縦走隊用デポとフィックス。

2名にて雄山登頂。剣へはクラストや急な所が多

く慎重に行動する。平蔵コル手前と横パイにフィ

ックス。 トランシーパーで学習院の遭難を知る。

いよいよ明日は縦走隊が入る。

5月19臼 晴縦走隊収容奥大日岳，

雄山登頂

地吹雪でしばらく待機し晴れの兆しの見えた 10

時頃に出発し，奥大日と雄山を踏む。奥大日はジ

ヤンクションピークより大きい雪庇に注意 して行

くが，それでも帰幕時に見るとトレースは時4雪

庇の上にかかっている。注意せねばならない。雄

山もクラストが竪く意外に緊張する。夕刻6時，

縦走隊と北方稜線サポートの 6名が元気に BC入

りし，お互いの再会を喜んだ己

5月20日 快晴剣岳，奥大日岳登頂

4名で剣登頂とフィックス回収 2名で奥大日登

頂。縦走隊は休養である。剣は縦走隊のトレース

を使って早自に登頂。帰路風が強くなりほうほう

の体で帰幕。これで 1年も全員剣岳に登頂させ，

縦走隊も収容し，立山隊の全ての目的を終了した0

5月21日 快晴 BC→追分小屋

縦走隊との別れの日が来た。我々は新たに2名を

丸、一、

ム 立山サポート隊天狗山付近
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加えて下山を始める。途中から風も弱くなり，ス

キーデポから弥陀ヶ原へ一気に滑降する。急ぐこ

ともないので早目に追分小屋に入り，夕食は 4回

戦行なう。

3月22日 晴~曇 CS→千寿ヶ原下山

1年生1名雪盲になりピッチが上がらなかったが

ラッセル跡もあってスキーで調子よく下山できた。

前半からシゴかれる山行だったが色々楽しく，

また勉強になった。縦走隊の無事成功を祈りたい。

(翌日 3年生以上 5名は陸路新穂高へ向い，東

京からのメンパーと合流して南岳サポート隊を形

成する)

3.南岳隊行動

5月24日 晴新穂高D滝谷出合

川上，和田，村木，大島OBの4名で明日の入

山に備えてカートン6ケをデポ。途中村木の膝が

痛み出したので引き返させ 3名で行く。好天で

雪の状態も良好。

5月25日 快晴新穂高→槍平

村木が帰京し，上級生7名でサポート行動開始。

難なく滝谷出合に着き，デポ回収後槍平へ向う。

5月26日 快晴~雪 CS→大喰岳西稜2600m 

快晴に恵まれてどんどん進む。大喰西稜取付きか

ら天気は悪化したがトレースもあって難なく登れ

る。明日途中下山する 4年生和田の，山岳部生活

最後の夜となり，ろうそくを消して 3年生が部歌

を独唱。何となくしんみりした天幕内である二

5月27日 晴 CS →南岳小屋BC

csよりすぐ岩稜帯となり重荷のため緊張する。

やさしい雪稜から大喰岳の頂上へ。ものすごく風

が強く 10目前の剣を思い出す。南岳は大きな雪庇

を巻いて越える。コルにて和田下山。我々は南岳

小屋をBCとし，サポートと登頂態制に入る。ラ

ジオから石原裕次郎の"2人の世界"が流れている。

5月28日 快晴槍，北穂登頂

3名にて槍登頂とデポ回収， 3名にて北穂登頂と

フィッグスを行なう。サブ行動なので順調に槍を

踏み，昨日のデポを回収して帰幕。北穂へはやは

り非常に神経を使う岩稜で 2ヶ所にフィックス

ム立山サポート隊

雷鳥平にて

特に北穏直下の雪壁が悪い。昼の交信で縦走隊が

双六付近にいるととを知り，メンバーの顔も明る

u、。

5月29日 晴~風雪縦走隊収容，北穂，

槍登頂

フィックスに導かれて北穂はスムースに登頂。槍

の2名は縦走隊と再会。意外に元気なので安心す

る。ここまで30日間よくがんばったと思う。 BC

に10名が入り再会コンパを開く。 2台のラジウス

もフル回転で、あった。

5月初日 風雪停滞

5月31日 風雪停滞

4月 1日 風雪~晴停滞

かんばしくない天気図にため息の出る 3日間だ

ったが，明日はいけそうだ。

4月2日 晴北穂サポート後BC→槍平

3名にて縦走隊を北穂までサポート。前日の降雪

でいく分悪くなっており，キスリングでの縦走隊

にとっては神経を使う所だ。松濡岩で縦走隊と別

れ，フィックスを回収後，全員で槍平の小屋へ下

山。

4月5日 晴 CS→白出谷出合

縦走隊と交信しながら下山するが上部はかなり

悪いらしく，今日中に下山できないようなので我

守
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* 
々も白出谷出合に張る。たき火を囲む静かな夜。

4月4日 晴 cs→新穂高下山

一新穂高で縦走隊と再会し， ことに全計画を無事

に終了した。 1カ月に渡って 2ヶ所にサポートす

る厳しい合宿だったが皆よくがんばったと思う。

35日間におよぶ本計画は無事終了した。剣まで

は悪天で，その後休養に神経を使い，テクニック

をフルに使わされた穂高と，全メンパー 100係の実力

を出し切った山行であった。その困難性は 2回入

山したサポートパーティーも同様であったと思う。

この 1年間，不作なリーダー会であったが 3

年生以下全メンバーの良きメンパーシップに支え

られて計画を実現できたことに感謝したい。我々

の足跡は曲がりくねったものになったが，何とか

後に続く者のために努力はしたつもりである。今

後の日大山岳部が良い方向に進まれんことを祈り，

サヨウナラさせていただきます。(半谷・記)

=個人山行

O丹沢水無川本谷遡行

6月28日 L羽賀，以下 4名

O後立山連峰 白馬岳~唐松岳縦走

9 月 2 日 ~6 日 L半谷

O 鈴鹿御在所岳藤内壁

9 月 7 日 ~9 日 L和田，宇佐見，村木

O安達太良山，吾妻山

9 月 13 日 ~16 日 L半谷

O 丹沢セドノ沢遡行

9月15日 L和田，岡田，先本

O 丹沢 中川川悪沢遡行

9 月 22 日 ~23 日 L薬師，岡田，玉置

O穂高 滝谷，屍風，四峰正面壁登挙

9 月 24 日 ~10月 3 日 L和田，山本，宇佐見

O頚城三山縦走

10月 2 日 ~5 日 L玉置

O 北アルプス 北鎌尾根~燕岳縦走

10月 8 日 ~13 日 L中塚，岡田

O飯豊連峰縦走

10月 12 日 ~16 日 L半谷，和田

O丹沢大滝沢原小屋沢遡行

2 月 18 日 ~19 日 2 名

ム春山合宿剣御前ベースキ ャンプにて
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*岩登りトレーニンゲ

広沢寺 3回

日和田山 1回

越沢パットレス 1回

三ッ峠 1回

宮崎その他

O 春季天幕懇親会

5月31日丹沢

O秋季天幕懇親会

10 月 24 日 ~25 日

日大軽井沢寮
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昭和46年度活動報告

CL 中塚功康

46年度の山岳部のリーダ一会は，積雪期におけ

る分散活動(春山， 日高山脈における分散登山)

を目標に，前年度の u 宇奈月~西穂"の整理もつ

かない内にスター卜した。積雪期における分散活

動とは，部員各自が与えられた自分のパートを完

全に消化していくという形の中で各自意欲的な姿

勢を育て， とれを根底として初めて行なわれるも

のではないか， との判断により今年 1年間の活動

方針に決定した。

五月山行は冬の北鎌，春の日高計画のための偵

察ではあったが，北海道 2パーティー，北ア 3パ

ーティーと広く分散し，全パーティーそれぞれ内

容的にかなりの収穫をあげ，今後の活動に対し自

信を深めた山行であった。山行後 8名の新人を得，

伊豆大島において新人歓迎を楽しく行なった。

初夏合宿は 1年生 7名の参加で張り切って横尾

谷生活を行なったのであるが，雨にたたられ，全

計画を終了できなかったのが残念であった。

夏山合宿は昨年度に続き「意欲的登山の追求」

を中心に据え，部員 1人 1人の自主的な行動を大

いに期待したのだが 1， 2年生から良い結果が

得られたにもかかわらず 3， 4年生のリーダー

シップの低さが感じられ，そのためか小さなミス

が見られた。今後これらのミスをいかに生かして

いくかが問題となった。

秋山では積雪期分散活動を頭に入れた山行を行

ない，富士山合宿ではOB諸氏多数の参加を得ら

れたが異常なほど雪が少なし訓練場所にも苦労

した。しかし当初の目的は果たし， ケルン参拝を

すませ無事下山した。

冬山合宿は下山中 2年生 1名のスリップ事故に

より， 46年度当初からの山行を考え直さざるを得

ない結果となってしまった。 45年度夏山での転落，

春山縦走中の雪崩，46年度の夏山のミスなどいず

れも死には結びつかない幸いな結果に終わったた
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II.活動報告(昭和46年度)

め，全員特にリーダー会の中に事故に対する軽視

の考えが生まれ，今後の行動に大きな問題提起と

なった。

冬山事故の上に立脚した計画ということで〉春

山，日高計画は白紙に戻し，事実上の計画を3，

記

=五 月 山行 割毎

1 .日高 ，力ムイ 岳~力ムエク縦走

期日 4 月 28 日 ~5 月 4 日

メンバ- L岡田，羽賀

春山の偵察を兼ねてカムイ岳北東尾根より入山。

誰もいない山行を楽しむつもりで来たのに，先行

パーティーがパッチリトレースを残していって少

々頭にきた。 2年生は喜んではいたが。カムイ岳

で停滞が続き，残念ながらポロシリアタックをあ

きらめてカムエクへ縦走し 8ノ沢から札内川下

山。私の腰が不調で、つらかったが日高を満喫でき

た。

2 日高，ペテガリ岳~コイカク縦走

期日 4 月 27 日 ~5 月 4 日

メンパ- L宇佐見，村木

静内の林道は終わりがないかと思うほど長いが，

やっと着いたベテガリ山荘はタタミじきで実に立

派な小屋だ。西尾根からペテガリ岳に登り jヒ上。

ルベツネ岳周辺が最も悪く ，全てコンテで行動す

る。稜線上はできるだけ雪洞とイグルーを使い，

快適である。ヤオロマップから1839峰へは両雪庇

に用心し， コイカク沢を下りた所で岡田ノミーティ

ーと再会。

2年生にまかせ 4年生はアドバイザーという形

で吾妻山系でスキー合宿を行なう。今合宿で冬山

の事故の原因が解明したわけでーはなく ，今後の山

岳部活動の問題点を残 したままで46年度を終了す

るこ とを残念に思う。

録一

3.明神岳S字状ルンゼ~西穂高縦走

期日 4 月 30 日 ~5 月 5 日

メンパ- L薬師，岸田

S字状ルンゼの核心部は F5で3ピッチ90机で

ある。 トラパースカミらルンゼとリッジになり

番ヤノミい所では 2年生にトップをやらせ初めてハ

ーケンを打って喜んでいる。ルンゼを抜けて明神

主稜に出ると，人が多い上に稜線もアンザイレン

が続き，手間どる。以後，奥穂から西穂、へ雪洞露

営を混えて快適に進み，西穂、沢をシリセードで新

穂高へ下るο

4. 遠見尾根~白馬岳縦走

期日 5 月 1 日 ~8 日

メンパ- L高沢，宗方

遠見尾根はすごい人である。キスリングの我4

とサプの登山者たちとで抜きつ抜かれつ登ってい

く。荷上げ用ヘリが飛び， とてものんびりした山

行など望めなし、。五竜では風雪でツェル卜がつぶ

され，悪天続きであったが白馬へ向かう。猿倉から

杓子岳東薗登撃に向かったが日数不足で下山。

5. 北鎌尾根縦走

期日 4 月 27 日 ~5 月 2 日

メンバ- L中塚，安川

P 4から先は吹雪のため小さな雪崩があちこち

に起きて非常に悪い状態である。特にP5~P6

のトラパースが不安定で気が抜けない。大槍越え

の日は快晴となり，これぞ 5月の山と思わせるが，

人の多いのには閉口する。メッチェンを見ながら

槍沢を下降し，小雪降る徳本峠を越えて島々へ下

山。
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II.活動報告(昭和46年度)

=初夏合宿 * 沢コル~潤沢岳⑤蝶ヶ岳~長塀尾根 ウエスト

ン祭なのか大分潤沢もにぎやかになった。最後の

分散で張り切ったが各ノミーティー， ピッチは上が

らなかったようむ I年生は不調でテントキーパ

ーを 3人も出したが，明日下山ということで活気

が見られる。夕食後コンパを行なう。

6月6日 雨~曇 BC→松本下山

①北海渡②徳本峠③上高地奥穂~岳沢の

下山パーティーは悪天のため中止。北海渡へ10名。

他は 3名と 4名である。昼から雨も小降りとなり，

松本で全員元気な顔を合わす。

概要穂高岳横尾定着

期日 5 月 30 日 ~6 月 6 日

メンバ- L中塚，岡田，薬師，高沢，宗方，

安川，岸田，磯川，羽賀，村木，真

鍋，橋本，篠蜂，中谷，森， 田辺，

藤井， 0 B中山

5月30日 晴島々→岩魚留

まずまずの天気である。 1年生は 1名大アゴの

他は割と調子が良い。島々谷にはダムが完成して

いた。来年からこの道もダムの底に沈んでしまう

だろう。

5月31日 晴 CS→横尾BC

快調に徳本峠を越える。新しくなった新村橋を

渡ってケルン参拝の後，横尾の森へ。

6月1日 曇~雨雲渓訓練

ぐずついた天気だが一応潤沢で雪渓訓練を行う。

北尾根六峰の下である。帰幕後，駒沢大学山岳部

の女子4名が来てさし入れをしてくれたので全員，

特に岡田が色めき立つ。岡田は昨日もパイナップ

ルをもらって楽しそうである。

6月2日 晴分 散登挙

①北尾根 ②北穂南俊 ③北穂東稜 ④奥穂

⑤天狗コル~槍⑥蝶ヶ岳~長塀尾根 昨夜の雨

もあがり分散登挙を行なうが，稜線は新雪やベル

グラがつき，かなり悪い状態である。また東斜面

は日射で軟雪となり，小さな雪崩が起きている。

北穂南稜，東稜も状態が悪く，各パーティーかな

りしごかれた。

6月5日 曇~雨分散登挙

①蝶ヶ岳 ②北穂南稜 ③潤沢岳④槍沢~槍

⑤奥穂雨が降りそうなので 1年生の大半を蝶に

集め，他は上級生中心にスピーディーに登って帰

る。 l年生に疲れが見えてきたようだ。明日の休

養停滞が発表されると歓声があがった。

6月4日 雨 停滞

良い休養となり一日中寝てすごす。天幕内では

1年生の告白大会などが盛んである。

6月5日 晴分散登掌

①奥穂 ②潤沢コル~北穏 ③北穂南稜 ④澗

5月下旬から合宿を行なったため，新入部員の

準備や体力が心配されたが，合宿中新たにメンパ

ーシップなどの欠陥が自についた。 1年生の行動

のにぶさ，返事の不徹底，健康の保持などに現わ

れ，それを 2年生が指導できなかった点が大きな

課題となった。

また上級生は山でもっと下級生の意見を耳にし

て，下級生が何を考え，どういう状態であるのか

知ることも必要でトある。 1年生については蝶ヶ岳

パーティーが多く，収穫が少なかったかと思われ

るが，反面 2年生は多方面で鍛えられ，雪渓訓練

にしても昨年より充実していたようだ。全体にも

っと積極的な計画を期待すると共に，計画の柔軟

性も考えていきたい次第である。(中塚・記)

*岩登り訓練

期日 6 月 19 日 ~20 日

場所足尾山塊松木沢

メンλ- L中塚，岡田，高沢，薬師，宇佐見，

宗方，安川，羽賀，磯川，村木，岸

田，先本，橋本森藤井，篠崎，

田辺，真鍋，中谷， OB嵯峨野， 古

畑，中山
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II.活動報告(昭和46年度)

=夏山合宿 女

概要 立山東菌内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 30 日 ~8 月 11 日

メンバ- L中塚，岡田， 字佐見，薬師， 高沢，

宗方，安川， 岸田，磯川，村木，橋

本，真鍋，篠崎， OB中村，平野，

中山，戸倉，和田

7月30日 晴立山駅→大日平

針ノ木と大日の 2隊で入山する予定だったが，

豪雨で黒部の道が寸断されたため全員大日からの

入山となる。称名の登りは太陽がギラギラしてさ

すが夏山と感じる。各パーティー 2ピッチで登り

切った。

7月31日 晴~曇 CS→室堂乗越

ガスのせいか良いピッチで奥大日岳を越す。橋

本など I年にしてはまずまずの体力。

8月 1日 晴 CS →内蔵助BC

剣御前まで来ると剣の雄姿が望まれ北アルプス

に来た実感がわく o 内蔵助山荘は新築され，立派

な小屋になっていた。ここでお茶をいただき，夏

道を BCへ下降。荒廃がひどく，重荷の 1年生に

は少々危険な所がある。皆よくがんばった。

8月2日 快晴雪渓訓練

ジッヘル訓練中 1年生 1名がシュカブラに胸を

強打し， 数名で内蔵助山荘に運び上げる。応急処

置のあと落ちついたようである。

8月5日 晴~曇搬出作業

小屋の医者から大した事のない事を知り，ホ ッ

とするが帰京させることにする。 6名で小屋から

室堂へ搬出。他は BCにて停滞。

8月4日 晴~曇雪渓訓練

レンズ雲が浮かび，内蔵助カールもガスが重く

たちとめる。 1年生の習得もまずまずで，早自に

帰幕 し天幕の補強を急く〉本日入山した 2名の持

ってきた生肉で夕食が楽しし、。

8月5日 曇~雨分散登掌

①東面トラパース ②丸山尾根 台風接近の風

雨となり 2パーティー以外は全て日大コノレから

引き返す。明日の停滞が発表される。

8月6日 雨停滞

台風はそれたようで 1日中ぐずついた天気で

ある。

8月7日 曇分散登掌

①十字峡往復 ②黒部別山南峰 ③前剣ケノレン

参拝④剣沢回避 はっきりしない天候で計画を

ム 夏 山 合 宿 内蔵助谷左俣ベースキャンプにて
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II.活動報告(昭和46年度)

変更する。 別山南峰からの景色はすばらしく，特

に東面が手にとるようである。前剣のケルンは確

認できず。剣沢回遊は源次郎尾根末端の故高橋計

介氏のケルンを参拝して帰幕。

8月8日 晴分散登挙

①八ッ峰ロング ②大タデガビン沢左俣 ロング

③ニ一 ドル稜 ④中央山稜支稜 ⑤二尾根 ⑥八

ッ峰チンネ ロング (0 B ) やっ と天気回乱ロ

ングを 2パーティー出してBCも淋しくなった。

ガビン沢は出合から連続する滝の右壁を直登後，

岩とヤブのミァクスに苦労しながらつめる。中間

部は小滝連続で楽しめるが奥二股から左に入って

登れない滝に出合い， 引き返してビ、パーク。八ッ

峰ロングは 1. IIのコルより快適に進み，八ッ峰

頭の広いテラスでビパーク。OBパーティーはW

峰Dフェース登撃後三ノ窓ビパーク。二尾根は

J • pの先の壁がなかなか手強い。

8月9日 晴分散登挙

①八 γ峰帰幕 ②大タテガピン沢帰幕 ③中央

稜支稜 ④ニ一ドル稜 ⑤三尾根支稜 @八ッ峰

チンネ帰幕 ガビン沢上部はほぼルンゼ通しに右

のスラブをからみながら直上 し，大ギャップに出

る。その後別山T字路まで猛烈なヤブに苦しむ。

OBはチンネ登撃。その他東面パーティも楽しく

登ったようだ。カ3 ビン沢の帰幕が遅れたため 3名

でハシゴ谷乗越に向かったが，途中で会ってホッ

とする。

8月10日 快晴分散登挙

①丸山尾根 ②三尾根フランケ ③中央山稜支

稜 ④二尾根 ⑤中央山稜主稜 ⑥三尾根支稜

昨年失敗した三尾根フランケを完登。ハング気味

のフェースを直上して最後は快適なリァジ登挙。

リスがなく高度感は怖いほどである。三尾根支稜

は末端の右リッジを新ルート開拓の意気に燃えて

取付いたが， 30mで、行きづまり，ハーケン連打で

腕が疲れて下降する。丸山尾根側稜も短いが快適

なリッジを見つけた。最終日の今日，ひさしぶり

に静かな東面にピトンの歌声がこだましていた。

8月11日 快晴下山，出発

後半分散に向けて北海道隊は下山北ア隊は縦

走に出発し， 定着合宿を終了する。

く後半分散合宿>

1. 日高， コイボクシュ シビチャリ川遡行~

コイ カクシ ュサツナイ岳

期日 8 月 1 3 日 ~21 日

メンバ- L中塚，安川，村木，真鍋

静内林道は車で一気に入れた。コイボクシュシ

ビチャリ 川は比較的おも しろい沢であった。非常

に困難といった所はないが上部は急で楽しめる。

途中シカシナイ沢出合でイワナを14匹釣る。 30侃

級もあって夕食も楽しい。源頭からカムエクの南

西稜を偵察 してコイカクヘヤブの縦走。今年の日

高は寒かったが深く山に入り，楽しい山登りを味

わった。

2. 日高，サ ッシビチ ャリ川遡行~ぺテガリ岳

期日 8 月 1 4 日 ~21 日

メンバ- L宇佐見，磯川， 橋本

サ γ シビチャリ川は中流の美 しい滝と上部のナ

メ滝に味がある。遡行は難しくはないが気温が低

くて渡渉はかなり冷える。稜線へは1599m峰につ

き上げベテガリ岳へ。中ノ 川下降の計画だったが

天気が悪く西尾根を下る。日高は下級生の基礎技

術習得には最も良い山だろう。

3. 黒部川東沢~北鎌尾根縦走

期日 8 月 11 日 ~1 8 日

メンバー L薬師，高沢

内蔵助BCより東沢へ。 この沢は実にのんびり

していて，たまにはこんな山登りもいいと思わせ

る。東沢乗越から反対側のワリモ沢を下降して北

鎌に取りつく。夏の北鎌は縦走路と変わらず全く

問題ない。飛騎乗越より新穂高へ下山。

今年度初めより「意欲的な山登り」ということ

を掲げて夏山合宿を終えた。各自の山登りに対す

る思考性の伴なった積極的な態度を望んだのであ

る。だがこの事を全部員に把握させることは難し

く，時あるごとに説明したが，ただ山行回数を増

せば良い， どんどん山へ行け， と解釈された感が

する。だが夏山合宿では 1年 2年は各自の役割に

対して努力が見られた。ただ3年 4年のリーダー

シップに低さが見られた。 リーダーシップは自分

自身から発するものであり，個人の山に対する考
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II.活動報告(昭和46年度)

えに左右される点で難しさがあるが，改めるとこ

ろは改めていかねばならない。現リーダーに不足

しているものは各自の山に対するしっかり した考

えである。夏山合宿の 3つの小さな事故も， 自分

の弱点とつないで反省する必要がある。

今回の合宿ではOBの方々の参加によって良い

合宿となり，事故処理においても良い勉強，良い

励みになったと思う。

=秋山合宿

1. 北鎌尾根偵察

期日 10 月 24 日 ~29 日

メンパー L中塚，宗方，磯川橋本

冬山計画のため北鎌沢出合に BCをおき，北鎌

尾線下半部の偵察と石油デポを行うが，悪天で胸

ほどのラッセルとなり，雪崩の危険もあって思う

ように動けなかった。

2. 穂高，南岳西稜偵察

期日 10月 24 日 ~29 日

メンバ- L岡田，高汎村木先本

槍平に BCをおき，南岳西稜，中ノ岳西稜をト

レース。 2名は北穂経由上高地下山。胸のラッセ

ルで、シゴかれた。特に中ノ岳西稜上部の大岩峰は

すごく，下級生の冬山を考えた場合難しそうであ

る。

3. 朝日連峰縦走

期日 10月 21 日 ~26 日

メンバ- L字佐見，真鍋

大井沢より大朝日岳を経て中村へ。入山はすば

らしい紅葉であったが 3日目より風雪となる。赤

い山々が見る見る白一色となり，ひどい風に逆ら

いながら歩いた。

4. 後立山，船窪岳~槍ヶ岳縦走

期日 10 月 20 日 ~26 日

メンバ- L安)11，羽賀

後半から山は荒れ，すごい風が吹く。行動も冬

の完全装備である。縦走後槍平で南岳パーティー

に会い， ラッセルしながら新穂高へ下山。

=富士山合宿 * 

* 

期日 11 月 19 日 ~23 日

メンバ- L中塚，岡田，宇佐見，薬師，高沢，

宗方，安川，村木，羽賀，岸田，磯

)1し橋本，真鍋， 0 B池田，片柳，

中村，樋山，大島，中山

11月19日晴

2名の先発がパスで7合目に上る。

11月20日晴富士吉田→ 5合目 BC

雨にも降られずとても良い入山日であった。

11月21日 晴 氷 雪 訓 練

7合目に天幕移動を考えていたが雪が少ないた

め中止する。訓練は風も弱く安心できる。 1年生

も歩行はだいたい良くなってきた。

11月22日 曇 登 頂

2パーティーにて夏道より登頂する。強風のた

め界風尾根は中止。夏道は連休のせいで人の行列

である。落石に注意が必要だ。

11月23日 快晴 BC →富士吉田下山

ケルンを参拝して下山。いつ来ても富士の厳し

さは変わらず，少しの油断も許されない山芯

今年の富士山は異常に雪が少なく 8合目まで

アイゼンなしで登れる程であった。年々，気温が

上がっているのだろうか。風は強かったが無事登

頂を終え， 目的を果たすことができた。ただ2年

部員の弱体が少々見られ，冬山に向かつて問題を

残すことになった。 (中塚 ・記)

=冬山合宿 女

一北鎌尾根・南岳西稜-

1.北鎌尾根隊

北鎌尾根より南岳への縦走

12 月 19 日 ~28 日

L中塚，薬師，宗方，磯川

円む
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II.活動報告 (昭和46年度)

2.南岳西稜隊

南岳西稜より槍ヶ岳，北穂アタック，及び縦走

隊収容

12月 18 日 ~28 日

L岡田，宇佐見，高沢，安川，村木，羽賀岸

田，真鍋，橋本

1.北鎌尾根隊行動

12月19日 曇七倉→湯俣

雪崩の危険もなく楽に湯俣までb入る。京大パー

ティーも入ってきた。彼らも北鎌をやるのだろう。

12月20日晴 CS→P2肩

京大と共に多門次尾根を登る。念、な尾根で木登

りもあるので途中よりダ7"ルボッカとする。 2度

目を終えた時は暗くなっていた。

46年度冬山合宿
(北鎌尾根・南岳西稜)

三!ト

12月21日 曇~雪 CS →P4・5コノレ

P 3は途中からトラパースしてピークへつめる。

やせた尾根に加えて急で，大岩が前をふさぐかの

ような所があって苦労する。下降も浮石が多くや

ばい。

12月22日晴 CS→P 9 

今日よりアンザイレンして行動する。 P5のト

ラバースは問題なく通過したが，北鎌沢コルから

P8までが悪い。ハイマツをホー/レ ドにしての重

荷の急登で，体力を激しく消耗した。

12月23日精~曇 CS→P 12・13コル

独標よりほとんど千丈沢側を巻いていく。この

日初めて西稜隊と交信でき，北穂アタックの成功

を知る。我々は明日の困難を予想して 5日分の食

糧を捨て，軽量にする。

12月24日 快晴 CS→南岳

快晴に明け槍の登頂には絶好の天気である。

P 14の先でスタカ γ ト，その先も登下降が激しく

油断ならない。無事槍を越え南岳近くで岡田，岸

田に会い，南岳西稜隊の南岳ACに入る。西稜か

らコールが聞こえ，北鎌をトレースした感激がひ

としおわいてきた。

(以下の行動は南岳西稜隊に同じ)

2.南岳西稜隊行動

12月18日 曇~晴新穂高→滝谷出合

公共は 1人32kgで全員オープンである。各沢の

雪は安定しており，夕陽の沈む頃. I竜谷出合に着

く。食当も 9人分では大変である。

12月19日 曇 CS弓西稜馬ノ背

馬ノ背までダフソレボッカ。農大パーティーのト

レースがあって楽である。雪質も安定している。

また 2名で第 1岩峰まで、ルート工作を行なう。

12月 20日快晴 CS~ 第 2 岩峰BC

好天で計画はスムーズに進む。フィックスしな

がら BC予定地へ荷上げ。 4張ほど張れる所であ

る。 2名は第3岩峰まで工作する。展望はすばら

しく，下りはシリセードで一気に帰れる。

12月21日風雪 CS→BC 

風雪の中BC建設。 2名にて第 3岩峰へ再工作。

あとは天幕内でギャンフ'ルが花盛りであった。

ハ
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II.活動報告(昭和46年度)

12月22日 晴南岳AC建設，槍アタック

岡田以下 5名で槍を往復する。さすがに稜線上

は風が強いが，雪が少ないせいかあまり冬山の実

感はわかない。宇佐見以下 2名は南岳に ACを建

設し，そこに泊まる。

12月23日 晴~風雪北穂アタック

ACの2名で北穂を往復。息もできない強風に

悩まされながらも，フィックスを利用してどんど

ん進む。 5時間でピ クを踏み、激しい風雪とな

った稜線を慎重にACまで帰る。夕方初めて北鎌

隊の声が入る。一方BCでは休養停滞。

12月24日 北鎌隊合流

一応の目的は達したが， 日数もあるので， B C 

のテントキーパーもアタックさせるべく態勢を整

える。絶好の天気だがACのメンバーを交替した

だけとはもったいない気がする。岡田以下 2名が

AC入りして北鎌隊と再会。夕食をごちそうして

縦走の労をねぎらう。 BCでは緩い太陽を楽しみ，

イブの夜を送る。

12月25日 曇~風雪北穂，槍アタック

北鎌隊には停滞してもらって遭難対策に一役買

ってもらう。 ACの2名は北穂アタック。宇佐見

以下 5名は BCより槍アタック。両パーティーと

も快適なベースで帰幕したが，かなり厳しい風雪

であった。これで全ての計画を消化し，あとは下

山のみ。 1年生もうれしそうである。

12月26日 風雪停滞

低気圧の影響で初めての停滞。南岳ACは2時

間ほどで天幕がうずもれてしまう。ルートの変化

が気になる。

12月27日 雪 AC'BC→西稜取付点

風雪の中，北鎌隊と共に全員がBCに集結し下

山を開始する。第 2，第 1岩峰の下りもかなり悪

くなっており，慎重に下級生を通していく。第 1

岩峰を下降し終わった所で2年生 1名が不安定な

雪に足をとられ回転するように転落し，南西稜と

の聞の無名沢を400祝落下して止まる。上級生の捜

査で発見し，樹林帯の中に収容する。その後本隊

も下降して集結する。腰と足首強打で歩行できな

いが，意外に元気なのに安心する。

12月28日 晴~曇 CS→新穂高下山

新穂高へスノーポートを借りにいく肱公共の

荷下げ隊， ソリで負傷者を引く隊の 3つに分かれ

て行動する。荷下げ隊は重荷にもかかわらず，緊

張しているせいかよく歩いた。暗くなる頃新穂高

へ下山。神岡で診察の結果，異常なしとのことで

あった。

今回の冬山合宿は例年にない好天に恵まれて計

画はスムーズに進み，北鎌隊は 6日で槍を越え，

西稜隊は予定より早く ACを建設し次 2次

アタックを成功させることができた。ただ下山に

おいて 2年生 1名のスリップがあったのである。

これは，好天続きの冬山ということと，樹林帯

に入った気のゆるみなど，山の危険を軽視したこ

とによるものである。気を使いながらも事故を起

こしたことについて，いたらなさを反省するもの

である。メンパーの把握は確実であったか， アン

ザイレンの必要はなかったか，全員に注意を徹底

させていたかなど考えられ，今後このようなこと

のない様努力していかなければならなし、。黒星を

残した冬山ではあったが，今後我々は明確な反省

と積極性をもって， より以上に山に登らなければ

ならない。(中塚・記)

=春山合宿

一吾妻連峰スキー合宿一

概要 谷地平小屋をBHとする定着

期日 3 月 2 日 ~ll 日

宮崎

メンパ- L宗方，安川，羽賀，岸田，磯JII，

真鍋，橋本， 中塚，岡田，宇佐見，

薬師， Q B中村

冬山の事故後，明確な方向づけができなかった

我々旧リーダー会は， コーチ会を主とする経験深

いQB諸兄の意向を受け入れざるを得ず， リーダ

一会内部においても，当初の日高計画に対して自

信もあやしくなってきた。そこで日高計画を中止

し，来年度のため 3年生以下の態勢を早く固め，

小規模のまとまった山行をということで，我々の

中におぼろげにたくわえられていたスキー合宿を
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II.活動報告 (昭和46年度)

行なうことにした。一度も経験のないスキー合宿

は山そのものに対する魅力こそ小さいが，今まで

の登山とは違った観点、から山を見ること，その中

に少しでも我々に欠けているものが得られればと

い う気持ちで入山し た 。 ( 宗 方 ・ 記 )

5月2日 快晴高湯→天狗の庭

スキーをはいてスカイラインを進む。安定した

雪で快調に今日のcsに着く。積雪は 1m。星空

と福島の街あかりが美しい。

5月5日 曇 cs →酸ヶ平小屋

今日もパス道をたどり，早自に酸ヶ平小屋に入

る。午後は一切経の斜面でスキー練習。

5月4日 曇 cs →谷地平BH

姥ヶ原を経て谷地平小屋へ。小屋は完全に埋ま

っており，掘り出すのに苦労したが中は快適な生

活が送れそうだ。夕食はサーモンシチューとフル

ーツゼリー。

5月5日 曇スキー練習

カゴ山にてスキー練習。皆うまくなってきた。

帰幕後は小屋内に天幕の緩房室を作って濡れもの

を乾かす。

5月6日 曇分散行動

①東大嶺，昭元山 ②中吾妻山 ③一切経山

④東吾妻山 分散1日目で皆はり切って出発して

いく。東大嶺の頂上は一面の樹氷で最高の気分で

ある。ガスったらルートファインディングに苦労

しそうだ。所々熊の足跡を見ながら帰幕し，午後

はスキーの練習。デザ トにケーキが出た。

3月7日 曇~雪分散行動

①継森東大嶺②東吾妻山 ③昭元山東大

嶺④兵子烏帽子山 空に残月がかかり，谷地

平を囲む峰々がモルゲンロートに輝く。次第にガ

スとなり，各パーティーともルートファインディ

ングには非常に苦労する。絶えず地図とコンパス

を見ていなければならない。下りは皆楽しく滑っ

てきたようだ。今日を最後に下山する 4年生2名

も現役最後の夜を味わっているようだ。

5月8日 雪分散行動

①東大量昆昭元山②兵子 兵子への稜線は広

く，スキーで行ける。 山形側にかわいい雪庇がで

ている。直下にシーデポして氷化した岩場にステ

ップを切っていくと兵子のピーク，15m位の岩の

上に立つ。本日で分散も終了し，後半の縦走に備

えて明日は休養とする。

5月9日 曇休養停滞

寝すぎて体がだるくなったが全員でひと滑り楽

しんだらスカッとした気分になった。下山も近づ

き， メンバーは皆にこやかである。

5月10日 曇 BH→東大嶺

視界がきかず全く苦労し，あまり進めなかったQ

メンバーは元気である。ジャンケンの結果4年生

が現役最後の夜を食当で送ることになった。

5月11日 晴 cs→小野川湖下山

藤十自民人形石，西吾妻，西大嶺と波打つ吾妻

の山々を越えていく。ガスで苦労するが尾根は広

い。中ノ沢を下り小野川手前でやっとスキーをは

ずし合宿を終了した。

静かに雪は舞い降り，

樹木をやさしく覆う
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ム春山合宿吾妻連峰スキー合宿

=個人山行 責 O志賀，東館山~草津白恨山スキー縦走

O南アルプス 北岳パットレス登掌

6 月 12 日 ~13 日 L， 0 B原田，宗方

O南アルプス 北岳パットレス登撃

6 月 25 日 ~27 日 L字佐見， 宗方，羽賀

O 穂高滝谷登挙

7 月 3 日 ~8 日 L岡田，磯川，村木

O 穂高滝谷登掌

9 月 1 日 ~8 日 L宇佐見， 宗方，安川，真鍋

O南アルプス 赤石沢遡行

9 月 1 日 ~10 日 L中塚，村木，羽賀

o北アルプス 薬師岳

9 月 1 日 ~4 日 L薬師

O南アルプス 北岳パ ァトレス登掌

9 月 9 日 ~11 日 L中山，岡田

O八ヶ岳縦走

9 月 24 日 ~26 日 L岸田，他 l名

O富士山

11月 9 日 ~10 日 L中塚，村木

O丹沢塔 ヶ岳

12 月 4 日 ~5 日 L真鍋，篠崎

12 月 24 日 ~30 日 L， 0 B原因，先本，篠崎

O後立山連峰五竜岳

2 月 10・日 ~14 日 L真鍋， 他 2名

O 三ッ峠 コウモリ沢登翠

2月12日 L岡田，薬師

O吾妻 天元台~小野川湖スキー

2 月 16 日 ~17 日 L宗方，岡田

O北八ヶ岳スキー

2 月 18 日 ~22 日 L中塚，羽賀

*岩登り卜レーニンゲ

つづら岩 1回

広沢寺 2回

日和田山 1回

宮崎その他

O春季天幕懇親会

伊豆大島 5 月 15 日 ~16 日

O秋季天幕懇親会

山中湖日大寮 10月 9 日 ~10 日
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昭 和 4 7 年 度
0972年)

部 長 清 田 清

監督 山口摂 郎

コーチ 中 島 啓

主 将 宗方慎一

部員 4年 CL宗方慎二 SL安川英利

3年村木富士羽賀正一郎磯川忠男岸田達明

2年真鍋政道橋本健篠崎博司

I年 中曽根顕治宮皇政博西本壮平増田繁

部室 千代田区西神田 2-6 -16 日本大学本部内

年間計画を終えて

CL 宗方慎二

今年 1年間を終えて， リーダーの力のなさを今

さらながら強く感じ 1年間思った事もできず，

ただ残念であったと思う。

何故か今年は部員の大部分が退部問題を起こし

ており，少なからず登山計画に影響を与え，つい

には l年生全員の退部問題にまでなった。私'の力

不足である杭反面別の問題があるように思える。

今の部の本質的問題と今の学生気質の問題にもよ

るだろうし，学校側の部への考え方にも問題があ

るように思える。つまりリーダーと，あまり苦労

したがらない学生L かなり悪い学校環境と，夜

間の部の運営， これらの問題が複雑にからんで現

在の状態を作ったのではないだろうか0・これらを

一時に改良したり改革するのはなかなかできない。

かなりの試行錯誤を行ないながら答えを出してい

かないと，これからのクラブは良くならず，責任

の大きさを感じている。
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二五月山行 * 
1. 鹿島槍~針ノ木岳縦走

期日 4 月 27 日 ~5 月 4 日

メンパ- L宗方，羽賀，橋本

天狗尾根から鹿島槍へは雪の状態が悪くて苦労

した。しかし前半は好天が続き，午前中はアイゼ

ンも良くきき，快適であった。 2日間の風雪を雪

洞の中ですごし，気持ちよくグリセードで針ノ木

雪渓を下っていった。

2. ~J岳小窓尾根登拳

期日 5月 3B~ 6日

メンバー L薬師oB，岸田

小窓尾根よりガンドウ尾根下降の計画で入山。

小窓王 トラパース地点にて薬師OBが約 500祝滑

落。ヘリコプターにて富山市民病院に入院。この

聞東京本部が置かれ活動を行なう。 7月9日意識

回復。 8月 31日退院。



II.活動報告(昭和47年度)

く近年の一連した事故について〉

ここ 2年間に連続した事故について反省文を書

けとの事ですが，私自身その解決策，否原因さえ

も完全に消化できぬままに，現在のコーチ会に出

席させていただいている次第で，問題提起のみに

終ってしまいますが，渦中にあった責任者として

筆を取らせていただきます。

1. 昭和45年度反省

学内紛争も下火となった時期にリーダー会は交

替し，総力をあげて宇奈月，西穂の縦走を行なう

目標を上げ，また若手OBのヒマラヤ遠征と， こ

の 1年間は行動の年となった。近年唱えられてき

た少人数により広く，深い山登りを前提に推した

計画を打ち出した。字奈月より西穂の縦走を行な

う場合は必然、的に何隊かの隊を必要とする所から，

1年間に於いて，春山を少人数の隊で動けるリー

ダーとメ‘ノパーを養成する必要があった。そのた

め，無雪期に於いてリーダー養成という目的を掲

げて多くの隊を組んだ合宿を行なった。むしろ行

なわなければならないとの意識が強かった。夏山

の事故はそういう浮き足立った計画の失敗である。

自主性ある少人数による広く・深く・高く登る山

行を目的とした計画は夏山頃から，無理に上から

押しつける計画になった。それは，夏山直前での

春山への焦りである。夏山以後はなんとか慎重に

行動し，春山を終える事ができた。ただ，春山計

画は我々の限度ギリギリの行動であった様に，夏

山の事故反省をジックリ部員に浸透させる域まで

は達する事ができなかった。 OBのヒマラヤ遠征

の成功。また，春山の成功というその表面だけを

とらえた浮き足立つた状態でリーダーを交替した。

行動のみに終始した年度であった。

2. 昭和46年度

前年度を引継いだ新年度は，問題を十分意識す

るも，事故に対しばく然としたもののみ感じるだ

けで，その解決策を解決しないままに合宿を重ね

る事になった。分散した少人数による隊の登山を

前年度の反省の上に年間計画を作成する。だが，

後半に入札冬山を計画する段階になった頃に，

リーダ一層の薄さが浮きぼりとなった。それは年

間を通じて， リーダー・ メンバーとも，黒くドン

ヨリした重苦しい空気が頭のどこかにある様で，

伸々とした行動ができない年であったからかもし

れない。その様な空気の中で，自主性ある登山を

遂行する事は不可能に近い事である。そのことに

よりリーダ一層の問題が提起され，冬山の事故と

なって表面に現われた。また，若手OBの登山も，

事故という現実的な問題として浮き彫りとなり，

ここに事故の問題は学生の延長線上に若手OBま

で拡大して考えざるを得ない。だがその原因の究

明，解決策に明確なる答を得ないままに春山前に

次年度に引継いだ。問題は意識するも解決策を得

られず，終ってしまった年度であった。

3. 昭和47年度

山積された問題とともに引継いだ新リーダー会

はスキー合宿の春山より出発した。それは少しの

問題解決を見ないまま，行動しながら考えるとい

う事になった。そういう空気の中での部員の行動，

または若手OBの行動は，なにかちぐはぐなもの

となってしまう。新OBと学生で計画し，登山し

た5月山行も，事故という結果を生じさせた。問

題を十分意識した人間の事故であった。我々はこ

こに至ってなすすべもなく，考え込むのみなので

ある。だが現実問題として，学生の合宿は積み重

なって行く。

4. まとめ

如何にこの連続する遭難より脱皮するかは，や

はり初心にかえって思考する方法しかない。学生

登山の原点を考える事である。拡大して如何に山

に登るべきか，また探検と我々の求めるものは何

かを今の時点で整理して進む必要性を感じる。山

岳の開発と俗化は日本のみにとどまらず，全世界

に及んでいる昨今，我々はひたすらにそのロマン

を求める事に抵抗を感じては失望の念に図れる。

我々が求めるロマンは果して日本の山に，またヒ

マラヤなどに存在するのであろうか。ただひたす

ら想いをはせる我々にとって未聞の山の存在を自

問自答疑問視するのは不幸ではあるが，その心の

乱れにより事故が生ずるのであれば， この問題に

メスを入れる必要があろう。また反面，開発され

た山への甘えから事故が起きるのであれば，大い

に反省して山に向かうべきであろう。
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現実問題として，我々は山に登りたいと思って

いる。又将来もこの行動を続けたいと思う。山岳

が開発されてゆくのは閉口するが，それと山での

事故は関係なし， と割り切らねばならない。残念

ながらへりくだって考えれば， 日本の山はまだ危

険が多いのである。その点で未聞の要素があると

我々は認め，納得し，それに向かうべきであろう。

「山の開発が我々に油断させる」などと我々は

考えずに行動している以上は，真剣に，卒直に，

山に向かうべきでありそれだけ満足する山登りに

もなると信じたい。

"山岳部今後の目的"というテーマをOB学生

とも大いに討論し合い，また共に山に登りつつ，

山の表面だけでなく，山の大きさ，奥深さなど，

6月9日 雨停滞

昼前に雨もあがりまぶしいほどの太陽が出た。

各自シュラフをほしたり裸になって寝ころんだり

骨休めをしている。 1年生 1名靴の修理中に目に

軽い傷を負ったため下山。

6月10日 晴蝶ヶ岳登頂~上高地下山

昨日のケガの原因をリーダー会で検討し，観察

の精綴の不十分を反省して全員下山とする。蝶ヶ

岳の雪国にて軽い訓練のあと BCを撤収し，奥叉，

明神を見ながら上高地へ下山する。

宮崎岩登り訓練

期日 6月24日

場所日和田山

山のロマンの夢を見たいと思う。 メンバー L宗方，安川，羽賀，岸田，磯川，

(ゲートル18号より OB半谷・記) 村木，増田，宮里，西本， 0 B中島

=初夏合宿

概要 穂高岳横尾定着

期日 6 月 4 日 ~10 日

メンバー L宗方，安川，羽琵磯)11，橋本，

西本，宮里，中曽根，増田，小野山，

OB岡田

6月4日 雨島々→岩魚留

1年生の体調が悪く，大分遅れる。岩魚留の夜

は各天幕から歌唱指導の声がひびく。

6月5日 晴 CS→横尾 BC

1年生にマンツーマンでついて徳本峠へ追い上

げる。その後ケルン参拝して BCへ。信大ノミーテ

ィーが張っていたので少し上流に張ることになっ

た。

6月6日 晴雪渓訓練潤沢岳登頂

ザイテン付近で訓練後，潤沢岳へ全員登る。初

夏には珍しいほどの好天で展望を楽しんで帰幕す

る。 1年生の体力不足が目立つようだ。

6月7日 晴分 散登挙

①j固沢岳 ②天狗コル~槍 @北穂南稜 とて

も状態が良く日中晴れた。 1年生もパテ気味

だがi湯に焼けてたくましくなった。

6月8日 雨停滞

* =夏山合宿 食

概要 立山東菌内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 24 日 ~8 月 2 日

メンパー L宗方，安)11，羽賀，磯川，真鍋，

橋本，宮里，増田，西本，中曽根，

OB古畑

7月24日 曇~雨室堂→内蔵助 BC

昨年同様，黒部川が荒廃しているとの先発隊の

電話連絡で，全員室堂からの入山とする。はっき

りしない天気の中，本谷ゴルジュを下降する。 1

年生はフィックスして通すが，体力不足が目立ち

BC入りは 6時となった。今年の三崎平は雪が多

く，かまどさえ出ていない。

7月25日 快晴雪渓訓練

快晴となり内蔵助のカールもまぶしい。歩行を

中心とする訓練を行なう。 1年生全員に元気がな

く訓練に気合いが入らない。

7月26日 快晴雪渓訓練

力強さには欠けるカミ昨日の訓練もあって 1年

生全体に上達が見られる。

7月27日 曇~靖雪渓訓練

ザイルワーク訓練。 I年生は日一日と上達を見

る。 2年生の歩行は完成の域に入りそうだ。

F
D
 

P
O
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一本した時の空の青さがすばらしい。

7月28日 晴分散登掌

雪渓技術の補強の必要から 3パーティーに分か

れ東面の各雪渓から頂上を目指す。コンテ，スタ

カットを混えて登り，内蔵助山荘でお昼をごちそ

うしてもらった。本谷のグリセードもうまくなっ

てきたようだ。

7月29日 雨停滞

朝のうち降っていた空も昼頃から日が照り出し，

よい休養となった。

7月30日 曇~雨分散登重要

停滞のあとだけに勇んで、出発したが雨もようと

なり各パーティー引き返す。

7月31日 快晴分散登撃

①別山 ②中央山稜主稜 ③中央山稜支稜 2 

日ぶりに晴れて良い分散日和りとなり年生も

東面の白い岩に登撃の楽しさを味わっていたよう

芯昨日ピッケルでー負傷した 1年生が室堂へ下山

し. B Cも淋しくなった。

8月 1日 快晴分散登撃

①三尾根支稜②中央山稜主稜③二尾根二

尾板ルートはいろいろあるがリァジ状の所を登る。

その先のルンゼ状は少しハングしているがパラン

ス登撃で抜ける。主稜もスラブ，ルンゼといろい

ろな登撃があり，浮石の多い点を除けばとてもお

もしろい所である。三尾根支稜は左のフェースよ

り取付き， リッジ通しに快適に登る。 BCには皆

元気良く帰ってきた。明日は下山とあって夕食は

豪華なシイタケ飯であった。

8月2日 晴下山，出発

北ア縦走パーティーと別れて北海道パーティー

は山荘で食事をいただいてから室堂へ下山する。

く後半分散合宿>

1 .中央高地石狩岳~天人峡

期日 8 月 5 日 ~12 日

メンバ- L宗方，篠崎，西本

十勝三股から沼ノ原へ風の強い尾根を歩く。こ

こよりグチャンベツ川を下り，オヤジの足跡も生

々しいヌタプヤンベツ川を遡る。大きな滝もなく，

イワナの収穫は30匹。マーガリンで焼いて豪勢な

夕食である。再び忠別岳の稜線に上り，ひさご沼

より天人峡へ下山。天気が悪く， うまく行動でき

なかったのが残念であった。

2. 中央高地 クワンナイ川遡行~岩間温泉

期日 8 月 5 日 ~lO 日

メンバー L羽賀，橋本，増田

クワンナイ川下流はイワナの収穫26匹。上流は

美しいナメが1500mに渡って続く。水しぶきを上

げながら快適に登りトムラウシ山に出る。大平原

の中に山があるような所である。沼ノ原を越え，

ム一体いつになったらフトンに寝れるのか…立山東面にて
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ニベソツへの尾根に入ると猛烈なヤブとなり，岩

間温泉へ下る。本州の山では味わえない良い経験

だ、ったが， ニベソツまで行けずに残念であった。

3.立山

期日 8 月 2 日 ~4 日

メンパー L安川，中曽根

BCを出発したが 1年生の足が化膿したため室

堂へ下山。計画は笠ヶ岳への縦走。

4. 黒部，柳叉谷遡行~白馬岳

期日 8 月 22 日 ~28 日

メンバ- L磯川，真鍋

字奈月より入山して柳叉谷に入る。上廊下まで

の4日間は渡渉と高巻きの連続である。上廊下も

通行できず，100m以上の高巻きと難しい渡渉をく

り返す。降雨で増水したうえ，スノ ーブリッジも

大きく緊張する所である。 6日目， クラガリ峡の

高巻き 7ピッチ目でザックを落としてしまい，急

いで稜線に出， 白馬岳から猿岳へ抜ける。ザック

を落としたことについて深く反省するとともに，

全く無念でならない。この谷は良い時期を選ばな

い限り完全遡行は難しいであろう。

初夏，夏山と 2つの合宿を終えてその成果をみ

ると，検討，把握，体力の不足などの大きな原因

の結果，計画の完遂が見られなかった。十分な反

省のもとに今後ともりーダ一会は今の情勢を良く

分析し，以後の積雪期登山において事故のないよ

う部活動を行ないたい。また下級生においては自

分自身の体力，基本的技術などよくふり返って，

常に自分の力を向上させる様努力してほしい。

己は敵なり，己を知り，己に勝て。 自分の力

を良く認識し，その上で計画の遂行を行ないたい。

=秋山合宿

1.南ア，農鳥岳~三伏峠縦走

期日 10月 23 日 ~28 日

メンパー L宗方，中曽綬，増田

(宗方・記)

官毎

II.活動報告 (昭和47年度)

途中北岳を往復して静かな南アルプスを楽しむ。

2. 飯豊連峰縦走

期日 10 月 20 日 ~27 日

メンバー L安)11，真鍋宮里

川入より机差岳へ縦走，大石下山。 2日目から

山は荒れ狂い，冬近しという感じである。 5日間

続いた風雪，風雨の行動で 1年生には良い経験に

なったろうが，晩秋の飯豊は少し厳しすぎるよう

だ。やっと晴れた空の下，ナメコを採りつつ里へ

下った。

3.中央高地 zニペソツ山

期日 10 月 23 日 ~28 日

メンバー L村木，羽賀，西本

春山のための偵察。十勝三俣より小天狗岳を経

てニベソツ山往復。湯煙あがるヌプントムラウシ

温泉に下り笛を吹きながら沼ノ原山へ向かったが

真新しい熊の足跡に驚いて引き返す。秋の中央高

地の稜線は猛烈な吹雪に歩行もままならず，ルー

トファインディングの難しさにはつくづく驚いた。

=富士山合宿 女

期日 11 月 30 日 ~12月 4 日

メンバー L宗方，村木，岸田，磯川，真鍋，

橋本，宮里，中曽根

今年も雪の便りがきかれる時期になり，初めて

の積雪期合宿を行なう。剣岳事故以来失敗を重ね，

秋山でやっと満足のいく登山のできた我々に， 自

然は必ずしも味方してはくれないだろう。しかし

今まで習ってきた技術，知識，体力を全員が一致

団結して山へ行けば，必ず満足のいく山行ができ

るであろう。

余裕をもって自分を守り ，どんな事態にも冷静

に対処で、きる力強い精神を，今回の富士山に望む。

富士の数多くの遭難を良く理解し，風と氷に負け

ない力を養うように。

(宗方・記)
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11月30日晴~雪富士吉 田 → 3合目

l年生も大分体力がついた杭例年に比べると

やはり弱い。出発の遅れもあって 3合目に張る。

12月1日晴 CS →5合目 BC

BC建設後 2隊に分かれ，訓練と上部偵察を行

なう。雪は 8合まで行かないとない。

12月2日晴 BC ~ 8合目

登頂に向かったが強風のため 8合目で断念する。

突風と初めてのアイゼンでの下降で I年生は緊張

していた。

12月5日晴 BC ~ 10合目

好天に恵まれ登頂に出発。 9合あたりから一面

の氷雪で風も強く 1年生は突風体勢解除になっ

ても体勢をとり続け動こうとしない。斜面にへば

りついて非常に緊張を強いられる。 10合まで引っ

ぱり上Ij: 下降は 80mフィックスし本8合の小屋

より大沢を下降する。緊張する長い下りだったが

各学年とも役割を理解して充実した行動であった。

12月4日 快晴 BC →富士吉田下山

ケルン参拝後下山。 1年生アゴを出し一ツ橋大

と張り合ったが負けてしまう。

3名の欠席者の下に富士山合宿を行なったが，

果たしてそれが良かったのか悪かったのかはまだ

まだ結論が出ない。何故 3名もの欠員を出したか

については全てリーダー会運営のまずさにあった

と思う。部の運営という面で今後の合宿に期待し

たい。

=冬山合宿

一笹ケ峰BC定着合宿一

期日 笹ヶ l峰BC定着合宿

世除

メンパー L宗方，安川，岸田，村木，磯)1し

真鍋，橋本，中曽根， OB金坂，中

島，神崎，長島，三好，小島

12月23日 雪杉野沢→笹ヶ峰BC

杉野沢リフトで荷上げ中真鍋が落ちたので美鈴

屋で休ませ，他の 5名でスキー場をトラパースし，

林道づたいに笹ヶ峰の快適な小屋に入る。笹ヶ峰

は積雪 1~2 m。明日の準備やスキーの修理にあ

わただしいが，上級生のみなのでスムーズに事が

運ぶ。

12月24日 雪 BC~杉野沢

残りのデポ回収と本日入山の 2名及び真鍋を迎

えに杉野沢へ。重いラッセルだ、ったが後ろから自

衛隊パーティーが来たのでもっけの幸いと道をゆ

ずる。全員BC入りとなり王子井がうまい。石池

ストーブを上げたので暖く，濡れ物も早く乾くよ

うだ。

12月25日雪~曇スキ練習

トクサ沢を渡り，京大ヒュッテの北側に切り聞

きがあったので日大ゲレンデと名付けて練習を行

なう。スキーのうまさは宗方，磯川，岸田，橋本

以下の順である。

12月26日曇分散行動

①三田原山②十二曲③杉野沢分散に入る。

暗い内に出発すると天狗原山がモルゲンロートに

染まる。ピークに着いても降雪で展望はなく滑降

して帰幕する。

12月27日 快晴分散行動

①三田原山②天狗原山③黒沢岳終日快晴

で良い登高日和りである。各パーティー途中下山

だが，少しずつ足が伸びている。

12月28日曇分散行動

①黒沢岳②スキー練習③杉野沢黒沢岳へ

はスキーとワ γ パを交互に使ってピークに立つ。

下りは滑降してアッという間である。金坂OB以

下 3名がBC入り。橋本は捻挫のため下山する。

12月29日曇分散行動

①三田原山 ②天狗原山 OBを混えて三田原

山へ向かい，山の見方，赤旗のつけ方などアドパ

イスを受ける。天狗原山へは先日の滝沢右側の尾

根の更に右にノレートをとるが， ヤ・ブで急、な尾根で

吹雪が強くなって濡れながら帰幕する。

12月30日雪~晴休養停滞

12月31日雪分散行動

①火打~妙高山ロング ②天狗原山 5名にて

火打岳へ向う。 三田原山を越すと稜線はクラスト

し，風も強く冬山を感じさせる。雪庇は 1~ 2 mo 

一面平らな黒沢池へ滑降し，ここに幕営。天狗原

への正しいルートもわかった。尾根は細く雪庇も
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出ている。 BCもロングが出て淋しくなった。

1月 1日 晴~雨分散行動

①火打~妙高山ロング②三田原山 ロングは

黒沢池ACより火打岳を往復。 1年生の体力，技

術とも不足でなかなか進まず，後ろから来た京大

パーティーにも抜かれてしまったが，頂上からは

日本海から富士山まで見渡せた。三田原山は黒沢

より登頂。全員元気に1973年を迎えたことは何よ

り喜ばしい。

1月2日 雨分散行動

①火打~妙高山ロング帰幕 ロングは大倉乗越

付近にシーデポして妙高山アタック。デプりがあ

り，心配な所もある。三田原南峰より BCへ向か

うが 1年生不調などで帰幕は暗くなった。 BCは

停滞。 OB神崎，長島，小島氏入山。

1月5日 風雪分散行動

①妙高~火打岳ロング②杉野沢 2次ロング

は黒沢池AC経由で、妙高山へ向かう。スキー， ワ

カン，アイゼンを駆使。昨日ストッグでさし，傷

を負った真鍋はOBと下山。

112km 
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1月4日 雪 分 散 行 動

①妙高~火打岳ロング ②弥八山 ACより火

打のアタックはヒゲもマツ毛も凍るかなり厳しい

登高となった。 ACを撤収してBC /、弥八山は

直下が急で，木にぶら下がりながらピークを踏む。

全ての分散を終了した。

1月5日 快晴 BC→杉野沢下山

快晴の中，池ノ峰で部歌を唄い，各自のスキー

技術を駆使して下る。

富士山合宿から部内のごたごたの結果，冬山は

スキー合宿一本にしぼって妙高山群において行な

ったが，形としては全員の火打アタック成功とい

うことでうまあまあの出来といえる。しかし内容

を考えると参加 1年生 l名，そしてその 1年生に

ふり回されて終 った合宿だったのではないだろう

か。キスリングでさえ自分で背負えない 1年生で

あったと言えばそれまでだが，あれでは本当に冬

山へ登ったなどとは言えない。これからも，もっ

ともっと 1人 1人の力を伸ばせる山登りを入れて，

ねばり強い登山をしていかねばならない。

妙高・火打山

概念図

L>-

(宗方・記).-



II.活動報告(昭和47年度)

=春山合宿 女

一知床半島一

概要知床半島，ルサ乗越~ポロモイ台地縦走

期日 3 月 1 日 ~13 日

メンバー L岸田，羽克村木，橋本，真鍋

く目的と意義>

年間計画での春山合宿は北海道中央高地で行な

うということで準備を進めてきたが，部員の減少

と秋山以後の部内のごたごたなどで，冬山の終了

した時点で全員でもう一度考え直した結果，知床

で行なうことに決定した。誰も行ったことのない

知床ということで少し抵抗も感じるが，一方では

新鮮でやりがいのある，真に実力を伸ばせる合宿

が行なえると思う。

あくまで謙虚な姿勢で臨み，絶対事故を起こし

てはならない事を，各自肝に命じなければならな

し、 3年 2年だけということで，得てして慣れ合

いを生じがちであるが，常に厳しさを忘れてはな

らない。リーダー交替をした今， メンバーシップ

の如何に合宿の成否がかかっている。各自の仕事

の認識と遂行によって生まれる全員の強い団結カ

ーが，厳しい知床の気象に打ち勝つ力になると思う。

各自合宿に何を求め，何を行なうかということを

良く考えて臨んでもらいたい。(岸田・記)

5月 1日 晴釧路→ルサ川河口

長かった船のアプローチもやっと終わり，羅臼

から車をチャーターして 2回に分けてノレサ川に入

る。河口から少し入った所に天幕を張る。さすが

に気温は低u、。

5月2日 曇 cs弓ルサ乗越

めまぐるしく変わる天気の中をノレサ乗越までダ

フ'ルボッカで、ある。右に左にスノーブリッジを利

用して渡りながら進む。雪が乾燥しているのでス

キ が軽い。 2回目は体力の消耗が激しく，足取

りも重い。

5月5日 曇 cs →ルシャ台地南端

c sに後半縦走用デポを置いて，一路岬をめざ

す。右に雪庇，左に樹林の苦しい登高。真鍋が転

倒，スキーを折ったため修理に 1時間要した。ル

シャ岳の登りはクラストが激しく，風に何度も倒

されながらじりじりと進む。強風でなかなか行程

が伸びない。

5月4日 風 雪 停 滞

視界は全くきかず，偵察に出ても赤旗を頼りに

帰ってくる有様だ。

5月5日 風雪 cs→ルシャ台地中央

視界なく二重山稜となり， どうしてもルートが

わからず，行動を打ち切る。先はまだまだ長いの

に行動が伸びないが，それでもみんな気楽にやっ

ているようである。

5月6臼 風 雪 停 滞

激しい風雪で動けない。キジ打ちもままならな

い。天幕内では将棋をしてヒマをつぶす。

5月7日 風雪停滞

本日も沈殴。将棋， トランプの他にやることな

し。入山して一週間，まだこんな所にいるのは，

かったるいことだが，明日は何とか動けそうなの

で望みをたくす。

5月8日 雪~晴 cs →ポロモイ台地先

視界不良で苦労して台地を下る。この頃から春

山陽気となり全員大汗をかいて進む。知床台地が

近づく。この登りはスキーでは無理で，急な上に

クラストが激しい。ヒマラヤの山へで、も行ったよ

うに10歩登っては息をっき，かなり体力を消耗す

る。台地を抜け，ポロモイ台地までは西側が100

m以上切れた細い稜線で， トラパースがやばい。

ポロモイ台地入口まで来た時，羽賀が転倒し，左

肩を脱臼。とこまで来れば岬まで確実にアタック

できると恩われたが，計画を中止し相泊への下山

を決める。サマツキヌプリ直下のコルに設営し，

アイスハーケンでしっかり固定する。

5月9日 雪~曇 cs →モイレウシ湾

歩行に問題ないので負傷者にはカラ身でがんば

ってもらう。ウナキベツ川を下っているつもりだ

ったが.%ほどの所でモイレウシ川とわかり，渡

渉に苦労しつつ海岸に出る。湾には薄い氷が張り

つめ，崖からの滝は凍りっき，知床らしい風景を

展開させる。国後の山もはっきり見える。

5月10日 晴 cs →ウナキベツ川
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II.活動報告(昭和47年度)

海岸線が通過できず皆がっかり したが，気をと

り直 して300m上の尾根を越える。ヤプコギに苦労

してウナキベツ川に下り，幕営。

5月11日 快晴 cs→羅臼

540mの尾根を越えてカモイウンベ河口に下る。

快晴の下，久さ しぶりにシールをはずして滑降し

ていく。相泊より車で負傷者を根室粟津の病院へ

運び，他はソリをひきながら羅臼へ。

5月12日

2~3 日で退院できるとのことで，全員で相談

した結果，後半縦走 (羅臼岳へ南下 )を行なうこ

とに決定する。

5月13日 曇 ルサ川河口 Dルサ乗越

再びルサ乗越へ行動を開始するが，デポがカラ

スに食われたようで石油と昼飯 1ヶしか残ってい

ない。残念だが縦走をあきらめ羅臼へ下山する。

リーダーを交替して 3年 2年の 5名による合宿

であったが全員よくまとまり楽しい合宿が行なえ

たと思う。しかしポロモイ台地におけるケガ，ル

サ乗越のデポ失敗，ノレートファインディングの悪

さなど，山の難しさを改めて感じた。楽しさの中

の厳しさに欠けた点は否めなし、。いままでの慣例

にこだわらず，原点に立ち戻って山登りをするこ

とが必要でドあると思う。基本的な力の不足をこれ

からの山行で補っていきたい。(岸田・記)

器具報告

装備は失敗した。デポの全てをカラスに荒らさ

れるとは誰が想像できただろう。米一粒も残さな

いその略奪ぶりにただ感心するばかり。結局知床

のカラスを甘く見てしまったのである。スキー使

用についても稜線上はアイゼンで快調に進めたし，

地形的にもワカンの方がずっと効力を発揮できる

だろう。おそまつな反省となって残念芯

(橋本・記)

食糧報告

軽量化の点に甘さがあり，機動力に影響した。

知床の現地食として海馬を食べようなんて話も出

た杭夢物語に終った。地域性や登山内容に適応

する食糧を考えねばならない。(真鍋・記)

=個人山行

O九鬼山，御坂黒岳

4月23日 L真鍋，橋本

O丹沢水無川本谷遡行

5月18日 L羽賀，中曽根，小野山

O 立山研修所

5 月 18 日 ~26日磯川

O丹沢ザンザ洞遡行

'‘ 

6月27日 L宗方，橋本，真鍋，増田

O南アルプス 北岳

8 月 5 日 ~6 日 L磯JII，村木

O穂高岳

8 月 11 日 ~13 日 L安) 11 ， 他 1 名

O 穂高扉風岩登撃

8 月 21 日 ~25 日 L羽 克 村 木，0 B原田，

OB岡田

O 雨飾山

9 月 2 日 ~3 日 L羽賀，他 1名

O谷川岳

9月10日 L羽賀，他 5名

O大菩薩縦走

9 月 14 日 ~15 日 L村木，中曽根，宮里

O谷川岳~蓬峠縦走

9 月 15 日 ~17 日 L羽賀，岸田

O頚城イカズ谷遡行

9 月 20 日 ~25 日 L宗方，橋本

O 南アルプス 鳳嵐三山

9 月 23 日 ~26 日 L安川，中曽根

O 後立山連峰 白馬岳

9 月 29 日 ~10月 2 日 L岸田，宮里

O 安達太良山

10月10日 宗方

*岩登りトレーニンゲ

三ッ峠 1回

女その他

O 春季天幕懇親会

臼光光徳牧場 5 月 13 日 ~1 4 日

。秋季天幕懇親会

日大軽井沢寮 10月7日

T
i
 

門

i



II.活動報告(昭和47年度)

くなんだかわからないが今書きたいこと〉

神崎忠男(37年度卒)

私たちが学生の頃の山岳部と今の山岳部ではい

ろいろの面で変ったところも多い， しかし楽しく

安全に山登りをしようということは今昔東西変り

のないことと思う。私たちの頃は，楽しさを規制

された面もあったが，それは安全な山登りという

ことを考え Iつの登山のルールに基づく登山であ

った。最近の山登りを見るに，楽しい山登りをす

る反面，安全性を，時としては責任感までも無視

した登山を見ることがある。丸私たちの頃は部

員も多く，それなりの規則・規律による部の運営

もやむをえず，時には自分を殺した山登りもしな

ければならなかった。しかしこれは当時の山岳部

の形態から団体活動の中の協調性ということで自

分を殺すことも，自分なりに人間形成のー固との

考えを持ったり，当時の部員としてはそこらへん

が部員としての自覚を持たなければならなかった

ところであったようにも思える。そういう山岳部

であっても，上手に言葉では言えないが結構楽し

く山登りをして来たつもりでいるし，そう考えな

ければ過ぎた学生時代の思い出に悔を残すことに

なろう。

最近は楽しくやろう，個人的満足を得ようとい

うことから考え方がとにかく解放的になり，安全

を無視してしまう。当部では最近「自由精神に基

づく民主的登山……」というと， さも聞こえはい

いがそれは「勝手な精神に基づく解放的登山」の

様にも思える。

自由とは自分たちが責任をもった行動をするこ

とであり，責任がともなわない行動は勝手という

ことである。だから規則・規律があるからといっ

て自由でないということは言えない。

社会も人も解放的になった今日，昔の時代のこ

とはすべて悪い様にとられがちであり昔の良いこ

とまで無視される。何でも新しいものが進歩的と

考え無雑作に考えもなく新しいものに染まってい

くのは無能なことと信じる。

現代にそったことをやろうとすることは大切な

ことであり，叉そこに進歩も生まれてくる。そん

な時こそ昔のことを見つめ，その良し，悪しを判別

してはじめて今やろうとしていることの価値がわ

かるのではないだろうか。

今までいわれてきた「謙虚」な気持ちで過去を

見つめ，運営面にしても技術面にしても自分たち

のものにしていかなければならない時期と考える。

安全を考えた，学生らしいスポーツ登山を，そ

して真剣な気持ちで厳しい山登りをしたい。……

「遭難J..…あっしにはかかわりあいのないこ

とでござんスといきたいものだ。

最近の女の子の服装を見るに，長袖を短い袖の

下に着ている。袖の短い物から下に着るものと思

っていた。そのうちパンツを長ズボンの上からは

く時代になろう。山登りも先々どう変わるか知れ

ないが，遭難してはいけないということは絶対変

わることがないだろう。

最後に，規律・伝統・シゴキ・ギセイ的精神，

そんな言葉がなつかしくも思われる。

(ゲートル18号より)
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昭和 48年度
0973年)

部 長 清田 清

監 督 山 口摂郎

コーチ 嵯峨野 宏

主 将 岸田達 明

部 員 4年 CL岸田達明 SL羽賀正一郎磯川忠男村木冨士

3年真鍋政道橋本健

2年増田繁中曽根顕治

1年 安藤覚渡辺将則森田英夫風巻和男呉春美小林啓子

部室 千代田区西神田 2- 6 -16 日本大学本部内

昭和48年度活動報告

CL 岸田達明

ここ近年部員の減少 していく傾向が見られ，そ

れに伴う部全体としての実力の低下から自ずと出

来得る範囲が狭められて来，増々山岳部としての

魅力の低下をきたしてきた。そこで48年度山岳部

の運営にあたり，魅力ある目的，すなわち冬の剣

岳をポーラーで行なうこととし，それに向かうて

進めることとした。

春山合宿

前年度リーダ 会の計画を受け継ぎ，北海道知

床で行なった。結果は途中下山に終り 2週間の

登山期間中に予期せぬ問題と厳しい気象条件にみ

まわれ， リーダーシップと登山の困難性を感じさ

せられたが， メ、ノパーシップの面では満足ができ，

楽しい山行が行なえた。

五月山行

冬山計画に従い，剣岳西大谷尾根と赤谷尾根の

2パーティーを出し計画を遂行してきたが，冬山

を考慮した場合 I年生を安心して歩かせる場所が

なく，再考しなければならなくなった。山行後10

名(女子 2名を含む)の新人を迎え，扇山におい

て新人歓迎山行を楽しく行なった。

初夏山行

新人を迎え毎週丹沢などに個人山行が出て部の

雰囲気も活発化し，昨年退部した 2名の 2年生も

戻って来た。 1年生にとって初めての大きな山行

を横尾谷で行なう。登山の困難性を再認識させら

れた山行であった。山行後， 日和田山で岩登り訓

練を行なう。

夏山合宿

前半を定着による訓練合宿とし，後半に意欲的

登山の追求をはかった分散縦走とした。定着は立

山東面にて行な ったが雨にたたられ目的を遂行す

るととができなかった。反面後半は天候に恵まれ，

高天原，白山，中央高地，後立山など，それぞれ

充実した山行を行なえた。その間 4年生 3年生

の各 1名が別々の隊でインド，パンジャブヒマー

ルに遠征した。

秋山山行

夏山後 2年生 2名，女子 2名の退部問題で部内
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II.活動報告(昭和48年度)

がごたつき，衰退気味となってきたが，冬山に向

かつて活動する時期となった。我々の目標とする

冬山は雪にシゴかれ，人のいない，かっ高い山と

いうととで年生を考慮した結果剣岳がだめと

なり， 目的を白山に変えた。白山偵察，北アルプ

ス，南アルプスと紅葉と新雪の秋山を満喫したが，

4年生と 1年生だけの参加となり48年度の最後ま

で尾をヲ|いた。

富士山合宿

退部問題が相つぎ，冬山計画へのあせりも出て

きたが，外国遠征者も帰ってきて計画を 1週間遅

らせて行なう。突風もなく全員登頂する。

冬山合宿

部員減少で冬山どころではなくなってきたが，

白山山塊の三方崩山で行なう。高さこそ2000祝あ

記

=五月山行

1.西大谷尾根より剣岳

期日 5 月 3 日 ~7 日

メンパ- L岸田，橋本，中曽根

西大谷尾根は馬場島より奥大日岳へ達する大き

な尾根である。雪洞を使って登るが葛葉山の手前

の急なルンゼがかなりやばい。加えて 2年生不調

である。大日 の稜線へのツメは尾根というより雪

壁で，ザイル 9ピッチで上部の雪庇を越えて稜線

d、冬は相当いやらしい所だろう。以後慎重に剣

へとばし，頂上で村木隊と合流して早月尾板を下

る。

2.赤谷尾根より剣岳

期日 5月 4B~7 日

メンバー L村木，磯川

馬場島で2日停滞をくらったが，天気は持ち直

し，赤谷尾根からの剣の姿を楽しむ。大窓の頭か

らアンザイレンで慎重に行く。特に三ノ窓へのト

ラパースは先年の事故もあり，ハーケンを打って

アプザイレンで下る。立正大パーティーは八ッ峰

まりと低いが豪雪と上部は雪稜雪壁の連続でかな

り手ごたえがあり， 1600 m以上ではザイルをはず

すことはできなかった。 I年生にも良い経験にな

った山行であ った。

2月にリーダー交替し， 48年度を終える。かえ

りみると部の衰退現象を何とか良くしようと魅力

ある目的を作り，それに乗っ取り運営しようとし

たが，現実に追われまた実力のなさから満足する

ことができなかった。リーダ一会でも目的を把握

することができずに山の対象を変えたりして，下

級生の登掌ー意欲をなくしたことを反省する次第で

ある。

皆であたためま友いた計画こそ大きな目的になり

得ると思う。

録一

女 をやったとかで，なかなかにくい。本峰で岸田パ

ーティーと合流後，馬場島へ下る。

*新人歓迎山行 扇山

期日 5月20日

メンバ- L岸田，羽賀，磯川，村木，橋本，

中曽根，増田，風巻，三輪，松本，

小杭 OB樋山

=初夏山行 切除

概要 穂高岳横尾定着

期日 6 月 15 日 ~18 日

メンパ- L岸田，羽賀，磁川，村木，橋本，

増田，安藤，渡辺，風巻，松本，岡

田，呉，小林

例年行なっている初夏合宿は学校の授業を 1週

間休むことになるので，今年からは行ける時に行

ける人間で山行を計画し，ここに 1年生全員の参

加を見，例年の初夏合宿を縮小した形の山行を行

なうことになった。 1つの山行で確実に何かを身
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につける心構えで参加してもらいたい。

(岸田・記 )

6月15日 曇上高地→横尾BC

汗をにじませながら横尾への林道を行く。ケル

ンで歌をうたい，バテる者もなく順調に BCに入

る。

6月16日 快晴雪渓訓練，潤沢岳登頂

気分の良い快晴。 1年生 1名がシュルントに落

ちて少し休ませる。雪渓訓練後5名で澗沢岳登頂。

ひとかかえもある落石にあい，すんで、のところで

よける。後発の村木以下 3名と合流する。 BCは

ネズミが出るのが難点、である。

6月17日 曇~雨分散登挙

①天狗コノレ~槍 ②潤沢コノレ~北穂 ③北穂南

稜④奥穂⑤蝶ヶ岳昼過ぎより雨となり，槍

パーティーは断念。不調者もいたが無事分散を終

了し，夜はうまいメシを食う。

6月18日 雨下山

①上高地 ②徳本峠 1年生 I名急性属桃炎で

車で般本の病院へ，また 1名は急性胃腸炎で茅野

の病院に入院したが大したことなく帰京する。上

高地は人も少なく，初夏の香りに満ちていた。

岩登り訓練

期日 7月 1日

場所 日和田山

メンバ- L岸田，磯川，橋本，真鍋，安藤，

風巻，小林，呉

=夏山合宿 女

長期の休みと天候に恵まれる夏山は，冬山.春

山と年間計画に必要なもの，我々に足りないもの

などを習得するにはまたとない機会である。今合

宿に臨むにあたり， メンバーシップ，そして謙虚

な心を常に忘れず， 目的を把握して参加してもら

いたい。(岸田・記)
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概要立山東面内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 27 日 ~8 月 8 日

メンパ- L岸田，羽賀，磯川，村木，橋本，

中曽根，渡辺，呉，風巻

7月27日 晴~曇立山駅~大日平

暑い日差 しであるが午後からもやがかかる。 1

年生は比較的強いが2年生がアゴを出す。

7月28日 晴 CS→室堂乗越

1年生 l名吐いたので少し休ませる。夜は星が

出て室堂の夜景が美しい。

7月29日 晴~雨 CS →内蔵助BC

早いパーティーは快調なピ γチで進む。渡辺，

風巻とも強い。山荘でお茶をいただいて雨の夏道

を下るが，木が濡れてツルツルし年生は苦労

している。 BCは慶応大，九州、|歯科大，社会人な

ど6張も張られていて，我々は 2張をやっと張っ

て狭い思いをする。

7月初日 曇~雨雪渓訓練

カールにて歩行， グリセード， ジァヘル訓練。

2年生は l名だが上達が著しい。 1年生はもっと

うまく今後が期待される。 BCでは天幕の下の雪

が冷たく不快である。

7月31日 雨停滞

外の雨と下の雪で非常に不快。

8月1日 雨停滞

食当は早朝 3時より 9時まで 6時間がかりで

朝食を作る。全くいやな天気である。昼間やっと

もう一張張る。村木入山。

8月2日 雨~曇停滞

朝からひどい風雨だったが，体がなまっている

ため晴聞をつかんで、アザミ採りパーティーとフキ

採りパーティーをそれぞれ三本歯と内蔵助平に出

す。フキは収穫ゼロだがアザミはたくさん採れ，

料理しておいしく食べる。

8月5日 曇~雨分散登挙

①ガビン沢出合 ②黒部別山 ③東面トラパー

ス 天候が思わしくなく ，雪訓を変更して分散と

し，稜線へは上級生のみ出す。昼からドシャ降り

となり全員濡れて帰った。本谷の真砂尾根側の支

沢で遭難者が出たため慶応のメンバーと共に山荘

へ搬出する。かたわれの女性をBCに泊めたが，
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ありがとうの一言も出ず。

8月4日 曇~雨停滞

全員停滞疲れで晴天を待ち望んでいるが，なか

なか良くならない。本日，村木下山。停滞と食当

だけやって帰っていく。

8月5日 曇~雨雪渓訓練

はっきりしない天気だが出発。 1年生の男 2人

は普通以上の出来。 2年生が弱い。午後から雨と

なりグショぬれで帰幕する。

8月6日 晴分散登掌

①丸山尾根 ②中央山稜主稜 ③中央山稜支稜

④二尾根 やっと晴天となり各パーティーとも乾

いた岩を楽しんだ。しかし全員に疲れが見えるよ

うだ。

8月7日 曇~雨分散登挙

丸山尾根，主稜，竜王，黒部別山を出したが，

天候に恵まれず各パーティー引き返す。今年の夏

山は雨続きで結局登撃できたのは 1日のみ。計画

が消化できず残念だ。夜はやっと星空になり，キ

ャンプファイアの火がもえる。

8月8日 晴下山，出発

高天原縦走パーティーと別れて室堂の人混みの

中に下山する。定着で寒い思いをしただけに，後

半分散ではそれぞれ山の楽しさを味わってほしい。

く後半分散合宿>

1. 高天原~烏帽子岳縦走

期日 8 月 8 日 ~14 日

メンバ- L磯)11，風巻

五色ヶ原から東沢出合へ。高天原新道をヤブコ

ギに苦労しながらたどる。口元ノタル沢を下降し，

温ノ沢までは上ノ廊下遡行となる。廊下沢出合付

近には大正池のような大きな池ができている。再

びはい上り，高天原での 1日の休養は温泉を楽し

む。あとは雲ノ平から野口五郎，烏帽子を経て葛

温泉下山。

2. 中央高地 クワンナイ川遡行~旭岳

期日 8 月 11 日 ~15 日

メンバ- L羽賀，渡辺

前半天気は悪かったがナメ滝の上のコケが気持

ち良く，沢登りの輿を増してくれる。稜線より快

調なベースで化雲岳，白雲岳，旭岳へととばして

姿見平下山。何度来ても中央高地は良い所で，楽

しい山行であった。

3. 白山，尾上郷川遡行~三方崩山

期日 8 月 10 日 ~15 日

メンバ- L岸田，橋本

まことに暑い日が続き，沢登りには絶好である。

尾上郷川は大分林道が入っていたが長い沢である。

上部のカラスノウシロ谷が核心部で，いろんな滝

が次々に出てきて充実する。源頭は別山の大平壁

を越えて白山本峰へ。冬山のルートをさがすが，

結局三方崩の尾板が一番おもしろそうである。北

へ進み真名古の頭から奥原谷を下降し四ノ叉谷を

遡行。上部はちょっとした登撃となるカミホール

ドも豊富で快適。三方崩山を踏んでh平瀬へ下山。

北アルプスにはもうない自然のボリュームを感じ

る山行であった。

4.後立山，朝日岳~針ノ木岳縦走

期日 8 月 21 日 ~27 日

メンバ- L岸田，増田

連日雨にやられ，ラジオからはカーベンターズ

のイエスタデイ・ワンス・モアが良くかかる。結

局入下山日以外全て雨の中を歩いた。ポピュラ

なコースで2年生の体力強化のため行なったが，

全体的にはやはり体力が不足 しているようだ。

く夏山を省みて>

定着合宿は天候に恵まれず，満足のいく登撃が

行なえなかった。目的とした雪渓技術，岩登り技

術の習得のみならず，登山の楽しみということが

実践できず残念であった。生活においては雨が続

いたがチームワ クの進歩が見られなかった。 1

年生は体力，技術はなかなか良い線で，今後の進

歩に期待が持てるが， リーダ一層には事故を起こ

してはいけないということで，若干行動の萎縮が

感じられた。後半の分散縦走は各パーティーとも

充実した山行が行なえた。

今後これらの反省を行動に移して， 冬 山 春 山
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ム 内蔵助左俣ベースキャンプにて

へと向かっていきたい。

=秋山合宿

1.南ア，鳳風三山~北岳縦走

期日 10 月 30 日~1l月 3 日

メンバー L磯)11，安藤，渡辺

(岸田・記)

女

新雪をまとったバットレスが美しし、 1年生も

強そうで余裕のある楽しい山行となった。仙丈岳

より両俣を経て北岳へ。

2.白山偵察

期日 10 月 31 日~1l月 5 日

メンバー L岸田，風巻

紅葉の平瀬から大白川林道に入りウグイス平東

南尾根を偵察する。ヤブが濃く苦労して赤旗をつ

ける。その後ワリ谷を遡り北弥陀ヶ原に出，新雪

の白山本峰を踏んで大倉尾根を下降。東南尾根は

長いが難しそうではない。大白川林道は雪崩が出

そうで問題がある。

3. 北ア，三俣蓮華~笠 ヶ岳縦走

期日 11 月 1 日 ~4 日

メンバ- L羽賀，森田

双六池は凍っていてウソのような静けさである。

新雪がクラストした抜戸の稜線は風をまともに受

II.活動報告(昭和48年度)

けていやらしい。笠ヶ岳からの展望を楽しみ，槍

見温泉の露天風呂へ。

=富士山合宿 宮崎

期日 12 月 1 日 ~3 日

メンパー L岸田，羽賀，村木，安藤，森田

12月1日 情富士吉田→ 5合目 BC

l年生は快調なベースで歩き，まずまずの時間

にキャンプ地に着く。

12月2日 曇氷雪訓練，登頂

8合目付近で歩行， ジッヘルの訓練をする。疲

れない程度に止め頂上へ向かう。非常に強行であ

ったがメンバーの体調，天候に恵まれ運行するこ

とができた。普通ではできないだろう。帰幕後，

ヤルンカン遠征のOBと紅茶を飲む。

12月5日 楕 BC→富士吉田下山

強風の中，ケルンを参拝 して下山。 良いベース

だった。

秋山でまずまずの成果を得，冬山を控えて忙し

い時期となった。年間目標の冬山を考えると必然

的に富士山合宿の必要性が出てくる。しかし夏山

以降続いた部員問題が参加者の減少と準備の遅れ

となり，結果的に 1週間遅れて 5名の部員で行な

った。目的を完全に遂行できず，氷雪訓練も十分

に行なえなかった。深く反省すると共に， これか
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ら冬山およびそれ以後のことを考えなければなら

ない。 (岸田・記 )

=冬山合宿 '女

一白山，三方崩山一

概要平瀬よ り三方崩山の登頂

期日 1 2月 26 日 ~1 月 3 日

メンパ- L岸田，村木，安藤，森田

く冬山合宿にあたって〉

我々の年間目標とする冬山は，雪にシゴかれる

人の入っていない山"で〉 より高きより困難な:登山

をしようということで白山が生まれた。高さとそ

3000mに満たないが，名に しおう豪雪地帯で，加

えて天候の悪さ，山塊の大きさなど，種々の困難

の要素がある山である。夏山，秋山と偵察を行な

ってきたが，最後までアプローチの林道の雪崩の

問題が解決っかず，我々のとれる日数と人員では

他の場所から入るのは無理となり， 目標の山を白

山山塊の三方崩山とした。高さこそ2250mと低い

が，我々の求める雪にシゴかれる登山が行なえ，

かっ上部でのナイフリッジなどがあり困難な登山

が行なえると思う。

部員の少なくなった今，登山方法も別のものが

生まれ，人数に合った登山をすると共に，成否は

チームワークいかんにかかってくる。各自の認識

により満足のいく冬山を行ないたい。

(岸田・記)

12月26日晴平瀬入山

国鉄パス，マイクロパスを乗り継いで，名古屋

より平瀬に入る。かなりの積雪で，靴だけでは腰

までもぐるが，ひっそりとして静かな村だ。

12月27日快晴 cs→1260 m 

発電所の尾根に取付き，スキーをデポしてワカ

ンで急登する。下部は特に急である。 1100m 以上

では亀裂の入った雪庇を巻くため， ラγ セルは更

に深い。やがて広くなり，感じの良いブナの疎林

に幕営する。積雪は約 3mo 年生もよくがんば

った。快晴に恵まれて濡れものも乾き，木立の中

に三方崩の頂上が望まれる。

12月28日 風雪 cs→1620祝

広い尾根を進むが 1400mを過ぎると雪壁状にな

り雪崩の危険がある。この頃より風雪激しく，大

白川側からの風にさらされる。尾根が少し細くな

った小ピーク上に幕営。 1年生も元気である。

12月29日風雪停滞

昨日来の降雪は 1机を越え停滞。全員で歌を唄

ったり雪洞を掘ったり して過ごす。

12月30日 風雪停滞

雪は しんしんと降る。 1日中大ノマに雪崩の音

がする。問題はこの先の雪壁に，いかにフィック

スの確保点を取るかである。

12月31日 風雪 cs己 1720m 

2名で工作に出る。視界はきくが地吹雪で呼吸

が苦しい。胸のラッセルで雪稜，雪壁が続き全行

程スタカット。登っている聞に 3~4 ヶ所亀裂が

入る。行動がはかどらず，やっとのことでキャン

プサイトの目安をつけて天幕を移動する。

1月1日雪~曇 cs ~ 1830m 
朝の内風雪で， ラァセル競争，雪洞作りなどを

する。雪洞トイレは凝りすぎて失敗。 10時頃視界

がきき始め， アタックに備えてのルート工作に向

かう。細い稜線と雪壁の連続で全部スタカシト。

雪はややしまって腰までしかもぐらないが，視界

が悪く非常に苦労する。

1月2日 曇 CS~ 三方崩山

ガスと小雪の舞う， この山にしてはアタック日

和りの良い天気になった。全員で頂上へ向かう。

昨日の終了点には20分で着く。シュプールがある

と無いとでは全然違う。雪は良くしまり膝程度だ

が野谷尾根とのジヤンクションまでかなり細く，

急、登とナイフリッジのくり返しである。これより

頂上へはアンザイレンを解き，雪庇に注志して全

員登頂。充実した登高であった。コンテで慎重に

キャンプへ帰る。

1月5日 曇~晴 cs →平瀬下山

雪がしまっているのを幸いに一気に平瀬へかけ

下り，民宿に落ちついて合宿を終了する。

。。
司
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個人山行

O南アルプス 甲斐駒ヶ岳

4 月 12 日 ~15 日 L真鍋，他 1名

O 北アノレプス 北鎌尾根

4 月 29 日 ~5 月 6 日真鍋，他 3 名

O 奥多摩大岳山

5月 6日 L羽賀，山口監督，他 1名

O 谷川岳ーノ倉沢登挙

5 月 12 日 ~15 日 L真鍋他 4 名

O 南アルプス 北岳

5 月 14 日 ~15 日 L村木他 1 名

O 富士山

5月19日 L村木，他 3名

O丹沢表尾根

5月27日 L羽賀，小林，呉，他 1名

O丹沢葛葉川本谷遡行

5月27日 L岸田，中曽根，渡辺，安藤

O丹沢源次郎沢遡行

5月27日 L橋本，風巻，三輪

O奥只見銀山湖周辺

6 月 2 日 ~6 日橋本，他13名

O丹沢水無川本谷遡行

6月 3日 L岸田，村木

O北アノレプス 燕岳~槍ヶ岳縦走

6 月 9 日 ~12 白 L村木，中曽根

O谷川岳白毛門山

7月 8日 L増田，渡辺

O北アルプス槍ヶ岳~西穂高縦走

7 月 11 日 ~14 日 L橋本，風巻.安藤

O奥多 摩川乗山

8月29日 L羽賀，山口監督，他 1名

O奥秩父 笛吹川東沢遡行

9 月 15 日 ~16 日 L羽賀， 0 B岡田，他 2名

O丹沢寄木沢~同角沢遡行

9 月 23 日 ~24 日 L岸田，森田

O八ヶ岳

10月 10 日 ~11 日 L渡辺，安藤，風巻，呉，森

回，小林

O 穂高滝谷登掌

10 月 19 日 ~21 日 L橋本，他 1名

II.活動報告(昭和48年度)

O 日光白根山

2 月 16日 ~17 日 L真鍋，村木，他 4名

O八ヶ岳西商登筆

2 月 23 日 ~27日村木，他 1 名

O尾瀬定着スキー

3 月 8 日 ~12 日 L岸田，村木，磯川，渡辺，

OB原田

O 臼光白根山

3 月 16 日 ~19 日 L真鍋，他10名

O後立山連峰八方尾板~唐松岳縦走

3 月 17 日 ~21 日 L羽賀，村木

岩登りトレーニンゲ

日和田山 3回

三ツ峠 3回

越沢パットレス 1回

つづら岩 l回

その他

O天幕懇親会

山中湖 10月 13 日 ~14 日
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昭和 49年度
(1974年)

部 長 清田

監 督 山口摂

コーチ 小栗孝

嵯峨野

主 将 橋 本

清

郎

康

宏

健

部員 4年 CL橋本健 SL真鍋政道

2年 風巻和男渡辺将則安藤覚森田英夫呉春美小林啓子

1年森崎俊一前田猪佐雄松野豊平林政樹下回宜子

部 室 千代田区西神田 2- 6 -16 日本大学本部内

昭和49年度活動報告

CL 橋本健

49年度の活動を開始するにあたっては強烈なカ

ンフル注射が必要で、あった。一昨年の総会での活

動概要報告で宗方リーダーが述べ，問題提起され

ていた事が，何ら策を講じないまま，翌年の活動

ではその亀裂が大きくなり，完全に破綻するに至

っており，新リーダー会の最初の仕事は退部者の

説得引き戻しから，といった状態であった。

この様な中で我々は，海外での登山という計画

を打ち出した。とれは部内に活気とか，皆が一体

化となって努力していく雰囲気が欲しかった事と

共に，海外登山というものを，大仰なものでなく，

学生でも十分可能な身近な存在としておきたかっ

たのである。別な面からみると，実際今年は， こ

の様な試みをするうえで絶好な時でもあった。春

山の合宿を取り止め，計画について色々と検討を

重ねていくにあたっての様々な問題をひとつひと

つ答えを出し，最終的に目標をアラスカのマッキ

ンリ ーと決定し 6月末出発の予定で準備段階に

入ったのは 3月末であった。

5月連休山行もマッキンリーへ向けて，力量把

握・技術向上・メンバーシップ養成などを兼ね，

4年 2名 2年 4名で宇奈月より剣岳への北方稜

線の縦走を行ない，十分満足のいく成果を得た。

また富士山で高度順化訓練を行なった。これと体

力・技術・事務的準備と平行して新部員勧誘作戦

を展開するが，著しい成果をあげられず 5名の

1年生と共に新人歓迎山行を丹沢にて行なった。

その頃までには昨秋以来退部していた 2年生がほ

ぼ戻り 2年生 6名となるが 3年生部員はとう

とう無しのままであった。マッキンリー出発半月

前に横尾にて初夏合宿を行なう。募金活動に 4年

2年各 l名をあたらせたため，不本意ながら合宿

形式となってしまった。 2年生をリーダーとして

育てる意味をもった山行であったが，伝達が徹底

せず，中途半端なものに終わった。

6月30日，全仕事を完了し，羽田を出発した。

主峰をはじめとし 3つのピークに登り十分満足

した楽しい35日間のアラスカの生活を送ることが

出来た。この間，部では 2年生の安藤を中心とし，
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準備会トレーニングの日々を過し，薬師より槍へ

の縦走を行なう。また新部員も数名増え，幾つか

の個人山行が出た。

不在の聞はOB諸兄に大変お世話になってしま

った。帰国し，残留部員と共に，日高，柳叉谷，

及び後立山縦走の隊を出す。各々晩夏の山を堪能

して来たが， 日高隊は増水のため，下山が 2日遅

れてしまった。とれは完全にリーダーの判断ミス

であり，深く反省するものであった。とにかく 6

月末から 9月までの長い夏山は終わった。

秋山は甲斐駒，戸隠，穂高に 2隊と 4隊を出

したが，予定のコースを踏破したのは 1隊もない

という結果に終わった。悪天候，隊員の不調など

色々な原因はあったが， リ ダーシップのまずさ，

ネバリの無さ，計画段階での検討の低さ，が感じ

られた。これまで，分散形式の登山ばかり行なっ

ていたが，積雪期の山に向かつて改めて部員 1人

1人の力量を見る必要性を感じ，今年はじめての

全部員による合宿を富士山にて行なった。積雪期

登山へ向かつてのトレーニングが大きな要素を占

言己

=五月山行 * 
O北アルプス宇奈月~費1]岳

期日 4 月 28 日 ~5 月 4 日

メンバー L橋本，真鍋，渡辺，風巻，安藤，

森田

僧ヶ岳登山道は，プッシュが出ていて歩きづら

い。 30日， l'曽ヶ岳を越えサンナビキ商峰子前まで

進む。地図上には無い小突起がたくさんあり，か

なりのノミイトを強いられる。 5月 1日は雨のため

停滞する。 3日，大窓まで達した。昨日の猫叉山

のキャンプサイトを後にアイゼンをきかせながら

プナクラ乗越へ。さらに赤谷山へと向かうが，疲

労のせいかピッチがあがらない。赤ハゲから白ハ

ゲまでハイ松と岩まじりの所があり，白荻側を巻

き気味に行く。大窓への下降も40汎フィックスし

てあり，斜面は急で緊張させられた。 4日，小窓

II.活動報告 (昭和49年度)

めていた訳であるが，雪が非常に少なく，快晴無

風の中，全員登頂はしたが，あまり益にはならな

い合宿であった。

冬山合宿は後立山鹿島槍で行なう。偵察の結果，

爺ヶ岳白沢天狗尾根を使用することになった。大

体，天候に恵まれ 2日にわたって鹿島槍北峰に達

する。 I年生にとってもフルに動けた所であった。

以上をもって 2年生とリ ダー交替をすることに

なる。

1年間を振り返ってみると， どうしても竜頭蛇

尾といった感じになるかも しれない。 後半になる

と，来年は今の 2年生が， リーダーシップをとっ

ていくのだという意識が働き， リーダ一層を育て

るといった面が強く出て，計画的にはおとなしい

ものになってしまった。もっとおおらかな計画が

出ても良かったと思うが，今頃いっても仕方のな

いことである。現役の海外登山は，以後も必ず出

て来るであろう。色々な夢が沢山満ちあふれたの

びやかなクラブになることを願って49年度のしめ

くくりとしたい。

録=

王のトラパースにザイルを駆使し，時間をかけて

慎重に通過する。八ッ峰までは，登山者の落石が

多く気を使う。剣岳頂上まで大変な人数で直下の

急斜面は順番待ちのしまつであった。剣からは，

早月尾根を下降する。

女新人歓迎山行

場所丹沢

期日 5月12日

メンバ- L橋本以下11名

女富士山高所順応訓練山行

期日 5 月 26 日 ~27 日

メンバ- L橋本，真鍋，風巻，渡辺，森田

マッキンリーに向けてトレ ニングを行なう。

可

1
0
0
 



II.活動報告(昭和49年度)

=初夏合宿 * 
場所穂高，横尾定着

期日 6 月 16 日 ~19 日

メンバ- L橋本，安藤，渡辺，風巻，呉，小

林，森崎，前回，西，下回，

OB中村，安川

6月16日 晴上高地→横尾BC

ケルン参拝後，順調に横尾 BCに入る。

6月17日 晴~雨分散登拳

池の平で遅れたパーティーを待つ間，雪渓訓練

*夏山 海外遠征山行

を行なうが，時間を食いすぎたため，全隊の目標

を潤沢岳に変更する。女子隊は体調悪く，途中で

引き返すが，他はアズキ沢をつめ，登頂して帰幕

する。 OBは他グループの負傷者救援のため，夜

遅く帰幕する。

6月18日 雨停滞

6月19日 曇~晴下山

BC撤収後 2隊に分かれ，安藤，渡辺のリー

ダーのもとに蝶ヶ岳を往復した後，上高地に下山

する。

一一マッキンリー (6，194m)登頂一一

概要 アラスカ州 ・アラスカ山脈， ウエスト

パットレスよりマッキンリー南峰 ・北峰登頂及

びカヒルトナドーム登頂

期日 1974年 7 月 2 日 ~28 日

メンバ- L橋本，真鍋，風巻，渡辺，森田，

OB村木

マッキンリーは周知のとおり，北米大陸の最高

峰であり，南峰(6194 m )と，北峰(5934 m )の

2つのピークにより形成されている。北緯63度と

いう地に位置するため，雪線が低く ，長大な数多

くの氷河に図まれ，実際の萱行高度差4000mは，

十分ヒマラヤの8000m級ピークに匹敵しうるとい

われている。

我々は出発前数ヶ月間のあわただしい準備期間

中，ずっとこの山の攻略研究を行なってきたが，

やはりキーポイントは，強風，寒冷な気温にもま

して， 氷河上のヒドン Yレパス，及び高所順応の

2点、であろうと結論されていた。ヒマラヤなどで

は山麓の長いキャラパン期間中に，序々に高度の

順化がなされるが，今回は一気にセスナ機で氷河

上に入ってしまうので，その点、をどの様にうまく

こなすかが勝負の決め手であった。

全ての食糧をアンカレッジで購入し，アラスカ

鉄道で北へ 350kmのタルキートナの村へ移動し，

すぐセスナ 2往復により， マッキンリー南西のカ

ヒルトナ氷河2100m地点に降りたのは 7月2日

午後10時であった。この時期のアラスカは全然、暗

くならない。夜中の 2時で夕方の様な感じになる

ぐらいだ。周囲のスケールの大きさに少奇圧倒さ

れる。

翌日から全員でボッカが始まる。日中は暑く，

雪が腐ってもぐるため，夜中の行動を続ける。ス

キーを着け 2人ずつザイルを組んで、登る。深夜

定期運送使である。氷河本流は幅 4Km程で，クレパ

スがあちこちに数多くの無気味な口を聞けており，

ルート工作は迷路抜けをしている様なもので，非

常に神経を使う。 2日間，天幕を埋められる。 ド

カ雪とガスによる停滞などのため，予定が遅れ，

BCに全荷物が集結したのは10日になってしまっ

た。

7月11日 晴~雪 BC (2990机)→C1 

( 4360 m )へ荷上げ

ウィンディーコーナーの左側にそびえている岩

壁のすそを回り込む様にして進む。中央部は極端

にへこみヲ クレパスだらけである。 C1予定地に

は外国隊の天幕が 1張り設営してあり，その後方

に 6人用天幕を張り，荷をデポして BCに引き返

す。
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7月12日 雪全員C1入り

ウィンディーコーナーはその名のごとく強風が

吹きまくり，完全な地吹雪状態となっていた。高

度障害が出始め，重荷と地吹雪とにたたかれ，消

耗して C1を建設する。

7月13日 曇荷上げ

3名はC2予定地へ荷上げ， ウエストバットレ

スのコルをラッセルにあえぎながら進む。コノレよ

りウエストパットレスは，思っていたより細い尾

根であり，所々フィックスもある。コルより先

5000m付近に荷物をデポしてC1にもどる。残る

3名は. B Cへ残った荷物を逆ボッカ。両パーテ

ィーとも非常にしごかれた日であった。

7月14日 晴停滞

皆に疲れが見られるため休養停滞。

7月15日 雪停滞

M t. M ckinley 

II.活動報告(昭和49年度)

7月16日 晴 C2設営

前日までのトレースはすっかり埋まりーからラ

ッセルのやり直しである。4800m地点にスキーを

デポし，全員交替でラ γ セルをする。急傾斜の腰

まであるラッセルは苦しい。 5200m 1こC2を設営

し 2名を残して他はC1へ引き上げる。

7月17日 晴 C2入り

C 2の2名は5500視のデナリーパスに荷上げし，

C 3を建誌その後 5800mぐらいまでルート工作

を行なう。 C1の4名はC2へ荷上げ。全員がC

2にそろう。昨日，今日と晴天が続いたが，そろ

そろ悪天候の周期に入りそうなので予定を早め，

急きょ明日全員で第 1次アタックに出る事を決定

する。 C2から頂上まで高度差1000m。先日，米

国隊から聞いた話では往復15時聞かかったとの事

芯
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II.活動報告 (昭和49年度)

ム BC 後ろは力ヒlレトナドーム

7月18日 晴~雪南峰登頂

すごい朝焼けである。天候の崩れるのは必至で

あり，出発を 1時間くり上げ 6時にする。寒気

は強いが弱風であるため助かる。デナ リーパスま

でに高度障害が出始めた者もいて，体調の良い者

と悪い者とは極端に差が聞く。パスに達した頃，

頂上は雲におおわれ始め，ガスも下におりてきた。

完全に視界を失うが，平原状の大斜面をフラフラ

しながらも，休む事なく前進を続ける。先行隊が

頂上に達したのは 9時50分であった。最後の 2名

が11時15分，ここに全員 6名が最高点を踏んだ。

7月19日 曇休養停滞

7月20日 曇 C2→C 3 

南峰全員登頂で，当初の目的を果すことができ，

日数の余裕もあるので， ~t峰をアタックすること

に決め，体調の悪い 2名を残してC3入りをする。

7月21日 曇北峰登頂

4名にて 6時間の行動の末，北峰の頂上に達し

た。天幕地のすぐ上より続く 6ピッチ余りの岩

登りがこのルートの核心部であり，行動時間の大

半を費 した。先日の南峰アタックの時に苦労 した

ため高度の影響はそれ程でていない。

7月22日 曇 C3→C 1 

相変わらず，すぐれない天候の中を慎重に C1 

まで下降する。

7月23日 曇 C1→BC 

クレパスが大きく聞き，ルー トを捜すのに苦労

する。 BCに着く頃は完全にガスに包まれ，赤旗

に導かれながら BCに到達する。

7月24日 曇停滞

7月25日 晴カヒルトナドーム(3818m)登頂

帰路の土産に BCの西に峻えているカヒルトナ

ドームに登る。マッキン リーの絶好の展望台だ。

7月26日 晴 BC →ランディングポイント

スキーを者けて快適にカヒノレトナ氷河を滑べる。

氷河は一変してクレパスが大きく聞き， ズタズタ

になっているが，かえって 1ヶ月前に通った時よ

り状態がはっきりしていて通過しやすい。

7月27日 晴

ランディングポイントからハドソン氏に交信す

るが，何の応答もないまま一日が過ぎる。

7月28日 晴 L'P→タルキートナ
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II.活動報告 (昭和49年度)

え品

司駆

語必

く登頂を終えて〉

計画書に述べた様に，

我々はこの計画を， ~現

役中における海外登山の

慣例化』の土台になるも

のにしようと進めてきま

した。そのためにも，で

きるだけ切りつめた費用

による最大限の行動，確

実な登頂を目指し，何と

かこの様な結果を得，次

回の計画発案につなぐ土

壌となる事ができ，ホッ

としている現在です。

様々なものにぶつかり，

登山のみならず，他の事

々に新しい視野を持つ事

ができたのは何にも換え

難い経験でした。

暖かい御忠告，御援助

をいただきましたOB諸

氏に深くお礼申し上げま

す。また続く部員に，同

じ様な体験をさせたいも

のだと思っています。

(報告書・日大新聞より)
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II.活動報告(昭和49年度)

女夏山七月山行

O 北アルプス薬師岳~槍ヶ岳縦走

期日 7 月 14 日 ~19 日

メンバ- L安藤，小林，森崎，前回，平林，

松野， 0 B原因

有峰より入山するが雨中の行動となり，翌日も，

雨が強く薬師岳往復のみの行動となる。 16日， 17 

日と天候も回復し，黒部五郎岳，三俣蓮華岳と順

調に歩く。鷲羽岳を往復し，双六池のキャンプサ

イトに天幕を張る。 18日は午後から視界が悪くな

り，霧雨まじりの中を槍ヶ岳を往復し，槍沢を下

るが，途中，雪渓で小林がスリップし，足首をネ

ンザする。夏道をゆっくり下り，横尾に 1泊後，

上高地に下山した。

学生のアラスカ遠征という大きな計画の中で，

残った 2年年をどの様に夏の前半を過ごさせ

るかということがOBの間でも大きな問題とされ

ていたが， リーダー会としては，遠征から帰って

来るまで2年を中心とした個人山行を行ないたい

という方針を打ち出し， 0 Bとしても極力協力し

ようという事で，私がオブザーバーとして参加す

ることになった。

今回の特徴として 2年生のリーダー 4名の 1

年生名は女性という弱隊でどのような山登り

をすべきであるかが当初の問題であった。当然定

着はリーダーの不足から無理と判断され，全員で

話し合った結果，薬師より槍への縦走を練り，余

裕ある日数をとる様， リーダーに指示を与える。

経験の少ない隊であったためチ一ムワ一ク

q 登山意意、欲"を最後まで持ち続けるよう全員に要

求した。結果的にはメンバー 1人を槍沢の雪渓で

ネンザさせてしまった事は， メンパーの把握不足

から起った事故であり， メンバー I人 I人の性格

・体力などをより深く知る必要性を痛感した。た

だメンバー全員がメンバーシップを最後まで発揮

し，意欲的な登山をしてくれたのは，ひとつの成

果であると考える。(0 B原田・記)

=夏山合宿 * 
1.日高連~ ，カムエクウチカウシ岳~トッタ ベ

ツ岳縦走

期日 8 月 1 8 日 ~29 日

メンバー L橋本，渡辺，呉，前田，森崎

札内川 8の沢よりカムエクウチカウシ山へ登る。

稜線を北上し，エサオマントァタベツ岳より，新

冠川に下降し， トァタベツ岳へ突き上げる沢を遡

行して，その後， トッタベツ川を下降して下山し

た。カムエクから稜線上は，起伏が大きくなかな

か進まない。新冠川では魚釣りに興じ，成果29匹。

25日，二股より， トッタベツ岳の七ァ沼へ向かう。

小雨の中を所々いやらしい高巻きを越えて，約 5

時間で達する。 26日，夜半から，ものすごい豪雨

となり，高台に天幕を移動して 1日停滞を余儀な

くされる。 27日，今日が最終下山日であったが，

昨日の雨のためトッタベツ川は増水し，三股まで

しか進めない。 28日，今日中にどうしても町へ出

ようと出発するが，増水で流れが早く，危険な高

巻きが続き， エサオマントッタベツ川出合 2km下

流で幕営することになった。 29日，あるはずの道

が現われず，沢通しに下降をつづけ， ょうやく下

山することができた。

く日高の感想、>

初めての長期縦走を日高で送れたことは大変意

義深かった。本州の混雑した山歩きに比べ，北海

道は原始のニオイがプンプンしていた。日高の常

として沢をつめて入山したが初めての本格的沢登

りだった。稜線に出てからは，ハイマツに悩まさ

れ， カーノレに降りればプヨに悩まされた。それに

加え，台風14号の影響で普段では味わえない数々

の経験をした。私にとって一番きびしかったのは，

日を追うに従って食卓が寂しくなっていったこと

であった。イワナもたいして飯のたしにはならな

かった。こんな中でじっと耐えるととを学んだと

思う。私にとって楽しい山旅であった。

(前田猪佐雄 ・記)
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2.北アルプス黒部柳叉谷定着及び後立山縦走

期日 8 月 19 日 ~31 日

メンパ- L真鍋，風巻，森田，小林，平林，

松野，下回，西

猿倉より大雪渓を登り， 20日，柳叉谷支流ゼン

マイ谷源頭のゼンマイ池に BCを設ける。 21日，

分散で水谷と上廊下に分かれて遡行する。 22日，

天候ももちそうなのでロングのパーテ ィーを2隊

出す。柳叉谷本谷出合より赤男谷パーティーと，

オーレン谷パーティーとに分かれ今赤男谷は日帰

りで帰幕する。オーレン谷は猫叉山手前でピパー

クし， 23日大ナル谷を下降して BCに帰幕するo

M日，分散4日目。ゼンマイ谷左俣，赤男谷，水

谷の3パーティーに分れて遡行する。 25日，柳叉

谷に別れを告げ，天候のすぐれない中， 白馬の幕

営地に到着する。風巻，西は猿倉へ下山。 26日台

風14号の影響を受け風雨の中を真鍋，森田は猿倉

へ向かい小林，下回と合流して白馬尻小屋へ入る。

27日全員合流.翌日より後立山連峰を南下し，毎

日すっきりしない天候の中を黙々と歩き， 31日爺

ヶ岳より扇沢へ下山する。

く前期の活動を終えて>

49年度前期の活動はマッキンリーに終始した。

部員の減少を初めとして数々の問題点を包含して

いた部にとってこの計画を完成させることができ

たのは，再び、次回の海外の山への夢と可能性への

道を聞き， 日大山岳部としての方向性を定め得る

有意義なものであったと思う。

反面，新入部員の指導が例年より少 ，々おろそ

かにな った点は否めないし，共に行な った初夏，

夏山の山行にしてもリーダーシップのまずさから，

ミスの目立った登山きり味わいさせえなかった事

は残念であ った。とりあえずこれからの冬山へと

続く後半期の活動にあた って前期で足りなかった

点をひとつひとつ補っていき，冬，春の山行を全

部員一刻、となっで遂行して行きたい。

(前期報告書より 橋本 ・記)

II.活動報告(昭和49年度)

=秋山山行

1.南アルプス甲斐駒ヶ岳~鋸岳

期日 10 月 20 日 ~23 日

メンバ- L橋本，小林，平林

2.戸隠連峰

期日 10月 20 日 ~22 日

メンバ- L風巻，安藤

* 

本院岳ダイレク卜尾根を目指すが，最後の岩蜂

で敗退し，西岳本谷へ下降する。

3.北アルプス前穂高北尾根

期日 10 月 20 日 ~24 日

メンパ- L森田，松野

潤沢より北尾根最底コルを通り，八峰より縦走

する。五・六のコルに 1泊後前穂高岳を通って岳

沢に下山する。三峰は一見しただけでどこから手

をつけてよいのか考えてしまう程いやな雪の付き

方である。風も強く，ザイルは弧をえがき，カ γ

ティングした雪塊が奥叉白側に砲弾のように飛ん

でいくような状態になった。 北尾根での強風と積

雪，また雨で濡れた個装の状態などから，西穂ま

での縦走を断念し，岳沢より上高地に下山した。

4.北アルプス北穂高岳

期日 10 月 25 日 ~28 日

メンバー L真鍋，森田，呉，前回，森崎

南稜より北穂高岳登頂後，白出 しのコルへ向か

う。 27日の停滞で多量の積雪にみまわれ，風も強く，

西穂までの縦走は無理と判断し， 上高地に下山す

る。

*冬山偵察山行

一ー爺ヶ岳白沢天狗尾根一一

期日 11 月 3 日 ~6 日

メンパ- L真鍋，森崎，前回

冬山偵察のため入山する。ジヤンクションピー

クまではヤプとぎに手とずり，なかなか進まない。

ルート上のポイントをチェック しながらほぼ満足

のいく偵察が果せた。
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II.活動報告 (昭和49年度)

=富士山合宿 世険

期日 11 月 21 日 ~24 日

メンバ- L橋本，真鍋，風巻，森田，安藤，

渡辺，呉，森崎，前田，松野，小林，

下回，平林

11月21日 靖~雪富士吉田~5 合目 BC

3合目を過ぎてから時折，強風になり雪が降る。

強風のため幕営に時間がかかった。

11月22日晴偵察

昨日からの強風は今日になっても弱まらないの

で待機するが，一向におさまる様子がないので上

級生 5名にて訓練場所を探しに行く。雪は 8合目

よりやっと付いている程度で，適当な訓練場所も

なく，状態も悪い。

11月23日曇登頂

強風もようやくおさまり，登頂日には絶好の天

気となる。 4パーティーに別れ，全員登頂するこ

とができた。雪の少なさは異常な感じで風も無く

楽な富士山であった。

11月24日 富士吉田下山。

A 富士山T頁にて

=冬山合宿

一一後立山連峰・鹿島槍ヶ岳一一

期日 12 月 22 日 ~29 日

女

メンバー L橋本，真鍋，風巻，渡辺，安藤，

森田，見小林，松野，森崎，前田

く冬山計画にあたって>

今年度の冬山合宿は，後立山，爺ヶ岳白沢天狗

尾根より鹿島槍ヶ岳に決定された。今年は春以来，

分散的少人数の山行活動を主とし，個人に帰した

登山に徹底してきたつもりであるカミ果してそれ

が妥当なものであったか，その様々の問題点がこ

の合宿により本当に問われることになろう。成果

に期待するところは大きい。

変則的メンパー構成の現状を考え，当初の計画

であった針ノ木，鹿島槍のアタックを半分に縮小

したが冬山の厳しさは減じた訳ではなく，積雪期

の未経験者が半数をしめる事を考えると，全員フ

ルにしごかれる山行となりそうである。意欲的行

動を望みたい。(橋本・記)
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12月22日 晴源扱→白沢天狗コルヘデポ

大町よりマイクロパスでh源扱へ。爺ヶ岳スキー

場上の尾根に取付き， 1500 m地点設営後， 白沢天

狗コルへデポを上げる。腰以上のラッセルもしば

しば現われ，時間を食う。

12月23日 晴 1500m→シラビソ平 BC

今日も昨日に続き快晴無風。まるで春の終りみ

たいな感じでとても冬山とは思われない。白沢天

狗のコルより，先行したパーティーのトレースに

助けられBC入りを果す。

12月24日 雪デポ回収

デポ回収と AC建設を 1日でやろうとしたが，

日本海の低気圧が発達し，風雪が強く，天候悪化

のためデポ回収のみとする。

12月25日 雪 停滞

12月26日曇 AC建設

昨日からの強風はおさまらず 10時まで待機し

た後， ACをジヤンクションピークまで上げるこ

とにする。 4名ルート工作が先行し，爺ヶ岳直下

60mフィックスする。 ACはJ. pより 2つ程小

さなピークを越した地点に設営する。

12月27日 雪~晴鹿島槍ヶ岳南峰北峰登頂

昨日 AC入りした 5名で鹿島槍ヶ岳へ向う。天

候は徐々に回復し，冷池あたりで晴れ間が見え出

す。 トレースは夏道沿いについており，布引手前

までアイゼンとワカンを併用して歩く。風は相変

わらず強い。南峰の下り口は相当急、で，雪の状態

も悪く，下からの吹き上げも強いためスタカット

で慎重に行動する。 BCより 2次アタック隊はA

C入りし次アタック隊はBCまで降りる。

12月28日 晴~曇 2次アタック

日本海に低気圧があり，すっきりした天気とは

いえないが，風もそれ程強くなく，まずまずのア

タγ ク日であった。南峰に達した頃より上空に雲

が多くなるが北峰へ向かう。南峰直下はザイルを

フィックスし慎重に通過する。雪のつき方がいや

らしく注意を要する所だ。登頂後BCへ戻る。 B

Cにいたうち 3名は， ACを回収する0

12月29日曇下山

天候は思わしくないが，天幕を撤収して下山に

かかる。白沢天狗コル手前のフィックスも無事通

II.活動報告 (昭和49年度)

過し，源汲部落まで一気に下りた。

く冬山を終えて〉

冬山は短期間のうちに完了した。部の現状を考

え，基礎修得に主眼を置いた計画ではあったのだ

杭天候に恵まれたこと，白沢天狗からは先行パ

ーティーのあったことなど，フルに力を出しきる

とまではいかなく，幾らかの，もの足りなさを感

じたことは否めない山行であった。しかし，良い

条件に恵まれたとはいえ全員十分余裕をもってこ

の計画を成しとげ， メンバーシップ面において著

しい成長の跡を見せていたことは，何にもまして

掛け替えのない点であったろう。(橋本・記)

=春山合宿

一尾瀬スキー合宿ー

く計画にあたって>

女

リーダー交替による新たなる状況の間で，運営

に於ける我々の役割は大きく変わった。今我々の

歩を進める力は何よりもまず，協調性であると思

う。そのような時，全員による山行を計画するこー

とは極めて意味深いものと思う。色々な山域や登

り方が計画作成上に表われたが，スキー使用とい

う点に的をしtまり， スキー技術の習得と，メンバ

ーシァプの養成をその目的とした。何よりもまず

我々のものとする事のできる山行でなければなら

ないし，スキー練習が可能なことなどが必要とさ

れたが，あまり欲張った計画の立てられる状況で

はないので，尾瀬に於けるスキー練習を組み込ん

だ定着合宿ということに決定した。

山そのものに対しでも， 我々自身に対しでもそ

の安易なとらえ方が何をもたらすか，各々周知の

事とは思うが，更によく考え，各人の自覚によっ

て，より楽しい山行の実現されることを望む。

(風巻・記)

期日 3 月 15 日 ~22 日

メンバ- L風巻，渡辺，呉，森崎，前田，平

林，松野
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II.活動報告(昭和49年度)

5月15日 晴鳩待入口→鳩待峠

戸倉より鳩待入口までバスで入札林道ぞいに

進み，津奈木沢出合より左岸にルートをとって，

鳩待峠に達する。

5月16日 鳩待峠→山ノ鼻BC

視界は悪いが出発する。峠からの下りでかなり

差がでる。 BC設営後， ムジナ沢でスキー練習を

行なう。 OB原田氏は至仏岳に登頂する。

5月17日 曇~雪スキー練習

昨日より，ムジナ沢上部の森林限界付近でスキ

ー練習を行なう。今日 1日で皆かなり上達した。

5月18日 雪分散スキー

アヤメ平へ行くパーティーと，ススヶ峰のパー

ティーに分れBCを出発する。

5月19日 精分散スキー

ススヶ峰パーティーは， ワイヤーが切れたり，

ピンディングが故障したりして湿雪に苦労した。

今日は快晴で頂上からの眺めが素晴らしい。また

景鶴山のパーティーは，背中アプリ沢よりコルに

つめ，登頂した。

5月20白 地吹雪停滞

5月21日 雪至仏山

夏道付近の樹林帯より至仏山に取付く。かなり

の湿雪で，森林限界より上部は，雪板ができてお

り，雪の状態は不安定だ。岩峰の手前でスキーを

デポして登頂。下りは重い雪に足をとられながら

下降する。

5月22日 雪 BC撤収→鳩待入口下山

鳩待峠まで速いベースで登る。峠からはシール

をはずし，滑降する。新雪がかなり積もり，入山

時とは状態が著しく変化している。森崎，平林の

スキーは全く滑らず，歩いていた方が多いようだ

った。

く春山合宿を終えて>

3月22日，あいにくの雪の中を下山。戸倉に陽

焼けした顔が 7っそろう。スキーに不慣れな者を

中心とした合宿であったが，けが人もなく無事下

山することができた。スキーを使いこなせるよう

になるには，まだ多くの時間を要するであろうが，

これからの貴重な体験になったはずだ。協調性を

強調しながらも， 11名全員参加できなかったのは

残念であった。(風巻・記)

=個人山行 女

O奥秩父雲取山

6 月 8 日 ~9 日 L小杭高橋

O 八ヶ岳

6月 9日 L安藤，森崎，前回

O南アルプス 鳳恩三山~白峰三山縦走

7 月 23 日 ~28 日 L前田

O八ヶ岳

8 月 1 日 ~2 日平杭他 2 名

O奥秩父雲取山

9月 7日 L小林

O南アルプス 鳳風三山縦走

9 月 21 日 ~23 日 L呉，平杭高橋， 0 B村木

O谷川岳ーノ;倉沢登懇

9月29日 L真鍋，森田，森崎，平林

O 丹 沢 塔 ヶ 岳

9月29日 L下回，高橋

O北アルプス 北鎌尾恨

10月 5 日 ~9 日 L渡辺，森田

O 丹沢大岩沢~畦ヶ丸

10月 14 日 ~15 日 L松野

O 八ヶ岳稲子岳南壁

11 月 4 日 ~5 日 L渡辺，風巻

O八ヶ岳

2 月 10 日 ~13 日 L風巻，他 1名

O富士山

2 月 28 日 ~3 月 2 日 L真鍋，松野，森崎，前

回， 0 B小栗

*岩登りトレーニング

日和田山 8回

女その他

O天幕懇親会

10月13日 山中湖

ハU
n
H
d
 



昭和 50年度
(1975年)

部長

監督

清

郎

康

男

摂

孝

和

田

口

栗

巻

清

山

小

風コーチ

主将

部 員 3年 CL風巻和男 SL渡辺将則安藤覚森田英夫呉春美

2年森崎俊一前回猪佐雄松野豊平林政樹

I年中村日 出清 水肇 渋沢 義明 山本俊彦渡辺治人柳田和香

部 室 千代田区西神田 2-6 -16 日本大学本部内

昭和50年度活動報告

CL 風巻和男

変則的な構成状態の内に50年度の活動は開始

され， リーダー会に課せられた課題は，部をいか

にまとめ，方向付けてゆくかという事であった。

メンバーシ γ プの養成を目的と した春山は，尾

瀬に於いて行なったが，最初から全員の参加を得

るこ とが出来ず残念であった。五月 山行は， 各リ

ーダーの特性を生かすべく，少人数ずつではある

が 3パーティーを送り，また初夏山行では 4

パーティーを送り出 したものの，全体をまとめて

ゆく上でのプラスにはなり得なかった。夏山合宿

は，立山東面に於いて行なったが，入山直前及び

入山時につまづきがあり，計画の甘さがクローズ

アップされる事態を生じてしまった。後半の縦走

は，予定していた全パーティーを送り出す事が不

可能となってしまったが，黒部上ノ廊下， 日高カ

ムエク，中央高地クワンナイ川，利尻岳へと夏山

を楽しく過ごした。秋山は 2年生のリーダーも

含めるパーティーが，上越，南ア，中アへと山行

し， 11月には全員参加による富士山合宿を無事終

了し，冬山は，谷川岳南面にて姐畠山稜より本峰

への縦走を行なった。

年間を通 じて比較的広い山域に足跡を残す事が

出来たと思うが，与えられた課題には，何ら答え

を得る事が出来なかった。 1年間を振り返って感

ずるものは， リーダーシップの難しさという事に

尽きる。夏山の後も退部者が続いた。各々それな

りの理由はあっ.たが，部に彼らを引き止めるだけ

の魅力が無かった事が原因のひとつでもあった。

これといった魅力的な目標もないままにその時そ

の時だけの山行に終始した I年であった。

皆を納得させる事の出来る目標とは何なのか，

今もって解らない。 しかし，致命的なのは，私に

皆の意欲を引き出す能力が無かった事である。私

も含めて，皆がもう少 しでも，前向きに山や部生

活を考え，話していたらと悔まれる。
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II.活動報告 (昭和50年度)

寸じ==口一一 録

=五月山行

1.剣岳小窓尾根

期日 4 月 27 日 ~5 月 1 日

メンバー L渡辺，安藤，前田

伊折より小窓尾板を登り，弥陀ガ原に抜ける。

29日，小窓王南壁トラパースは， クラストしてお

らず，それ程悪い状態ではない。池ノ谷ガリー，

主稜線は雪も多く割合歩き易い。前剣あたりより

雨が強く降り始める。翌日，稜線どおしに真砂岳

まで行く。昨夜の雨で雪が腐り，股までもぐる所

もある。 5月 1日アイゼンをきかせ，室堂からは

平らな雪面を弥陀ガ原まで歩く。

2.南アルプス仙丈岳

期日 4 月 28 日 ~5 月 1 日

メンバー L呉，下回

戸台から入山し北沢峠へ向かう。 1m程の積雪

である。峠から先は，雪の状態が悪く苦労しなが

ら大滝ノ頭手前にキャンプサイトを求める。 30日，

小雨の中を出発し，霧の仙丈岳に立つ。翌日快調

に戸台に下山した。

3.戸隠連峰縦走

期日 4 月 29 日 ~5 月 4 日

メンバ- L風巻，森田，森崎，平林

一夜山より入山。本院岳を踏み，五地蔵山から

高妻山を往復後，牧場に下山する。 5月 1日， ク

ラストにアイゼンがよくきく。 P5手前よりザイ

ルを結ぶが，ヤプが多く，時聞がかかる。翌日，

P2を後に五地蔵山へ向う。 5月3日，高妻山往

復。天候悪く何も見えない。翌日，東尾根を下降

するがャブが多く途中より小尾根に入り牧場に下

山。

女新人歓迎山行

場所乾徳山

期日 5月18日

メンバ- L風巻，渡辺，森田，森崎，前田，

平林，渋沢，渡辺(治)，飯田

* =初夏山行 * 
1.巻機山~白毛門縦走

期日 6 月 14 日 ~16 日

メンバ- L風巻，森崎，中村，清水，渡辺，

佐藤

14日，巻機山山頂に天幕を設営後，雪上歩行の

練習をする。翌日，好天に恵まれ，柄沢山を快適

に越し，大烏帽子南側のコルまで行く。 16日， 白

毛門より下山。全般に残雪は結構あり，過去2回

の潤沢よりも堅く，氷化した部分も多かった。 1

年生は，単に雪そのものに慣らす程度に止まった。

2.剣岳，剣沢定着

期日 6 月 17 日 ~22 日

メンバー L森田，前田，松野，飯田

室堂より入山し，剣沢小屋csをベースに活動

する。 19日，別山尾根から剣岳。 20日，平蔵谷か

ら剣岳に登り，長次郎谷下降。 21日は仙人山を登

り，翌日，立山一ノ越より室堂に下山する。

3.飯豊連峰縦走

期日 6 月 17 日 ~21 日

メンバ- L呉，柳田

長者原より石コロビ沢大雪撲を登り，飯豊本山

~三国岳と縦走して川入部落に下山する。

4.穂高 ，i回沢定着

期日 6 月 20 日 ~23 日

メンバ- L渡辺，森崎，平林，渋沢

21日，南稜より北穏に登り，潤沢岳を通って白

出しのコルより下降する。その後，雪渓訓練を兼

ねて北尾根五・六のコルへ行く。五院六峰を往

復して一日を終わる。 22日は停滞。 23日，白出し

のコルより奥穂，前穂を通り，岳沢に下山する。
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II.活動報告 (昭和50年度)

女岩登り訓練

期日 7月 3日

場所鷹取山

メンバー L森田，松野，渡辺(治)

期日 7月 9日

場所 日和田山夫婦岩

メンパ- L風巻，渡辺，呉，森崎，中村，

山本，清水，渋沢

期日 7月20日

場所 日和田山夫婦岩

メンパ- L風巻，柳田

=夏山合宿

く計画にあたって〉

我々が山行をより円滑に行なって行くためには，

各種の登下降の技術や生活中の要領など沢山の知

識や経験が必要となってくる。それらの知識技術

の中には，平常の山行中では，修得に，はなはだ

時間のかかるものや，あるいは，それだけでは修

得しにくいものもある。それらのものに早く慣れ，

あるいは修得するための機会を設ける必要を感じ，

とこに内蔵助谷左俣に於ける定着合宿を計画した。

今回の合宿の成果によって， これからの山行計

画，山行が少しでも余裕のある，やりがいのある

ものとなってゆく事を期待する。特に雪上技術は

冬，春の山行とも大きく関係してくるので短い時

間ではあるが，真剣にやって欲しい。内容は基礎

的なものばかりで，いささかつまらないかもしれ

ないが目的を十分理解し，積極的に参加して欲し

い。(風巻 ・ 記 )

概要 立山東面内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 23 日 ~8 月 7 日

メンバ- L風巻，渡辺，森田，呉，森崎，前

回，松野，平林，山本，中村，清水，

渋沢，渡辺(治).柳田

OB原田，橋本，真鍋

<先発>

L渡辺，平林

7月23日 室堂~内蔵助山荘

米90K9と野菜15kgを荷上げする。

7月24日 山荘より BC往復後，室堂へ。

<入山>

1.針ノ木隊

期日 7 月 25 日 ~27 日

メンバ- L風巻，森田，前回，松野，渋沢

一ノ越までは気持ち良く進んだが，雄山の登り

で人波にウンザリし，ベースまでも落ちてしまっ

た。山荘に立ち寄るが，まだ大日パーティーは来

ていない事を知る。

女 2.大日隊

期日 7 月 25 日 ~30 日

メンパー L渡辺，呉，平林，森崎，清水，

渡辺(治)， 柳田，

中大日岳付近で，柳田が足を踏みはずし，転倒

する。 27日，柳田を医者に見せるため雷鳥沢に下

り，呉をつけて東京に向かわせる。 28日，渡辺，

森崎が針ノ木隊との連絡に行く。内蔵助山荘でリ

ーダー会を聞いた後，風巻は山荘に残り，東京か

らの連絡を待つ。 29日，森田，松野が連絡のため

雷鳥沢へ向かう。合宿は続行することに決定し，明

日東京より来る OB橋本と呉，山本と共に BC入

りすることにする。 30日，全員 BCに集結する。

<定着>

7月31日 晴雪渓訓練

歩行を重点にジッへIV，グリセードと訓練を行

なう。中村と OB真鍋氏が入山する。

8月 1日 快晴停滞

乱れている合宿の生活面及び計画建て直しのた

め，停滞とする。

今日は停滞である。今日一日を振り返って考え

てみるに，はたして停滞の効果があったかどうか

( ? )疑問である。今日の停滞の効果が明日の雪

渓訓練で問われる こととなろう。私を含めた 2年

生全員がどの程度，今回の山行の意義を理解して

いるか(? )問われることにもなることだろう。

これから先の山登りをどの程度まで考えていくべ
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II.活動報告 (昭和50年度)

きなのか。また他の部員はどの程度まで山に首を

つつ込むつもりなのか(?)まだ漠然として明確で

はないのだが， とにかく今はこの合宿に全精力を

注ぐつもりである。(天幕記録より 森崎・記)

8月2日 晴雪渓訓練

歩行の復習とザイノレワークを行なう。昨日の委

員会の成果が少しは現われて来たのであろうか。

2年生が良く働くようになった。

8月3日 晴分散登禁 1日目

①東面トラパース ②中央山稜主稜 ③支稜

④三尾根 l峰

8月4日 晴分散登挙 2日目

①二尾根 ②中央山稜主稜③支稜 ④ニ一ド

ル稜⑤ロング剣沢回遊 二尾根の 1年生はムダ

口ばかり達者で、ちっとも前に進まない。ロングは，

ハシゴ段を越え池の平小屋~小窓~三ノ窓まで足

を伸ばす。疲労が激しい。

8月5日 晴分散登掌 3日目

①貧Ij岳 ②ニードル稜 ③黒部別山 ④丸山尾

根⑤三尾根⑥ロング帰幕 剣のパーティーは，

稜線伝いに時間を気にしながらも本峰を踏んで帰

る。三尾根のパーティーも無事完登する。ロング

は剣本峰を越え，稜線伝いに内蔵助谷に向かい早

い時間に帰幕する。

8月6日 雨停滞

8月7日 雨 ~ 曇 下 山

雨の降る中，全員夏道を使って室堂に下山する。

黒部上ノ廊下パーティーはターミナルでしばしの

u下山"を楽しんだ、後雷鳥沢へ向かう。

く後半分散山行〉

1. 黒部上ノ廊下

期日 8 月 8 日 ~13 日

メンバ- L風巻，前田，松野，渡辺(治)

下ノ黒ビンカお手前のコ守ルジュ及び，黒ビンガ下

部の通過に手間どる。水が冷たく，長く入って

いると体がしびれそうである。右岸へ左岸へと渡

渉と高巻きをくり返し，時には全身を浸しながら

も核心部を抜け源流帯へと進む。稜線に出てから

は，笠ガ岳を通って槍見温泉に下山した。

夏山合宿

<l 立山東面にて

2.日高山脈力ムエク回遊

期日 8 月 10 日 ~16 日

メンバ- L渡辺，森崎，山本

静内よりバスで農屋まで入る。 トラック，乗用

車と乗り継いでベテガリ橋の先， コイボクシュシ

ビチャリ川支流，峠の沢付近まで来た。峠の沢を

登り， シュンベツ支流カシコツオマナイ沢を下降

し， シュンベツ川を蹄すする。水量も多く右に左

に渡渉をくりかえ.す。カムエク沢出合からは，極

端に水量が減る。上部はナメ滝が連続し，雪渓も
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II.活動報告(昭和50年度)

所々残っている。 1800m峰に突き上げ， 1852祝峰

(春別岳)へ向かう。カムエクウチカウ シ山へ縦

走し，札内川 8ノ沢へ下降する。途中クマに遭遇

し，あわてて下降する。イワナの姿を見つけ釣果

25匹。札内川の長い道をノンピリと下山した。

3.中央高地クワンナイ川遡行

期日 8 月 21 日 ~25 日

メンバー L渡辺，森崎，前田，松野，清水

ポンクワンナイ川出合まで巻道を通り，出合で

わらじをつけ入谷する。意外と暗い)11で陰気な感

じがする。二俣から先15視の滝から始まるナメは，

川床にコケがびっしりついていて，まるでジュウ

タンの上を歩いているようである。ナメが終わっ

てから再び平凡な沢となる。源頭近くに幕営する

が， 23日， 24日と台風の影響をうけて停滞させら

れ，十勝岳への縦走を断念して化雲岳より天人峡

へ下山する。

4.利尻岳

期日 8 月 27 日 ~28 日

メンパ- L前田，森崎，松野

鬼脇に12時頃着いたため，標高 500m付近に幕

営する。翌日，頂上を通 って沓形へ下る。ふり返

ると先程まで曇っていたピークが晴れて，みる

みるうちに天気が良くなった。

今年度，前期は，春山，冬山，あるいは，海外

への大きな計画も無いままに過してしまった。リ

ーダー会と言うよりも，私自身に大きな計画を作

成する自信と，それだけの意欲が無かったからで

ある。 4月以来新入部員 8名をむかえ，部室もに

ぎやかになった杭 リーダー会は戸惑いがちで，

山に行く必要性に追われるような感じであった。

なかなか前向きの計画は実現せず，全体的に山行

に対する積極性に欠けていた。夏山の反省として，

準備会の効果があまり現われなかったこと。トレ

ーニングの不足。そ して協調性の欠除。この 3点

については，今後，二度と聞かないで済むように

注意を払いたいと思う。

(前期報告書より 風巻・記)

=秋山山行 * 
1.越後駒ヶ岳，中ノ岳

期日 10 月 10 日 ~12 日

メンパー L風巻，平林，山本，中村

雨のパラつく中を枝折峠から駒ヶ岳へと向かう。

翌日，中ノ岳を通り，兎岳へと秋らしい気持ちの

良い稜線を行く。 12日は，視界もすぐれず，丹後

山を踏んで一気に野中に下山する。

2.南アルフ.ス荒川三山縦走

期日 10 月 22 日 ~26 日

メンバ- L松野，森崎，前田

転付峠を越え，荒川三山を経てさらに北上するo

M日，雨にたたられ高山裏避難小屋で停滞する。

翌日，倍いうちに行動をおこし，三伏峠へ向かう。

ことより塩見岳を往復するが，昨日の新雪でルー

トがわからず 2度 3度ルートを誤りながらも頂

上を踏み 26日，鹿塩に下山した。

3.中央アルプス北部縦走

期日 10月 24 日 ~27 日

メンパー L渡辺，清水，渋沢

経小場より大樽小屋まで雨の中を入山する。

2600 m付近より雪が現われ，主稜線は20cm程度の

積雪がある。駒ヶ岳~宝剣~桧尾岳~空木岳と北

部を縦走し，駒ヶ根へ下山する。入山日以外は天

候に恵まれ，楽しい縦走を過ごせた。

=富士山合宿 官街

期日 11 月 21 日 ~25 日

メンパ- L風巻，渡辺，安藤，森崎，松野，

前回，平林，清水，中村，渋沢

11月21日 曇 ~ 晴 富士吉田→ 5合目BC

11月22日停滞

夜半よりみぞれとなり ，朝， 霧雨となる。午前

中回復の見込みなしとして停滞とする。

11月23日 曇氷雪訓練

7合目の下，大沢の左岸寄りで氷雪訓練を行な

う。人は多いが落石はほとんどない。突風体勢，

「
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II.活動報告(昭和50年度)

歩行練習， ジッヘル，ザイ ルワーク と練習し， コ

ンテニュアスでBCに下る。

11月24日 快晴登頂日

強風が予想されるため，全員夏道を行く。 7合

11月25日 晴

=冬山合宿

一谷川岳・泡岩山稜~商黒尾根縦走 一

期日 12 月 21 日 ~29 日

メンバ- L風巻，渡辺，安藤，松野，平林，

中村，清水，渋沢

12月21日 晴~曇水上→1300m付近

阿能川岳から東南東に伸びる尾根に取付き，標

高1300m付近まで行く。積雪は50cm位でh少なく快

調に進む。これから行く狙昆，谷川本峰は真白に

望まれる。

12月22日 晴~雪 1300m→1540祝

春山の様に暖い日で，相変わらず雪が少なくヤ

ブコギをしながらの前進。割岩は意外と簡単に通

過し，阿能川岳先のコルから Iピッチ半位の所に

幕営する。小出俣の肩までルート工作を行なう。

12月23日 暗~雪 1540m→小出俣の肩

低気圧を気にしながら出発する。姐岩，国境稜

線に雪煙が舞い，北西より雲が流れてくる。小出

俣の肩に出た所で，天候悪化のおそれがあるため，

300m程先の本谷のコノレ下降点付近に幕営する。

12月24日 地吹雪停滞

降雪はほとんど無いが，地吹雪状態が続き，停

滞とする。

12月25日 曇小出俣の肩→オジカ沢の頭

低気圧が接近し，何時間天候がもつかわからな

い。雲海が稜線のすぐ向こうに来ていて頭上に雲

が広がるが，仲々悪化しない。 川棚の頭への登り

は状態が良く ，狙畠山稜も何なく通過する。

12月26日 雪 停滞

視界10.m程度，風強く停滞とする。

* 

12月27日 雪停滞

天気図からは， しばらく冬型の気圧配置が予想

される。

12月28日 雪 停 滞

昨夜，気圧の谷の通過で一時風が弱まったが，

朝再び強風。停滞となる。

12月29日 楕オジカ沢の頭→西黒尾根下山

予想、に反し晴天。アイゼンを着けて出発する。

肩の小屋より頂上往復後，西黒尾根を下降する。

=春山合宿 ，々

一知床半島縦走 ー

く計画にあたって〉

新リーダ 会が形成され，最初の山行である春

山合宿は，知床半島に決定した。スキーを有効的

に使用 し， 半島の縦走とオホーツク海の流氷上を

歩くという計画に落ちついた。我々が今まで、行な

ってきた山行とは多少違い，山登りから離れる点

もあるが 1， 2年生は， より広い視野を持つ上

からも意欲的に参加してもらいたい。そして今後

の山行計画に多少なりともよい影響を与えること

を強く望む。(渡辺 ・記)
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概要 知床半島ルサ乗越~知床岬の縦走

期日 3 月 1 日 ~10 日

メンパー L渡辺，安藤，森崎，前田，松野，

中村，清水， 0 B磯川|

5月 1日 曇 ルサ川、河口→ノレシャ乗越

ルサ乗越手前のピークからルシャ川へ下り，沢

をつめる。途中小さな函があり，右岸を高巻き台

地状の所をルシャ乗越へ向かう。夜は細やかな入

山祝いをする。いつものように歌を唄うが，いま

ひとつまとまりがなかった。

5月2日 曇~晴ルシャ乗越→ 720mコ/レ

ノレシャ台地から南西に伸びる尾根に取りつく。

ハイ松の頭が雪面に出ていて歩きづらい。ノレシャ

台地の下りは意外と滑りやすい。二重稜線のピー

クは向かつて左の高いピークを越える。720mのコ

ルで時間切れとなり幕営。下りに時間がかかりス

キーをうまく使いこなせていない。

5月5日 雪~快晴 720 mコル→ポロモイ

台地

知床台地への登りはアイゼンを着け I ピッチで

登る。台地には地図にないピークがかなりある。

1040 mあたりでスキーを着け，知床岳を往復する。

知床台地の終了点よりアイゼンに換え，左側へ巻

くように下り，ポロモイ 台地への広い斜面に出る。

知床池付近に幕営し，エスケープルートの偵察に

行く。

5月4日 雪~快晴ポロモイ台地南端→北端

風強く視界のきかない中を出発するが，約 1時

間の行動後，現在地不明のため，行動を打ち切る。

II.活動報告 (昭和50年度)

5月5日 快晴ポロモイ台地北端→ 200m 

入山以来初めての朝からの快晴で，簡単にポロ

モイ台地を越え，稜線の東側を巻くようにして進

む。 560mピークからの下降は，稜線通しに行けず，

東側を巻いて岩場の下へ出る。シュカブラが発達

していて手間どるが， ワカンよりは有効である。

200m付近で日が暮れ，幕営する。

5月6日 晴 200m→知床岬

岬に到着後，天幕を張り， 10時~14時まで自由

時間にし，周辺を歩く。船着場の流氷上を歩いて

みるが，意外にたよりなさそうだが，けっこう安

心して乗っていられる。沖の流氷はすごい速さで

動いている。

5月7日 曇~晴知床岬→ベギンの鼻

オホーツク側の流氷状態が悪く，太平洋側を行

くことに して行動開始。知床平からの下りはザ ッ

クを海岸線に落し，空身でグリセード。赤岩まで

はスキーでとばす。 23の地点は切り立っており，

スキーを着けて流氷上を歩く。ベギンの鼻までス

キーでとばし，ここから岬の先端部を20m程乗越

して沢のそばに幕営する。

3月8日 快晴ベギンの鼻→モイレウシ

6.2は海岸線の壁に張り着いた氷のタナを通

過。洞窟があり，その中を通ってモイレウシ湾に

出る。岬をまわり込み海の中を歩く。砂浜に入る

途中で流氷がかなりあいて， リーダーが海に落ち，

行動を打ち切る。

5月9日 晴~雪モイレウシ→相泊

心配された観音岩も容易に越える。崩浜付近か

ら風雪となり多少歩きづらい。

寸春山合宿知床半島流氷を行〈
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II.活動報告(昭和50年度)

L前回，森崎，中村， 0B村木，

OB真鍋

赤岳O八ヶ岳

1月25日ケ

5月10日 晴稲泊→羅臼下山

相泊よりスキーを背負ったまま林道を歩く。

ンネベツよりパスで羅臼へ向かう。

O御岳山

2 月 5 日 ~7 日 松野L前回，森崎，ヲ骨=個人山行

十勝岳O 中央高地

3 月 13 日 ~18 日 松野L渡辺，雁峠~飛竜山縦走

L 小林，

北岳パットレス登挙

O奥秩父

O利尻岳下回4 月 10 日 ~12 日

中村L前田，3 月 12 日 ~15 日O南アルプス

OB小栗，呉L渡辺，

OB橋本

5 月 24 日 ~25 日

*岩登りトレーニング

L， 0 B村木，前回，森崎，

佐藤，飯田，渋沢，渡辺(治)

冬山偵察

L風巻，安藤

冬山偵察

L渡辺，松野

1回

1回

つづら岩

広沢寺

~t岳

5 月 24 日 ~25 日

O南アルプス

*その他O谷川岳畠狙富山稜

11 月 1 日 ~2 日 O天幕懇親会

10月 18 日 ~19 日 中津川渓谷宮ヶ瀬キャンプ場
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部室 千代田区西神田 2-6 -16 日本大学本部内

昭和51年度活動報告

CL 渡 辺 将 則

新リーダ一会としての最初の合宿を知床半島に

おいて行ない，十分な手ごたえと自信を得ること

ができた。しかし合宿以後のリーダー会の認識不

足，話し合いの不足などから，五月山行の計画は

順調に進展せず，結局 I隊を出したのみで他はす

べて中止となってしまった。そして五月山行以後

立て直すため，反省をもとに再び活動を開始した。

例年にない12名という新入生を迎え部室に活発さ

が戻ってきた。

初夏合宿は穂高横尾において定着合宿を行なっ

た。変則的メンバ一機成によって行動にかたより

が見られ，登筆意欲を十分満足できない者もいた

ようであった。夏山合宿は前半は定着合宿，後半

は分散縦走合宿を行なった。定着合宿はスケーノレ

の小さいことなどの問題はあったが，入山者が少

なく，人にわずらわされることのないという意味

から立山東面において行なった。しかし上級生の

登筆意欲の満足と I年生の指導という点で多少の

不一致が見られた。後半分散合宿は黒部上ノ廊下，

裏銀座縦走の他，計4パーティーが出たが，メン

ノミーが大きく変更し十分に活動できなかった。長

期間の登聖善意欲の継続の難しさを感じた夏山であ

った。

秋山は白山の冬山偵察を含め 4パーティーに分

かれて行なった。予定通り行動を消化し，各パー

ティーとも心ゆくまで秋の山を楽しんだ。そして

いよいよ積雪期を迎え富士山合宿を行なった。こ

れはメンパーの氷雪技術訓練，力量把渥のつもり

で行なったのだが年生の不参加者が多く有効

なものとはならず，また体力の不足を感じた。

冬山合宿は白山において行なったが，連日の悪

天，深いラァセルなど予想以上に苦しめられ，登

頂はできなかったものの参加者にとっては非常に

学ぶところの多い合宿であった。また長期間入山

できない者が南アルプス北部で短期間ではあるが

合宿を行なった。以上をもってリーダー会を交替

したわけであるが年間振り返ってみると，こ
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II.活動報告(昭和51年度)

れといった目的もなく合宿を重ねてきたような感

じで， リーダー会の認識，検討の不足が見られる。

そして健康管理が不十分で山行前に体調を崩 し，

一記

=五月山行 女

北鎌尾根~奥穂縦走

期日 5 月 8 日 ~1 5 日

メンパ- L森崎，前回

前半，好天に恵まれ順調に進んだが，白出のコ

ルで、吹雪かれ停滞 2目。西穂までの計画だ、ったが

奥穂から潤沢へ下降する。北鎌では雪壁登撃に慣

れていない事が原因して時間もかかり，疲労度も

大きかった。体力的余裕があれば悪天に関係なく

西穂、まで行き，計画の完全遂行ができたはずでトあ

る。もっとネパリ強く，厳しい姿勢で山に臨むべ

きだったか。

=初夏合宿 ヲ街

概要穂高岳横尾定着

期日 6 月 11 日 ~1 7 日

メンバー L渡辺，森崎，前田，松野，中村，

清水，田口，鈴木，今野，森，遠藤，

伊藤(豪)，村口，工藤，川那辺，

OB磯川，風巻

6月11日 雨島々→岩魚留

1年生はアゴの連続ネ気力の充実を望みたい0

6月12日 曇 CS →横尾BC

途中ケルン参拝する。 BC到着後も 1年は行動

がにぶく，どこか緊張感に欠けている。

6月13日 晴雪渓訓練澗沢岳登頂

潤沢岳ではさすがに 1年生は感激しているが雪

渓の歩行はダメである。アズキ沢で訓練後BCま

で「走り Jも入れて 1ピシチで到着。

6月14日 曇~雨分散登撃

①北穂、東稜 ②天狗のコル~槍 ③北穂沢

④奥穂 l年はゴジラの背でもかなりてこずって

直前に不参加を申し出たり，準備期間の参加が不

十分で，最も基本的なことが忘れられていたよう

に思う。

録一

いる。岩と雪のミックスでピッケルを出 したりひ

っこめたりお祭りさわぎだ。森を筆頭に体力不足

で歩行はダメである。

6月15日 晴~曇分散登肇

①白出のコル ②北穂東稜 ③前穂北尾根

④北穂南稜 昨日の雨は上部では雪であり，アズ

キ沢では 9時頃直登ルンゼより 250mに渡って新雪

雪崩発生。ザイテンへ退避し無事。稜線上では視

界悪くエビのシッポがつき冬山のようだが，下界

は全くのどかだ。そろそろ I年も雪に慣れてきた

ようだ。

6月16日 晴~曇分散登挙

①蝶ヶ岳②扉風の頭 ピークの上でのんびり

と昼寝もできる。今日ばかりは 1年も楽しそうだ。

明日の下山の厳しさを知らないと見える。

6月17日 晴~曇 BC→松本下山

①北海渡 ②徳本峠 ③上高地

女岩登 り訓練

1.日和田山

期日 7月3日

メンパー L渡辺，森崎，松野，中村，今野，

木津，川那辺，小林

期日 7月13日

メンバー L渡辺，森崎，松野，中村，清水，

川那辺，木津，森，村口，伊藤(豪)

田口，小林，工藤

=夏山合宿 * 
く計画にあたって>

1年生諸君は初夏合宿で、身につけた雪渓技術，

生活技術をさらに充実させ， 自分のものにして欲

しい。そして新たに加わる岩登り技術においては，
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基礎となるザイルワークを身につけて欲しい。ま

たメンパーシップとは何であるかを考え，行動す

ることを望む。

2年生は 2名であるが自分の置かれている立場

を十分に自覚して行動し，技術の向上をはかつて

もらいたい。

参加者全員，自分に対して，山に対して， 常に

きび しく真剣である ことを望むとともに， 謙虚な

気持ちで向か つて欲しい。そして組織の中の成員

としてのあり方をよく考えてもらいたし、。

(渡辺・ 記)

槻要 立山東面，内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 19 日 ~8 月 2 日

メンパ- L渡辺，森崎，松野，清水，鈴木

今野，伊藤(義).伊藤(豪).田口，

村口，木津，工藤， 川那辺，森，小

杭 OB中山，和田，風巻

7月19日

7月20日

7月21日

先発隊荷上げ

I! 11 

快晴立山駅→大日平

1年 2名大アゴをかき トップとラストの差がか

なり開いてしまった。

7月22日 晴 CS→室堂乗越

今日も 1名大アゴだが余裕を見せる者もいる。

やはり l年は重荷での下りが弱い。

7月23日 快晴 CS→内蔵助 BC

剣御前への登りで 1年を走らせる。元気いっぱ

いである。小屋にあいさつしてから グリセー下で

カールに下り，夏道を使って BCへ下降。 1年も

必死に下りるが歩行はまだまだである。

7月24日 曇雪渓訓 練

カールにて訓練。 1年は完全に優等パーティー

と劣等パーティーに分かれた。妥協のない姿勢で

指導していこう。

7月25日 快晴雪渓訓練

1年の中にはグリセードのストップがまるで出

来ず，カールの底まで滑っていくとんでもない者

もいる。何度やってもダメ。全体に体力のない者

は修得が遅い。体力は全ての登山技術の基礎であ

る。

II.活動報告(昭和51年度)

7月26日 快晴雪漢訓練

今日もまぶしいカールで厳しい訓練に臨む。コ

ンテ，スタカァトを重点的に行なうが，失敗し吹

っ飛んでいる者もいる。本谷の下降はまだまだス

トップが甘いが，みんなうまくなって来た。

7月27日 雨停滞

1年にとっては良い休養日となった。食器を川

で洗いながらヒソヒソ， ワイワイやっている。後

半に入ったが皆がダレないように， 自分に対して

も 1年に対して も厳 しい態度で臨むこと をここ

に確約する。

7月28日 快晴分散登挙

①剣沢回避 ②二尾根 ③中央山稜主稜④中

央山稜支稜 支稜はカニのハサミ左の末端に取付

き 2ピッチ目のクラックがかなり悪い。それと

J . P手前のクラックが最高だ。また剣では 1年

もさすがは「すごい所だ」と驚く。剣へもどんど

ん行くべきで，人が多い理由だけで遠去けるのは

一考を要する。

7月29日 精分散登挙

①八ッ峰~小窓、雪渓 ロング ②中央山稜支稜

③東面トラパース ④一尾線 体力のない 1年は三

日大コルの下り，本谷コ'ルジュの下降がまだ不安

定であり，強く反省すべきである。

7月初日 晴分散登撃

①八ッ峰~小窓雪渓ロング帰幕 ②黒部別山

③エ一ドル稜 ロングは剣山頂にビパーク後，小

窓雪渓への下降で 2名がシュルントに転落したが

無傷。ニ一ドル，別山は楽しい分散だった。

7月31日 晴分散登挙

①ニー ドノレ稜 ②丸山尾根 ③竜王岳東尾根

④二尾根 丸山尾根は岩タケを採りながら楽しく

愛る。竜王東尾根はノレートが不明だったが意外に

短時間で登れた。 1年も上達したのか本谷を 1人

で下りてくるようになった。

8月 1日 快晴分散登掌

①中央山稜主稜 ②中央山稜支稜 ③ニ一ドル

稜 ④丸山尾根絶好の登挙日和りで，槍，富士，

南ア，八ッ ，浅間，白山と全てが見える。主稜も

支稜もルー トのとり方によってはかなり緊張でき，

気分は壮快である。撤収を控えて夕食後の BCで
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II.活動報告(昭和51年度)

ム雪渓訓練内蔵助カール

は鹿島槍がほのぼのと暮れていく。

8月2日 雨 BC→黒部ダム後半分散出発

どしゃ降りの雨の中， B Cを撤収し黒部ダムへ

向かう。 1年の顔は悲惨であるが縦走隊は更に中

ノ谷出合まで強行する。

く後半分散合宿>

1.後立山，針ノ木岳~槍ヶ岳縦走

期日 8 月 2 日 ~9 日

メンパー L松野，清水，伊藤(豪)，伊藤(義人

田口，村口

何とか晴れたのは 2日程で，他は全て風雨にた

たかれながらの縦走。感心するほど良く雨が降っ

たが l年もぐしょ濡れになりながら BCから新穂

高までよくがんばった。下山の喜びは隠せないよ

うだった。

2.黒部，上ノ廊下

期日 8 月 2 日 ~7 日

メンメー L渡辺，今野， 鈴木， 0 B風巻

連日の豪雨で東沢出合より先には進めず， とう

とう黒部ダムに引き返す。 1年は「帰りましょう」

の連続であった。

3.南ア，奥西河内遡行~聖岳縦走

期日 8 月 15 日 ~23 日

メンバ- L松野，清水，村口

最初の難関は鶴首。中間の爆流帯もすばらしく，

最後の大滝100mは正に圧巻である。皆体力もつ

いているので聖へはビュンピュン飛ばした。 20日

聞の合宿の厳しさ，苦しさをよそに，水とたわむ

れ，岩をへつり，滝を快適に登撃し，お花畑で昼

寝をする。高嶺の澄んだ空気を思う存分吸収して

思いっきり夏山を楽しみ，青春を謡歌したのであ

った。

=秋山山行

1.白山，三方岩岳~本峰偵察

期日 10月 23 日 ~26 日

メンバー L渡辺，森崎，村口

* 

冬山の目標である白山北面の長大な尾根を，赤

旗をつけながらトレースする。全体として頂上台

地への登りが問題となるようだ。それにしても長

く，深く ，冬期記録のないこともうなづける。大

倉尾根より平瀬下山。静かな山行であった。

2.燕岳~西穂縦走

期日 10 月 21 日 ~25 日

メンバー L松野，中村，伊藤(豪)，田口

白出のコルでト停滞した以外は順調に進む。凍っ

た岩稜をアイゼンで越えながら上高地へ下山。う

っすらと雪化粧した震沢岳が印象的だった。

3. 荒川三山~茶臼岳縦走

期日 10 月 22 日 ~25 日

メンバー L前回，鈴木

日の出前の富士のシルエッ卜がすばらしい。南

アの魅力はその深さと大きさで， ここを歩くと部

歌の「今日は野を越た，明日山越えて」という文

句がぴったり来る感じである。

4. :1t岳~白峰南嶺縦走

期日 10 月初日~1l月 4 日

メンパ- L松野，川那辺，森

1年の希望を叶えるために，北アから今度は南

アへと来たが，北岳では冬と変わらぬ風雪にたた

かれ，南嶺に入るとひどいヤプコギに苦労しなが

ら然ヶ岳へ。森はゲロを吐いたり，セカンドで渡

った丸太が割れて落ちたりして大変だった。
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=富士山合宿 明貨

期日 11 月 19 日 ~23 日

メンバ- L渡辺，森崎，前田，松野，中村，

鈴木，今野，村口，森 QB望月

11月19日 晴~雪富士吉田→ 5合目 BC

馬返しからが 1年にとって苦しい登高となりパ

テた 1年に上級生が I人ずつついていく。

11月20日 曇~雪氷雪訓練

7合目へかけ足でド登り訓練を行なう。雪は軟か

く，ザイ ルワークは成果が上がらなかった。午後

より降雪となり，雪崩の危険があるため早目に B

Cへ下降する。

11月21日晴登頂

最高の登頂日和りとなる。ベースも速く，快適

な登頂を果たす。

11月22日 晴 BC→富士吉田下山

ケルン参拝後いいベースで吉田へ下山する。

=冬山合宿 * 
一三方岩岳より白山本峰ー

1 .セミ・ポーラーによる三方岩岳から白山本峰

への縦走(頂上直下にて退却)

期日 12月 21 日 ~1 月 4 日

メンバー 渡辺，森崎，松野，今野，鈴木伊藤

2.南ア，甲斐駒，仙丈岳登頂

期日 12 月 26 日 ~31 日

メンバー L前田，村口，川l那辺

く計画にあたって〉

今年度は当初より冬山は冬山らしく，入山者も

少ない所で， ということでこれまでの合宿を行な

ってきた。そして 9月下旬に白山で冬山合宿を行

なうことに決定した。冬の白山は豪雪，悪天，強

風とかなり厳しく，奥深い入山者のまれな山域で

ある。頂上までの深いラッセノレ，強風と変化に富

んだ合宿になるだろう。何よりも重要なのは稜線

上でのスキーの活用になるだろう。これまで身に

つけてきた体力，技術などフルに活用してぶつか

II.活動報告(昭和51年度)

っていきたい。

ただ私的理由で数名の不参加者がでたことが残

念である。(渡辺 ・記)

1.白山

12月21日 快晴馬狩→尾根取付点

比較的雪が少なく，名古屋より萩町までバスで

入れた。タクシーで馬狩へ。積雪は90c;n前後。 ス

キーで取付きへ向かう。

12月22日 曇~雪 CS →三方岩小屋

スキー，ズァポ， ワカンと変えながら尾根をた

どる。ラッセルも靴が隠れる程度ではかどる。 1

年もなかなかがんばっていた。

12月23日 風雪 C S →野谷荘司山先

三方岩岳で主稜線に出て本峰への長い尾根に入

る。雪は安定しているが予想外に地形は変化して

いる。例年と雪の状態がかなり違い，スキーは全

く使いづらい。短い急斜面の出て くるたびにワカ

ンに換え，時間を食う。今後もスキーは有効性が

ないと思われ，ここにデポする事にする。

12月24日 晴 CS →大白水谷コル

スキーの分だけ荷が軽くなりピ ッチが上がる。ー

適度のクラストで楽である。妙法山をルー ト工作

し， コルへの細い稜線をたどる。時間も早いが先

に天幕地がないのでここに張り，夜はクリスマス

ケーキを食べる。

12月25日風雪停滞

ニッ玉低気圧により雪後みぞれ。夜は晴れた。

12月26日 風雪 CS →地獄のぞき AC

C Sに下山分食糧と石油をデポして出発する。

軽くなって早いピッチで進む。間名古の頭から風

雪強く厳しくなる。コルへは細く， ところどころ

クラスト して気を使う。地獄のぞき周辺は平らで

風も弱い。ここをACとして今日の行動を打ち切

る。 1年生は初めての吹雪の行動に驚いていたよ

うで、ある。

12月27日 風 雪 停 滞

冬型の吹き出し E日目。降雪50cm。天幕内は煙

草をかけてセブンブリッジ。今野の圧勝。

12月28日 風雪 停 滞

冬型が強まり，寒気の流入で気温も下がる。
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II.活動報告(昭和51年度)

12月29日 風雪~曇 AC~ 2100mコル

昨日同様の悪天だがアタックに出発する。ラッ

セルは深い所で腰まである。 30分で 1kmの見当で

進んだが， 2100 mのコノレまで来て風雪強く， これ

以上進むことをあきらめACに戻る。夜になって

晴れ渡り，我々は初めて星と月明かりに照らされ

た白山本峰を見た。すばらしい。明日こそピーク

を。

12月30日風雪停滞

低気圧通過により停滞。シュラフも衣服も濡れ

ている。日数も不足してきた。

12月31日 風雪 AC →間名古コル D本峰直下

アタックをあきらめ下山を開始する。 9時頃時

々晴れ間が見えたため再度登頂をめぎし，間名古

の頭コルに天幕を張り全員でアタックに向う。北

弥陀ヶ原まではクラストしている。大汝稜線取付

きで既に時間は遅かったが，行ける所まで行くつ

もりで進む。 2時前，ついに登頂をあきらめ，消

えたトレースを足でさぐりながら引き返す。

1月 1日 風雪 CS →三俣峠先

下山を開始するがかなりの積雪で終始胸のラッ

セルでピッチは上らない。三俣峠より風雪も一段

と強まる。視界50~60 mでルートの確認ができず

幕営。主稜線上1750机あたりにいるらしし、

1月2日 風雪~曇 CS →1700m付近

昨日確かめられなかったルートも今日は見つけ

ることができた。 1786m峰は登らず，沢に直接下

りてコルに上る。大白水谷コルでデポを回収し先

へ進む。稜線上も胸までのラッセルで消耗が激し

い。東側に大きく雪庇が張り出し，森崎が l度雪

庇を落としヒヤッとする。動ける時間いっぱい行

動した。

1月5日 風雪 CS →モウセン平手前

雪質が変わり， ヒザ程度のラッセルになった。

妙法山手前のコノレに下るのが視界悪く，てこずっ

た。次の大きなピークの登りが雪も深く大変だっ

た。ここでルートを間違え，修正するのにてまど

る。風強く，濡れて凍ったシュラフとともに全員

に疲れが見え始める。

1月4日 風雪 CS→馬狩荘司山先

再び雪質が変わり，深いラッセルに苦しむ。 ト

ップの松野が雪庇を落とし伊藤と共に落ちたがす

ぐ下で止まる。かなり大きな雪庇だが雪崩にはな

らなかった。スキーデポを回収してからピ γ チが

上った。スキーでヒザまでのラッセルだ、が技術の

差が大きく出て鈴木が遅れる。馬狩部落へ下る尾

根を下降することにしたが，視界不良で、引き返し，

松野，今野で、ルート工作する。明日視界がきけば

この尾根を下れるだろう。

1月5日 風雪 CS →馬狩下山

入山 16日目でやっと下山する。全員で民宿に泊

まり楽しい夜を送る。登頂はできなかったが有意

義な厳しい冬山だった。

果
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II.活動報告 (昭和51年度)

2.南アルプス縦走隊

12月26日 曇~雪戸台→北沢峠BC

北沢峠への登りはスッキリしていて，あまり苦

にはならないが案外長い。意外に登山者は少なく，

2名の 1年生も体調が良い。

12月27日 風雪 B C ~仙丈岳手前

仙丈岳アタックに向かう。風強く，行動してい

るのは我々だけである。樹林帯を抜けてからアン

ザイレンするが目もあけられない風雪でザイルは

宙を舞い，耐風姿勢をくり返す。やっと三角点の

ピークまで来たが，ガスの切れ間に更に高いピー

クが見え，この条件では危険と判断して引き返す。

全員顔に凍傷をこ しらえた。

12月28日 曇~晴 BC ~駒津岳

昨晩より強風のため停滞を予想していたカL朝

になって弱まったので 1年のラッセル訓練として

駒津岳まで行く。雪は腰まであった。

12月29日 晴 BC →アサヨ峰

5時半に出発し，気分良く甲斐駒の頂上に立つ。

ルートも問題ない。早川尾根に入ってから川那辺

がパテた。アサヨ峰で終了。 10時間行動できっか

っただろう。夜は星空が美しく 1年も満足そうで

ある。

12月3D日 曇 CS→白鳳峠

早川尾根はワカンで腰までもぐり年，特に

村口がバテている。結局 1日中ラッセルして「今

日はここまで.1Jと言ったら，今まで元気の無か

った村口が「ウワ -'Y， 前田さん，握手握手.1J 

まいった/

12月31日 晴 CS →夜叉神峠下山

登山者が登ってきてやっとラッセルから解放さ

れる。 トップの川那辺の凍傷の鼻がひどいために，

登ってくる登山者が皆道をあけてくれて助かった。

無事下山。

=春山合宿

一北岳より光岳 一

概要南アルプス，北岳より光岳への縦走

期日 3 月 1 日 ~14 日

メンパ- L松野，中村，鈴木木民今野，

川那辺，村口，田口，伊藤(豪)

切除

く計画に当たって〉

山岳部に入部して早くも 4年目を迎えようとし

ている。新年度は 4月からであるが 4年生も就

職に忙しく，例年通り春山からリーダー交替が行

なわれた。

今回の春山合宿の計画にあたっては.51年度の

総括という意味で， 自分達の力をどこまで遺憾な

く発揮できるかということで長距離の歩行に重点

を置いた。私自身としても積雪期の南アルプスの

峰々の登頂は 2年生の時からの念願であった。そ

して冬山の最終目標を白山の本峰登頂とし，今年

1年間精進していきたいと思う。

新リーダー会結成後の初めての合宿色全員の

根性と努力で無事安全に成功させたい。

(松野・記)

5月1日 曇夜叉神峠→池山尾根取付

マイクロパスで夜叉神峠へ。 リヒトをつけてト

ンネルをくぐる。鷲ノ巣山からの下りは氷結し非

常に時間がかかる。 トンネル内は見事に氷結してェ

おり，閣の中でドシーンと尻モチをつく者続出。

笑いながら歩き沢橋の上に天幕を張った。

5月2日 晴 ~ 雪 CS → 2400祝

今日はただ下を見ながら歯をくいしばって樹林

帯を登るだけである。ちらほら雪も舞ってきた。

5月5日 快晴 CS →北岳稜線小屋

ラッセルから強風帯に飛び出し、パットレスを

横自に八本歯を通過。フィックス150mo ハイベ

ースで主稜線へ急登し北岳を往復する。小屋は入

口を掘り出し，中を整備する0

5月4日 風 雪 停 滞

出発しようとするが濃いガスと強風，酷寒のた

め無理と判断する。外気温マイナス27度で強い寒

波に包まれている。しかし停滞スペシャルでマシ

ュマロやポップコーンが食える。

5月5日 風雪 CS →安部荒倉岳先

相変わらず酷寒，悪天だが行動する。間ノ岳か

ら三国平までは神経を使う岩稜帯で、しばしば強

風に立ち止まる。自に雪がつまりゴーグルも役に
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II.活動報告(昭和51年度)

間
/
岳
へ
向
、
7
b

風雪停滞

1日中くだらない話をしながら楽しん

5月9日

でいた。

5月10日 快晴 cs→中盛丸山

息ができない程風が強いが曙光に映える赤石が

すばらしい。大聖寺平へは問題なく，追い風に押

されるように赤石のピークに立つ。遠く白山，鈴

鹿山脈まで見渡せる。大沢岳をトラバース し大き

な穴の中に幕営。下山後の話で持ち切りである。

快晴 c s →お花畑

最後の3000祝峰聖岳へ向かう。氷壁を越え，

セピークにだまされながら頂上に立つ。聖平は春

の陽気で30分休憩。初めて大きなパーティ ーに会

う。上河内岳へ再び強風帯となり雪庇も大きく張

り出しているが，お畑花は別天地である。

5月12日 快晴 cs→光岳小屋

茶臼岳を過ぎ，易老岳，仁田岳と次第に高度が

下がり ，やっかいなラァセノレを続ける。最後の山，

光岳のピークを踏み，喜ぶメンパーにおだてられ

たリーダーは小屋泊りを決定した。

5月13日 晴 cs→小根沢出合

信濃俣山を越える とあとは下りのみ。気温が上

り，雪が消え，寸叉川林道に飛び出して 2週間ぶ

りに脱ぐヤッケ。

春一番。

5月6日

5月11日

5月7日
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5月8日

た。

立たない。三国平で広くなるが小石が飛んできて

頬をたたく。井川越より樹林のラッセルとなるが

風は強く数名が凍傷になる。厳しい行動だった。

快晴 cs →権右衛門山

うって変わった快晴で，昨日越えた間ノ岳がモ

ルゲンロートに染まる。雷鳥の親子の行進を見な

がら二重山稜を行くと再び強風帯となり，猛烈な

風の中を北俣岳へ急登 し， 塩見岳の狭いピークに

立つ。絶景かな。下降はアンザイレンし，権右衛

門山の静かな森に張る。

快晴 cs →小河内岳先

ラッセル しながら三伏峠へ。あまりの上天気に

30分休憩。 しかし烏帽子岳からは風も強く，南側

がガレている。設営後はまだ太陽もあり，シュラ

フをほしてのんびりする。

晴 cs →荒川前岳

高山裏まで汗だくのラッセル。次々と穴に落ち，

それを笑い飛ばしながら自分も落ちている。 しか

し絹層雲が広がっており，カールをトラパースし

て荒川岳まで足を伸ばす。前岳と中岳のコルに張

るが風が強く全員総がかりで6人天を建てる。さ

すがに疲労 し， 一時は幕営をあきらめた 1年もい



5月14日 雨~晴 cs →寸叉

峡温泉下山

20kmの林道にひたすら耐え，そ

ろそろ身なりを気にしながら温泉

にたどり着く。山に一礼を捧げて

合宿を終了，食堂にとびこむ。

く春山を終えて〉

春山の計画段階においていくつ

かの問題が提起された。第 1に 3

年 1人 2年 1人年7人とい

うメンバー構成で登下降の激しい

南アルプスの長距離の歩行が可能

かどうか。第 2に新リ 夕、一会で

実行される春山合宿において指揮

系統(特に状況判断)を確実にで

きるかどうか。第 3に富士山，冬

山合宿不参加者の技術面の不安，

などである。ルート的には夏，秋

と南アを歩き，記録，地形などを

参照し検討をはかった。

計画実行のため， トレーニング，

リーダ一会，ザイルワーク，講議

録復習など，問題点を取り除き出

発に備えた。特にトレーニングは

基礎体力を中心に充実をはかった。

そして実動12日，予備 5日の計画

を実動12B，停滞 2日と順調に行

動し，寸叉峡に 3月14日，全員元

気に下山した。

今回の合宿は天候もさほど悪く

なく順調に行動できたが，鷲ノ住

山からの下院岩場での登下降，

雪の斜面のトラパース，天幕地の

設定など確実かっ安全な判断がで

きたであろうか。またどれだけ下

級生の考え方，行動力，体力など

を把握したであろうか。今から振

返ってみれば，まだまだリーダー

としての責任が欠けていたように

思われる。登山というスポーツも

I1.活動報告(昭和51年度)
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II.活動報告(昭和51年度)

とかく結果に重点、を置きがちであるが，私はそう

であってはならないと思う。 4月になれば新入生

も加わり，その指導に新たな力を注がねばならな

い。新リーダー会として責任をもって計画し実行

するよう努力した い。(松野・記)

個人山行 ヲ貨

O谷川岳芝倉沢~土樽

5月30日 L渡辺，中村，木津，今野，

鈴木，森遠藤，小杭田口，

伊藤(豪)

O富士山

5 月 26 日 ~27 日 L前田，森崎，松野

O富士山

7 月 1 日 ~2 日 L松野，他 4名

O富士山

7 月 1 日 ~2 日 L鈴木，他 1名

O穂高 扉風岩，四峰正面壁，前穂東壁登空襲

8 月 29 日 ~9 月 2 日 L松野，他 1名

O 奥多摩 巳ノ戸谷，倉沢塩地谷遡行

9 月 17 日 ~19 日 L村口，田口，森

O奥多摩海沢谷遡行

9月17日 L木津，川那辺

O奥多摩 鷹ノ巣谷遡行

9月13日 L森，木津

O奥多摩 水根沢遡行

10月 2日 L村口，森，他 1名

O 南アルプス 鳳恩三山縦走

10月 2 日 ~3 日 L中村，鈴 木 川 那 辺

O 丹沢水無川本谷遡行

10月4日 L田口，伊藤(豪)，村口

O奥多摩鷹ノ巣谷遡行

10月17日 L， OB村木，今野

O八ヶ岳 地獄谷天狗尾根~赤岳西面登挙

3 月 26 日 ~30 日 L村口，木津

O木曽御岳

3 月 27 日 ~30 日 L今野

女岩登りトレーニング

鷹取山 2回

三鷹市体育館 1回

女その他

天幕懇親会

10月 10 日 ~ll 日 箱根湖尻

ム春山合宿南アルプス縦走光岳にて
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日大講堂別館 103号室部

そういった現状の中でクラプの発展を考えるに

は，主体性を強く持つととが必要で、ある。ややも

すると合宿は連れていかれるものであり，誰のた

めにやっているかなどと思うようになってしまう。

確かに合宿は訓練の意味合いの強いものもある。

しかしその合宿には必ず目的があり，自分を見出

す何かがあるはずである。主体性を持たないから

自分がリーダーになってもいい計画ができないの

である。目的を持ってもっと山へ行かなければい

けないと思う。

今の部員は多趣味になり，山以外にも多くのこ

とをやっているために，年間山行日数も70日位が

90日.100日以上山に入る者は数える

ほどしかいない。別に多く山に入ればいいという

わけではないし，多趣味で個性豊かなクラブにな

るのは良いことなのだが，山行日数が主体性のひ

とつのノミロメーターにはなり得る。

52年度を振り返って見て，自分で思い切りゃれた

のは， リーダーを交替した去年の春山，北岳から

光岳までの縦走と，冬山の白山縦走である。初夏，

夏山とも例年通り行なわれたが，閉じ場所，同じ

メンバ で， しまったところがなかったようだ。

山岳部 4年間の間， 自分の満足のいく山行を行

なう事は難しい事である。現在の大学山岳部を見

ると現状を維持するのがやっとで，向上性まして

進歩を見い出す事は無理のように思える。なぜで

あろうか。

第 1に，山岳部は 1年を周期に大きく変わって

いく。極端な言い方をすれば新年度が来ればま

た初めから出発していかなければならない。

ダーとはいえ，たかが 2. 3年山をかじ っただけ

で何ができょう。また，皆が興味を示し，全精力

を出してぶつかっていくような素晴らしい計画を

作るような，資質と才能を持ったリーダーはなか

なか現われないじやはり人材不足が影響している

ようである。山岳部に入らずとも同好会，

ル，あるいは個人的に行けるような情報や手段が

多くなりすぎた。各大学山岳部とも10名以下の所

が多い現状である。

丘主
l2.. 

昭和 52年度活動報告

松野CL 

ほとんどで，

-109-

リー

ワンゲ



II.活動報告(日自和52年度)

病気や故障者も多く，反省点も多く出た。

富士山は年々雪が少なし期待できる程の結果

は得られなかった。 12月18日から冬山合宿に入っ

たが，メンバー全員を縦走隊に入れるわけにはい

かず，パ ティーを 2つに分け，縦走と大倉尾根

隊とし，縦走隊は昨年の経験を生かして日数と下

山ルートを慎重に考えて行動した。しかし大倉尾

根隊は登頂を早く済ませ，後半は退屈な合宿だっ

たらしく，冬山を満足できなかった。

冬山の反省から春山合宿は全員で南アルプスに

記

=五月山行

1 .越後中ノ岳~尾瀬縦走

期日 5 月 1 日 ~7 日

メンバ- L村口，川郡辺，森，神田

当初巻機山から尾瀬まで思い切り歩く計画だっ

たが，リーダーが熱を出して出発が遅九結局半

分のコースに変更した。中 2日の停滞で無事完走。

さすがに長く年にとってはつらい山行だった

だろう。でも実に楽しかった。雪溶け水の輝く尾

瀬ヶ原に強烈な春を感じた。

2.穂高，岳沢定着登挙

期日 4 月 29 日 ~5 月 3 日

メンバ- L田口，伊藤

2年生になって，何か自由を感じる山行である。

南稜， コプ尾根ともに死亡者を見てショックを受

けてしまった。コプ尾根はOB池田，村木，磯川

各氏と登り，北鎌パーティーと合流して下山。

おいて行なった。次期リーダーの中村が北極に行

っているので，その間しっかりした態勢を作ろう

ということだった。人の少ない南アルプスで，一

般路からも遠く離れて静かな合宿が行なえた杭

反面回数が少なく力一杯の合宿にはならなかった。

まだまだりーダーの力不足である。

全体に合宿について言えば どの合宿にも不参

加者が 1~2 名いて，これは全員参加を徹底すべ

きであり，器具の取り扱い，体力不足と日常のト

レーニングのあり方も再度熟考する必要がある。

録

世除 3.北鎌尾根~奥穂高縦走

期日 4 月 28 日 ~5 月 4 日

メンバー L中村，清水今野，鈴木

北鎌尾根をスムースに抜け，北穂での停滞をは

さんで，岳沢に下降。岳沢パーティー， OBと合

流して北極用のベミカンを試食した。全体に体力

不足が目立った。

毎年五月山行は上級生が力を試すいい機会だが，

反面春山を終えた安心感が計画の甘さとなって出

る。今年も例外でなく各パ ティーとも余裕がな

かった。またCL松野が奥鐘山の捜索に加わり参

加できなかったが，そういう中で各パーティ 無

事目的を達成し得たのは，山の中でのリーダーの

力量も多少はあるが，良きアドバイスを与え，諸

注意を促したコーチ会の力が大であったと思う。

(松野・記)

*新入生歓迎山行

場所奥多摩海沢

期日 5月22日

メンバ- L松野以下 9名

1年生はこれからの苦労も知らずに渓谷美に酔

いしれている。 2年生も内心 u かわいそうになあ

いこれから"などと思っているに違いない。滝の

下で上級生からシチューをごちそうになり楽しく

山行を終えた。
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II.活動報告(昭和52年度)

=初夏合宿

* 
初夏合宿は 1年生の訓練，山に慣れさせるのを

第1の目標として毎年行なわれ，その場所の選択

にはいつも頭を悩めるものである。ベースまで 1

日 ~2 日の縦走ができ，分散の対象が多く，尾根，

岩，雪渓とその登撃もバラエティーに富みヲかっ

1年生に強烈な印象として残る山は穂高をおいて

他に多くない。その反面，毎年定例の合宿のマン

ネリ化は否めない事実である。

初夏合宿の第 1の反省点はリーダー会の合宿に

対する甘さであった。食糧計画にしろトレーニン

グにしろ，また一番重要な生活技術においても認

識不足であった。今年の 1年生は10名と多く，そ

の意味では横尾の定着合宿も当を得ていたが

年生の体力不足と健康管理の悪さが目立ち， 目的

を全て完遂するには至らず，また食糧も新しいメ

ニューを取り入れたが充分な下調べもなく，結果

は無惨であった。(松野・記)

概要穂高岳横尾定着

期日 6 月 16 日 ~22 日

メンバー L松野，中村，清水，伊藤，田口，

川那辺，木津，村口，森今野，鈴

木大上，神田，新保，小坂田，佐

藤，田中，柳下，阿部，辻川，呉，

OB村木，橋本，渡辺

6月16日 靖~雨島々→岩魚留

6月17日 雨 CS →横尾 BC

今年から 2名の女子が入ったわけだが，徳、本の

雨の登りもしっかり歩いている。一本の時など楽

しいものだ。

6月18日 雨雪漢訓練

本谷橋からポツポツ泣き出した。北尾根側で訓

練をしているうちに本降りとなって帰幕。鈴木の

ノミーティーはりーダーが走ってバラバラになって

しまい，反省を促す0

6月19日 晴雪渓訓練

ザイテンの下部で訓練。 2年生がしっかりして

いて，去年からは想像つかないいばりぶりがおも

しろい。しかし 1年生の体力不足と故障者が目立

ち，潤沢岳をあきらめて帰幕する。

6月20日 晴分散登掌

①北穂東稜 ②奥穂③北穂南稜 ④北尾根

⑤天狗コル~槍 ⑥蝶ヶ山 ⑦ーノ俣谷~常念岳

常念岳は時間的にきついと言われていたが，沢の

達者な 2年生2名が完走して帰幕時間内に帰る。

沢は下部が黒部を小さくした感じでトラパース，

石とびと，体力とカンがいる。

6月21日 精分散登挙

①潤沢岳 ②北穂東稜 ③キレット~北穂

④蝶ヶ岳 ⑤北穂南稜 @ヲミ狗コノレ~槍 全体に

体力不足が目立つ。食糧の不備と共にリー夕、一会

で指摘する。キャンプファイアは楽しかった。

6月22日 晴 BC→松本下山

①北海渡 ②長塀山~上高地 ③長塀山~上高

地④上高地大滝山パーティーは 1年不調で上

高地へ転進。結局松本へは 2年生パーティーのみ

で終わった。

女岩登り訓練

鷹取山

期日 7月17日

メンパ- L松野以下 6名

=夏山合宿 女

く計画にあたって>

大学山岳部 4年間の中で登山技術，知識の全て

を習得することは困難であり，またそれを無理し

てまで覚えるというのはいささか危険すぎる。し

かし最低限必要な技術，経験，判断力は養わなけ

ればならない。我々はしばしば山の中，特に雪渓

上，岩場，氷雪上で，格好だけは一人前の登山者

がピッケルの使い方もおぼつかず尻モチをつきな

がら下降している姿や，岩場で立往生している姿

などを見かける。初夏，夏山，富士山はいわば訓

練中心の合宿であるが，山を安全確実に登るため

の訓練は必要であると思う。その意味で初夏，夏

山と全員参加の合宿を計画し，実行した。

夏山は長期に渡る上，行動も縦走，雪渓，岩登

りと様々である。参加者は準備会の知識を応用し，

目的をはっきりと認識し，確実に遂行してほしい。

(松野・記)
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II.活動報告 (昭和52年度)

概要立山東菌，内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 24 日 ~8 月 5 日

メンバー L松野，中村，清水，森木津，川

那辺，村氏田口，伊藤，今野，鈴

木小坂田，佐藤，大上，神田，田

中，呉，辻川，柳下，阿部，

OB橋本

<入山>

1.薬師岳~内蔵助BC

期日 7 月 24 日 ~27B

メンバ- L松野，木津，森小坂田，佐藤

実動3日の予定だったがやはり長く，スペアを

1日使ってしま う。 2年は入山45kgのうえ連日大

アゴの I年の公共まで負担してがんばっていた。

夏山気分ではあったがスゴから鬼岳までは全く疲

れる所だ。立山からの下降で I年はグロッキーと

なり，小坂田が呼吸困難となり倒れてBCにかつ

ぎ下ろされた。

2.針ノ木峠~内蔵助BC

期日 7 月 24 日 ~27 日

メンバ- L清水川那辺，伊藤，大上，神田

ザックの中から音楽がきこえ，なかなかいいも

のだ。あわててラジオを出してスイッチを切る。

1年生体力不足で、きつい行動で、ある。五色から立

山の登りで大上が倒れ，意識もうろうとなる。結

局スペアを使ってしまい，幕営していたら遅くな

って松野CLのパ声がきこえ，薬師パーティーが

気狂いのように歩いてきた。

3.大日岳~内蔵助 BC

期日 7 月 24 日 ~26 日

メンバ- L中村，田口，今野，鈴木，村口，

田中，呉，辻川

2年生が多く余裕のある行動であった。予定通

りBCに着いたが他パーティーはおらず，翌日は

我々だけの楽しい停滞日となる。夕方，悲惨な顔

をしてばらばらとやって来た。

く定着>

7月28日 快晴雪渓訓練

ギラギラと輝く内蔵助カールへ。 1年生は疲労

が残りつらそうである。体力差が大きく出てしま

う。内蔵助平に張っている東京農大山岳部とプレ

ゼント交換。

7月29日 快晴雪渓訓練

午前中はOB橋本氏による 2年生特司16体力申

し分なし。ザイ ノレワークも完成に近づいた。 1年

にとっていいお手本である。橋本OBも2年につ

いていけるだけすごい…とか。その間 1年は歩行，

午後より全員でザイルワーク。 1年同志のコンテ

はまだまだである。明日は休養日なので夜遅くま

で火を囲んで歌う。

7月初日 晴休養停滞

「冬山に休養などない。晴れてるなら行動しろ」

との橋本発言にカッとなった村口， I冬のためだ

けに夏山をやるのではない。」と反論。朝も早く

からリーダ一会は休養論争でもめたが， とにかく

リーダーシップだけはしめてかかろう， と閉会す

る。それから 2年生マキとり年生その他はア

ザミとりで「何かオレたち，この合宿ではさんざ

んだな」と言いながらヤケクソでマキを集める 2

年生。

7月31日 晴分散登掌

①中央山旋主稜 ②ニ一ドル稜 ③東面トラパ

ース ④剣岳回遊 ⑤八ッ峰ロング 主稜では 1

年の遅さにあいそをつかした橋本oB， さっさと

ザイルをはずして 1人で行ってしまった。カール

へのグリセードに失敗した呉が止めに入った村口

のへルメットに顔面強打して泣き出す。八ッ峰ロ

ングは快適に岩を歩き剣頂上でピパーク。

8月 1日 晴分散登撃

①八ッ峰ロング帰幕 ②剣岳ロング ③中央山

稜主稜 ④中央山稜支稜 ⑤ニ一ドル稜 ⑥二尾

根⑦丸山尾根 小窓雪渓でロングの 2パーティ

ーが出会う。 BCを遠く離れていい感じである。

支稜カニのハサミも左を選べばかなり充実する。高

度感もすばら しく 4級上。門の左リッジは少しハ

ングしていて 4級以上だ。二尾根はルンゼ状チム

ニーで早くも佐藤がプラン。上部岩峰は苦しい体

勢でハーケンを打ちパックアンドファトで登る。

主稜，辻川の登り方は力強さには欠けるが女性ら
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II.活動報告 (sg利52年度)

しく美しい。

8月2白 晴分散登掌

①中央山稜主稜 ②中央山稜支稜 ③ニ 一 ドル

稜 ④三尾根 ⑤丸山尾板 ⑥竜王岳西尾根

⑦剣岳ロング帰幕 連日良く晴れてくれる。難し

い三尾根はテープアブミで乗越す。高度感に足が

すくむ。主稜と支稜の聞に張り出した割と大きな

岩稜に田口が取付く。非常にシビアなバランスを

要する快適なルートであった。竜王岳東尾根は見

た目はすごいが大したことはない。神社の亙子さ

んに美人がいたので30分休憩ロ

8月5日 晴分散登掌

①中央山稜主稜 ②中央山稜支稜 ③丸山尾根

④三尾根 ⑤ダイレクト尾根 ⑥竜王岳東尾根

⑦剣岳本峰 ⑧黒部別山 昨日田口が開拓したル

ートへ再び松野が挑む。 Y字ジェ一ドルの左から

すばらしい高度感とフリーの楽しさでチョックス

トンを抜けて主稜に出る。J!1j山はヤブに悩まされ

るが頂上稜線は二重山稜とお花畑が実に美しい。

別山，支稜が帰幕に遅れて怒られた。

8月4日 快晴休養停滞

まず大ナベに湯をわかして頭を洗う。中村はパ

ンツ 1枚で雪の上をかけ出す。夕方より下山祝い

の準備。巨大な炎が星空をとがし，歌声は夜遅く

までカールに響いた。

8月5日 快晴下山，出発

飢雲ノ平ノξーティー以外は黒部ダム~八久

和，台湾パーティー下山。 1年生もたくましくな

った。

初夏合宿での失敗があっただけに夏山の準備は

順調に進んだ瓜食糧，器具とも リストの作成は

まだまだ杜撲である。計画にも無理がなく，天候

にも恵まれてほとん どの行動日程を消化できたが，

1年生はキスリングを背負つての長距離の縦走は

まだまだのようで，全員がベースイン したのは入

山のスペアを使用 してであった。雪渓技術は特に

下降が弱u、。
分散登警はロング 2パーティーも 出て，短いな

がらも東面の岩登り，別山，竜王剣と多くをこ

なし， 特に東面では今までにないルー トを試み，

成功した。毎年登挙されている東面においては難

しいルートへの試みがなされるのは当然のことで，

それがないようでは進展はあり得ないと考える。

1年生にとっては前後 3週間の夏山で多くの事を

学んだのではないだろうか。 (松野・記)

く後半分散合宿〉

1 .剣岳

期日 8 月 5 日 ~6 日

メンバ- L松野，神田

剣での岩登りへさっそうと BCを出発したが平

蔵避難小屋の朝， どうも腹が痛み出し，診療所へ

行ったところ盲腸と宣告されて即日帰京。翌日手

術。その後が苦しく，白い天井に冷やかに笑う 1

年 2年の顔が浮かんで，下級生の怨念を感じた。

一方残された神田は50kg近い荷を背負って泣きな

がら下山した。

2.針ノ木岳~鹿島槍縦走

期日 8 月 5 日 ~9 日

メンバー L今野，田口，小坂田，佐藤

定着合宿から今まで，楽しいのか悲しいのかわ三

からない顔であった。 1年生も，針ノ木峠のすば

らしい夕焼けを見てやっと笑顔になった。白馬ま

での計画であった杭後半雨にやられて鹿島槍よ

り下山する。

3.黒部 ，上ノ廊下遡行~笠ヶ岳縦走

期日 8 月 5 日 ~12 日

メンバー L中村，鈴木，大上

大きい沢は初めてなので期待して入山した。や

はり下ノ黒ビンガなどすばら しい所だ。こ こでは

水の勢いのすさまじさに感心した。よく流されな

かったと思う。

4.立山~笠ケ岳縦走

期日 8 月 5 日 ~1 0 日

メンバ- L清水，伊藤

1年生に本来の夏山を楽しんでもらおう と企画

したのだが結局上級生 2名になり，中身のうすい

ものになっ てしまった。雲ノ平に寄って完走した
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II.活動報告(昭和52年度)

が，反省を今後の山行に役立てていきたい。

5.朝日連峰 ，八久和川遡行

期日 8 月 10 日 ~17 日

メンバ- L村口，森，辻川

八久和川は東北屈指というより日本でも有数の

大渓谷である。私達は昨年夏にとの計画を立てた

が，やはり 1年生のみでは力量的に難しいとのこ

とだった。そこで 1年間，沢の状態や渡渉方法を

もっと研究し， トレ ニングを積んで今回の実現

となった。最初のうちはザックが重く，岩からひ

きはがされそうになり必死で、ある。難場も吊上げ，

吊下ろ しの連続で苦労する。さすがに 5万図の縦

を越す長い沢だけに，いくら歩いても水量は減ら

ない。 3日目あたりからカンが働き，つまらない

ミスをしないようになった。中俣沢は連続して滝

が懸かり，荷が軽くなって登警は快適であるが，

反面ブリッジやつるつるの草付が現われて緊張の

連続だった。源頭の草付でとうとう本降りとなっ

たがもう難場はない。天候にはあまり恵まれなか

ったが完全遡行を果たし，長い八久和川に別れを

告げて大鳥池へ下った。当初辻川の体力を最も心

配し，遡行中スピードの遅さにイライラしたこと

もあった杭彼女の笑顔がこの山行をすばらしい

ものにしてくれた。生活技術と状況判断を要求さ

れる沢だが，あらゆる面において，多くのととを

学んだ山行だった。

6.台湾 ，玉山，雪山登頂

期日 8 月 13 日 ~21 日

メンバ- L木津，川那辺，呉， 0 B渡辺

日本を出て新鮮な山登りをしてみたいという感

情は 2年生になってごく自然、に湧いてきた。山そ

のものへの興味もさることながら，そこには日本

の山岳部しか知らない自分にとって，もっと自由

な考え方や風土があるに違いない。ヒマラヤなど

出す力はないものの，自分達の合宿の範囲内でご

く自然な気持ちでできる海外登山もあるはずでトあ

る。 2年になって北極やアラスカと， クラブに新

鮮なものが感じられていた頃，台湾人の呉の入部

も手伝って，ひとつ出てみようという気持ちにな

り 6月下旬，小さな登山隊ができあがった。

それからの準備は何もかも初めてのことで失敗

ばかりやっていた。期限切れの登山許可を羽賀正

太郎氏の好意で取っていただき，合宿の準備と重

なって，保険，パスポート， ビザ， ドル交換など

東京中を走りまわった。特に羽賀氏とエクスペデ

ィション ・サービスの中山氏には本当にお世話に

なって，きわどいところをパスして無事実現とな

った。だが調べるうちに玉山の技術的易しさと行

動の制限がわかったことは少し残念であった。

8月13日 羽田→台北

しょっぱなから波乱。航空会社のミスで飛行機

からしめ出され，荷物だけが行ってしまい， 夕方

やっとバラバラに台北に顔をそろえた。夜，中華

民国山岳協会に招かれ，ガイドの奈さんと顔を合

わせてから中華料理に満腹。

8月14日 台北→阿里山

外を見ればヤシが茂り，猛烈な暑さ。汽車の旅

は見るもの全てが珍しし、 80円の駅弁や 8円のア

イスクリームがうまい。森林鉄道に乗り換えると

見る見る寒くなり，夜，阿里山の山小屋に泊る。

8月15日 快晴阿里山→排雲山荘

暗いうちに小屋を出る。初めて望む玉山はどっ

しりと構えている。雲が下を流れて大陸的でお雄大

な尾根道芯空気が乾燥していて緑が鮮やかに感

じる。タータカ鞍部より大きくトラパースしなが

ら，夕刻.3500mの排雲山荘に着く。小屋番がい

るだけの静かな夜を送る。

8月16日 晴山荘 D玉山主峰，北峰

小屋の上から山の様相はガラリと変わり，岩ば

かりのいい感じだ。主峰の西壁が見事だ。主峰の

肩からいやなガリーを下って北峰へ行く。合宿の

池ノ谷ガリーを思い出した。 ~t峰は3920m だがハ

イマツが生えていて測候所まである。景色は雄大

だが早々に引き返して主峰へ。ここから見る主峰

と東峰への岩稜はすばらしく，八ッ峰の数倍のス

ケールを感じてしまう。プッシュも全くない。ワ

クワクしながら主峰へ登り，像によじ登って 4000

mジャスト。呼吸がずっと早くなる。ところがこ

こでにわかにガスに包まれ，奈さんが東峰へ行く

-114-
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ことを拒否。いよ

いよザイルが使え

るというのに全く

残念。「行けます

よ/Jと言っては

みたものの，気の

いい察さんを怒ら

すわけにもいかず，

未練を残しながら

頂上を後にした。

ガスの晴れ間に望

む南峰が剣岳のよ

うにすばらしく，

鋭い岩稜を老濃渓に落としていた。

8月17日 晴拝雲山荘→東捕

これで玉山を去るのはとても残念だ。そんな僕

らの気持ちを察してか，奈さんは玉山前峰をすす

めてくれたが，モロヤブであった。タータカ鞍部

から雄大な沙里仙渓へと下っていく。道も悪く，

ジャングルのようで，毒へビにおののきながら夕

方林道に出る。おいしい果実を拾いながら暗く

なるころ東捕温泉の王さんの家に泊まる。こと歩

くことに関しては奈さんは強く，こっちが疲れて

しまう。この山奥の集落でキリスト教のミサが行

なわれていたのも珍しかった。

ム台湾最高峰玉山(新高山 )3，997m 

8月18日 東捕→台中

ゴキブリの大群に悩まされた夜も明け，古いト

ラックに乗りこむ。山岳部族の女は色は黒めだが

美人が多くて感心する。 1日中トラックやパスに

揺られて再び暑い台中に戻り，夜は食い倒れ。

8月19日 台中→七一転山荘

横貫公路を経て雪山へ向かう。キャワン渓とスケ

ラン渓の出合う所がシカヨウ社である。周辺には

大覇尖山や南湖大山があるのだが，雨で見えず。

8月20日 雨 七一転山荘 D雪山

台風が近づき，大荒れの中を登っていく。 草原

と樹林のくり返し。カールが現われ5時間半で頂

上に立つ。何ということもない。 3884mだが北ア

の2800m位の感じである。やはり玉山に未練があ

った。初めて見えるエーデルワイスが揺れていた。

悪天でふさぎぎみのメンバーだったが 369山荘

では 5人で愉快に笑っていた。

8月21日 曇七ード山荘→シカヨウ社下山

シカヨウ社で解散。奈さんと渡辺 OBは台北へ。

木津，川那辺，呉は台南の呉の家に向かった。

台湾の人達の生活感覚，山に対する考えは日本

人とは全く違う。それは日本人の方が特殊なのだ

と思わせるような違い方である。私達は各地で時

に不信を抱くほどの熱烈な歓迎を受け，心の豊か

さというものを強く感じた。隊のメンバーも個性

的で楽しく，特に呉は通訳などしていたが彼女の

おかげで台湾人とも隔たりなく接しられたようだ。

愉快で，何か豊かな感じのする山行だった。

(木津・記)

後半分散は朝日の八久和川遡行，南ア赤石沢遡

行，穂高岩登り，台湾遠征と多く計画されたが，

赤石沢と穂高はリーダー松野が虫垂炎で剣より下

山入院したため中止となる。しかし朝日の八久

和川と台湾遠征は，ともに 2年生がリーダーとな

り全行程を終了したことは各リーダー自信を持っ

ていいことであるし， またリーダ一会としてもう

れしいことである杭中止になった穂高パーティ

ーにはリーダーをとれる者が3名いたのに，他の

山域，異った形式で分散に出られたはずであり，

その計画が出てこなかったということは 3名のリ

ーダーの弱体である。(松野・記)
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=秋山山行

1.穂高，下叉白谷~四蜂正面壁登挙

期日 10月 1B ~4 日

メンパー L松野，木津

* 

当初中叉白谷を予定していたが間違えて下叉白

谷に入ってしま った。しかしながら下叉白谷の困

難さは扉風に劣らず穂高随ーであると思う。谷は

急峻で、全て硬いスラプで構成さ九全ての滝でハ

ーケンを打つての人工登撃と際わどいフリークラ

イムを強要された。特にF1のブリッジの恐怖，

F2右リッジのフリー， F 3の連続する人工登掌，

F4 100m滝落口のハング乗越しは激しい体力

を強いられ今 1ピパークで奥叉の池へ抜けて正面

壁松高ノレートにつないだものの，四峰正面壁その

ものよりもはるかに手強い相手であった。ハング

の下に広がる紅葉のすばらしさが忘れられない。

2.甲斐駒，賞蓮谷右俣遡行

期日 10月 1 日 ~3 日

メンパ- L村口，森

憧れの黄蓮谷にやってきた。両俣出合からしば

らくして上を見るともう滝の連続である。一面に

硬いスラプで落ちたら止まりそうにない。限界的

フリクションで奥千丈の滝 200mを越える。わず

かのスキにハーケンを必死に打ちこんだ。その上

もスラブが連続する。かなり上部でハイマツ帯に

入ってビパーク。翌日頂上へ出ると)11那辺パーテ

ィーと会い，その後雨の黒戸尾根を下った。

3. 甲斐駒~鋸岳縦走

期日 10月 2 日 ~5 日

メンバ- L川那辺，佐藤

いや気のさす長い黒戸尾根を経て頂上に着くと

村口パーティーと会った。しばしパカ話をし鋸の

稜線へ向かう。雨もようで不快なうえ佐藤のスリ

ップが続く。懸垂やクライムダウンを続けて進む

がヒツミーグ地が無く， リヒト行動となってやっと

第3高点、でビパーク。美しい紅葉に包まれて戸台

に下る。

4.丹沢 .I竜郷j尺遡行

期日 10月 3 日 ~4 日

メンバ- L伊藤，辻川

F5の高巻きが恐怖のパラ地獄だった。最後の

滝でアブミに乗っていたら暗くなってきた。街の

灯が美しし、。短いながらも楽しい山行だった。

女秋山・白山偵察山行

1.三方岩岳~本峰縦走

期日 10月 22 日 ~25 日

メンバー L松野，伊藤，阿部，辻川

今年はぜひとも成功させたいこの長い尾根をも

う1度偵察する。あと 2ヶ月で 2mも雪が降るな

んて考えられない静けさである。一番問題になっ

ていた大白川林道の雪崩であるが，思ったより問

題点が少なく冬期にも十分使用できると考察され

た。

2.大倉尾根~銚子ケ峰縦走

期日 10 月 22 日 ~25 日

メンバー L村口，川那辺，神田，佐藤

東京からだと入山するのに全く手間のかかる山

だ。大白川林道の雪崩をチェックしながら本峰へ。

夏のように暑くて汗がポトポ卜落ちる。山上の池

の色に感激する。別山付近やチプリ尾狼と部は冬

は最悪の場所となりそうだ。小屋生活も楽しい山

行だった。上在所に下山後美濃白鳥へ。

3. チブリ尾根~本峰縦走

期日 10 月 26 日 ~30 日

メンバー L清水，森，小坂田，大上

チプ リ尾根は上部が急で切れている所もある。

雪のつき方次第だが慎重にやれば使えるだろう。

チプリ尾根で小坂田が倒れて呼吸困難になる。小

屋で 1日休ませて本峰へ縦走。

以上3パーティーの偵察の結果，冬のサポート，

下山ルートは大倉尾根が最適という結論を得た。

ただし大白川林道の雪崩は充分警戒しなければな

らなし、

-116-



II.活動報告(昭和52年度)

く岩登りトレーニングについて〉

前期を終えて感じることは，ここ 2. 3年に比

べ個人山行，分散に岩登り，沢登りが多くなって

きたことだ。夏の三ノ窓，赤石沢，穂高奥叉と滝

谷，八久和川 などの計画，秋の下叉白から奥叉，

北岳パットレ入賞蓮谷，そして個人山行での沢

登りがそれである。

合宿前のトレーニング同様，岩登りにもトレー

ニングが重要である。まして 5日から 1週間の岩

登りとなると月に最低2回のゲレンデトレーニン

グ，または沢登りを必要とするだろう。ゲレンデ

は日和田， ツヅラ，越沢，鷹取を選んでいるが，

中でも私の家から近い鷹取が最近多くなってきた。

鷹取の良さは他のゲレンデに比べ明るいというこ

とが第 1だ。それに海も見える。前浅間コの字で

のフリーの練習は短い杭ここでの反復練習は自

由登撃に欠かせないものである。ゲレンデで週 I

回，丹沢奥多摩の中級以上の沢を週 1本μ土登れ

ば上達は間違いなく，穂高，剣，谷川とこなせる

ようになるだろう。

しかし残念なことは最近人工人工と岩に行く下

級生が増えたことだ。人工登撃は二の次だと僕は

思う。自由登撃が第 lだ。フェースの登下降が第

1だ。やたら登準具をがちゃっかせないで，もっ

とフリーの練習をしろと言いたい。近くの石垣で

もいいのだ。人工登撃は全てのルートにはないが，

自由登撃のないノレート はないのである。

(松野・記)

=富士山合宿 * 
期日 11 月 23 日 ~26 日

メンバ- L松野，清水，伊藤，川那辺，村口，

森，大上，神田，辻川， 佐藤，小坂

田，柳下， 阿部

く目的と意義〉

富士山合宿は冬山へのワンステップである。豪

雪を除けば富士山は強風滑落と日本で一番危険

な山であるとはっきり明記できる。また富士山合

宿は訓練のみに終わるものでなくひとつの大きな

山行でも ある。今までの山行と違い，これからは

自分の lつ1つの行動が直接命にかかわる問題で

あることを強く自認し， ベストコンディションで

挑んでーほ しい。 (松野・記)

11月23日 快晴富士吉田→ 5合目 BC

l年 2名が遅れる。特に小坂田はフラフラで視

点も定まらない。

11月24日 快晴氷雪訓練

夏道 7合から大沢に下って歩行からザイルワー

クまで行なうが雪が少なく，岩の出ている所もあ

り充分なことはできなかった。

11月25日 快晴登頂

大沢にそれほど危険はない様子なので，夏道 7

合より大沢に下りて登頂する。下降も全員大沢に

とる。展望はすばらしい。

11月26日 曇 BC →富士吉田下山

北極の訓練で日本テレビのカメラ機材を上げる

ため数名が残り，他は ケルン参存して下山する。

今年の富士山は雪不足で訓練も満足いく結果は

得られなかった。歩行やジッヘルは夏山でやって

いるのでまあまあだが，下級生にと っては富士山 1

の怖さを全て知 り得ない訓練だった。この訓練を

個人山行，その他本番で使いこなすのは本人の判

断次第である。(松野・記)

=冬山合宿 ヲ貨

一ー白山縦走一一

1.縦走隊

三方岩岳から本峰縦走後，大倉尾絞下降

12 月 17 日 ~29 日

L松野，伊藤，森，大上，佐藤， 阿部

2.大倉尾根隊

大倉尾根より本峰登頂低縦走隊を収容して大

倉尾根下降。

12 月 18 日 ~29 日

L清水，村口，川那辺，呉，辻川，田中

ヴ
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く合宿にあた って>

大学山岳部あるいは社会人山岳会においても冬

山は年間山行の内，第 Iの目標を置いて計画され

ている。 しかしながら冬山に限らず，無雪期の山

でも現在マンネリ化が目立つのは否めない事実で

ある。特に冬山で穂高岳周辺や後立山，南アルプ

ス北部においてはその最たるもので， ラッセルも

行なわなくても登頂できるような状態である。そ

ういった意味合いから考えれば白山は技術的困難

さはそれ程ないにせよ，自然、条件は日本でも第 1

級の厳しさである。上級生，下級生にとっても悪

天，豪雪，吹雪との格闘で，冬山本来の姿を認識

でき，今後の積雪期登山には大いに役立つものと

自負する。

積雪期白山の記録は 3月 4月のスキ 縦走に

多く見られるが，厳冬期には 3， 4の記録しか

見られず，それらのどの場合にも豪雪に悩まされ

て多大なアルバイトを強いられている。今回の計

画は縦走パーティーと大倉尾根パーティーに分か

れて行動し，縦走パーティーは三方岩岳より本峰

へ縦走し大倉尾根下降，大倉パーティーはポーラ

ーで本峰アタックという形になる。特に問題とな

るのは下山での大白川林道の通過であるが，十分

な対策と余裕のある行動で安全に下山したい。

(松野・記)

1 .縦走隊

12月18日 曇尾根取付点

名古屋からの 5時間のパスは途中 2回の休憩を

混えて走る。平瀬で大倉パーティーと別れて荻町

下車。タクシーで取付点まで入る。

12月19日 雪 CB→三方岩岳小屋

昨夜より 40cmの積雪。ベタベタの雪で体中が濡

れる。去年と比べて積雪は 1mも少ない杭新雪

のためラッセルは苦しい。 3時半に小屋に着き，

食事や乾燥で就寝は10時。

12月20日 風雪 C S →美濃原山手前

ラッセルが深く 1年 2年ともに疲れが見える。

視界も悪いが偵察と去年の記憶で迷うことなく馬

狩荘司へ。その先もラッセルが苦しく，やっと去

年の CS跡に着く。

12月21日 風雪停滞

日本海低気圧が去り，西高東低となる。

12月22日曇 CS→妙法山

二重山稜を行き美濃原山を通過。ウサギとイタ

チが出てきて皆大喜びである。妙法山の登りもラ

ッセルで、苦しい。

12月23日 快晴 CS →2030 m峰

すばらしい快晴。焼岳.槍穂の稜線から立山，

剣までバァチリだ。大したラッセルもなく進む。

大白水のコルで濡れたシュラフを乾かし，水の補

給をする。しかしその上からラッセルがきっく左

側が切れて全員の疲労が重なる。 2030抗峰の少し

先に幕営。その夜，大倉尾根隊の電波をキャッチ

した。

12月24日 晴 CS →御花松原

案外楽に真名古の頭を越える。 ~t弥陀ヶ原は行

けども行けども，だだっ広い雪原。ものすごい風

である。

12月25日風雪停滞

12月26日風雪停滞

頂上まであと半日の所にいるが冬型がパッチリ

決まり外はすごい風である。キジ打ちも全員総出。

視界 5机。午後からたった 1台のコンロの調子が

患くなり使用不能。圧をかける根元から空気が抜

け，修理不能になる。まずいことになった。何と

かメタで、水をつくり，生ぬるいコーヒーとレーシ

ョンで食事をすます。明日は晴れそうだが…。

12月27日 風雪 CS →大汝稜線 2440祝

今日は何としても大汝山頂に行かなくては。あ

と2， 3日は火のない生活を続けることができる

が雫くこのピンチから抜け出さなければならない。

視界 5視の危険な盲動だ。ゴーク'ルも役に立たず

地獄谷からのものすごい吹上げ風にさらされる。

大倉隊と交信するが現在位置不明。火の御子峰分

岐のピークがわからない。切れ落ちた稜線をトッ

プが馬乗りで越えようとするのを見て行動を中止

する。何とか天幕を張り，またレーションだけの

夕食を送る。天幕内は悲槍である。

12月28日 晴 CS→大倉尾根AC

朝の交信で何が何でも ACにたどり着くことを

伝える。ナイフリッジを越え，自の前の大きなピ
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52年度冬山合宿 白山縦走

ークへ。火の御子峰分岐のピークがすごい雪煙を

あげて行手をはばむ。ものすごい風だ。今までに

これほどの風は経験したことがない。ザックごと

宙に浮き，三点姿勢では飛ばされる。四つんばい

になって行くようにどなる。今は視界がきくのだ。

一歩でも前進しなければ。やっと小岩峰を越える

と目の前に台地が見える。「アッ大汝の台地だ。

頂上はもうすぐだ。」 矢のような風の中をザンゴ

ウに飛び込む。遂にやったのだ。皆で手をとって

喜ぶ。すばらしき一瞬。念願の冬の白山山頂に立

ったのだ。

交信を済ませて下降に入る。ツェル卜が見え，

大倉隊の 3人が手をふって出迎えてくれる。全員

で避難小屋ACへ。 1年生が出迎える。久しぶり

に温いものを腹一杯食べ，すばらしい夜を送った。

12月29日 晴 AC→平瀬下山

サポート隊を先頭に下る。難なく大倉尾板を下

降する。心配していた大白川林道も雪は少なく安

全に通過できる。そこへラッセル車がやってきて

驚かされた。スパッツで歩き，無事平瀬へ下山す

る。
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2.大倉尾根隊

12月18日 曇 平瀬

縦走隊と別れてパスを下り，平瀬に幕営。

12月19日 雪 CS →大白川林道トンネル

湿った雪が降る。重荷のせいかなかなかピッチ

が上らない。取水口の少し先のトンネルに幕営。

水もあって心地よい。

12月20日 曇 CS →白水避難小屋

ジープの通った跡があり，雪も少なく雪崩は心

配ない。田中がパテ気味呉はザックを背負うた

びに大さわぎである。計画よりグンとはかどり白

水小屋まで来た。時間もあるので白水滝を見にい

く。

12月21日雪 CS ~ 1960mデポ

大倉尾根へ取付き，荷上げを行なう。次第に雪

が深くなり，時には頭を越す所もある。それに湿

雪で体はびしょぬれになるので大倉山の手前にデ

ポして引き返す。

12月22日 曇 CS →大倉避難小屋AC

小屋に下山分をデポして大倉尾根を登る。昨日

のトレースで楽だが次第にラッセルが苦しく，上

級生で交替してトップでもがいていく、順調に避

難小屋に入り ACとする。その後上級生2名で昨

日のデポ回収。疲れたが充実した 1日だった。

12月23日 快晴 AC~本峰登頂

絶好の天気で、上部ルート工作にとび出す。 1ケ

所フィックスしただけでほとんど問題なし、。ラッ

セルもなく快適で，そのまま全員で登頂に向かっ

た。すばらしい展望に 1年生も感激している。縦

走隊も今日は進んだだろう。夜縦走隊の声が入り

元気なことを知る。

12月24日 曇 AC

今日から縦走隊待ちの態勢となり 1日中小屋

生活である。今日も終わろうとする頃，メンバー

シップに問題が起こった。山に対する考えは人そ

れfぞれで当然であるが，こういう大きな計画を行

なう場合もっと協調性を持つべきだ。

12月25日 風雪 AC

1 B中ラジオを聞く。音楽はすばらしい。縦走

隊はどんな気持ちでいるのだろうか。気が滅入る

のか 1年の間でいざこざが起きている。

12月26日 風雪 AC

縦走隊はコンロが故障したらししかなり苦し

い状態である。こんな時こそがんばって耐えてい

ることだろう。

12月27日 風雪 AC ~ 2200m 

縦走隊が本峰を越えるということで，上級生3

名でサポートに向かうが風雪厳しく視界も悪い。

縦走隊の方に向かおうとするのだ杭どうにも動

けない。 1時の交信で縦走隊も行動をあきらめた

ため，迷いながらACに戻る。縦走隊は意外に元

気なようで安心した。明日こそAC入りしてもら

いたし、夜になって皆でいろいろと問題を話し合

い，有意義な時間を送る。

12月26日快晴縦走隊収容

10時前の交信で既に歩き出しているとのことで，

あわててサポートに出発する。好天だが風が強く，

かなり厳しい。大倉下降点で交信すると何と御前

峰の頂上にいるという。しばらくして上から 6人

がよたよたと下りてきて， うれしい再会である。

無事ACに収容して12人全員が顔をそろえた。彼

らはよほど腹が減っているらしく，メシを与える

と犬のようにガツガツ食べだした。外は満天の星

で，みんなのうれしさが手にとるように分かる。

ACの1年生もよくがんばったと思う。

12月29日 晴 AC→平瀬下山

ACを撤収し，縦走隊と共に平瀬へ下山。 2年

間の目標であった白山に別れを告げた。

=春山合宿 現町

一一南ア・小西俣一一

概要大井川小西俣BCより悪沢岳登頂後，ガ

ンカク尾根経由，塩見岳~三伏峠縦走。

期日 3 月 7 日 ~18 日

メンバ- L松野，清水，村口，伊藤，田口，

木津，川那辺，森大上，神田，佐

藤，辻川，柳下

く合宿にあた って>

冬山，白山は三方岩岳から本峰縦走および大倉

尾根から本峰登頂と，地図上での目的は成功した

ハU
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もののメンバーシップの面で不本意な結果となっ

てしまったので，春山合宿では全員で縦走を行な

い， メンバー相互の信頼を深めることを第 1の目

標とし，南アルプス荒川，塩見岳周辺で行なうこ

とにした。南部の山としては比較的入山者も多く，

昨年北岳から光岳まで同じ時期に縦走して塩見岳

周辺の状態ははっきりしているし，西小石尾根も

下部樹林のラッセルの他上部には問題もなく登頂

できると思う。下山ルートは荒川岳往復後ガンカ

ク尾根を登り，塩見~三伏峠と縦走を行ない，鹿

塩への下山とした。

現在3年 l名と 2年2名が北極遠征中なので，

現在のメンバーでしっかりしたリーダー会を構成

し 3月下旬から 6月上旬まで堅実な山行を実施

できるよう，春山合宿では自覚のある行動を心掛

けてもらいたい。(松野・記)

5月7日 晴田代入口入山

新しく移転した八幡山の部屋からパタパタと出

発する。身延からパスで田代入口~

5月8日 晴 CS →転付峠

慣れぬ体で転付まで登り，少々早いが峠に張る。

雪も少なくスパッツもいらない。この人数だと天

幕も大小 3張である。

5月9日 情~曇 CS→小西俣BC

二軒小匡へ下り，大井川西俣を遡る杭荒廃の

ひどい道で氷，岩， ヤプ，へツリ，おまけに靴を

脱いでの渡渉と，オールラウンドである。林道も

フィックスするはめになり，使えない。それでも

春の大井川は何か楽しい所である。新蛇抜沢手前

でへつりに失敗した佐藤が釜の中にドボン。頭ま

でっかる。最後はラッセノレが腰まであり，やっと

小西俣出合の造林小屋に着く。広くてストーブも

あり我々向き。

5月叩日 雪 BC ~西小石尾根 2000m

悪沢岳へのルート，西小石尾根へ工作と荷上げ。

尾根は下部の岩場をフィックスした以外，ヤブと

ラッセルで、問題なし。濡れたヤッケもストープで

たちまち乾き，夜は歌合戦をする。

5月11日 雪偵察

強い冬型。 3パーティーに分かれ，北俣尾根，

ガンカク尾根取付きの偵察とマ キとりをする。適

度の運動で夜は歌合戦。

5月12日 曇 BC→商小石尾根AC

先日のデポを回収し更に上部へ向う。次第にヤ

プも疎になりピッチも上る。森林限界の2650mに

ACを建設。ここまで来ると冬山らしくなってく

る。

5月13日 晴~雪 AC→悪沢岳→ BC

ピリッとした朝だ。全員でアタックに向かう。

風強く気温もマイナス20度で厳しいが，広い頂上

で雪合戦をしたり，何か笑いの絶えない合宿だ。

1年も満足気に AC下降。すぐ撤収してまたたく

聞に BCへかけ下りる。清水が顔面に凍傷。夜は

恒例の歌合戦。清純派と狂乱派に分かれて声の限

りに歌う。

5月14日 晴~雪 BC→ガンカク尾根2250抗

思い出多い小屋を後に縦走に出発する。柳下弁

当箱事件。ガンカク尾根も奥深い南アの趣きに満

ちている。昔は道があったようだ。少し岩場もあ

るがその上はヤブとラッセルのみ。

5月15日 晴 cs→煽幅岳先コル

3ピッチで煽幅岳。まっ平であきれ返る。ポコ

ポコと歩いて2758m峰の先のコルに着くと何と雪

もなくハイマツが波打っている。風も全くなく太

陽が降り注ぎ，さすがのリーダーも誘惑に負けて

早自に幕営。午後はスケッチをしたりして楽しむ。

5月16日 曇~晴 CS →権右衛門沢源流

2845m峰まで来て柳下が腹痛を訴え， しばらく

休む。寒気強く足がジンジンする。北俣岳のナイ

フリッジを l年生をカバーしながら通過する内に

すばらしく晴れてきた。塩見岳の下降はフィァク

スして安全に通す。夜は静かな星空。

5月17日 快晴 CS→塩)11小屋

雲ひとつない快晴で越えてきた塩見の勇姿に見

とれながら三伏峠へ。大休止をとって三伏小屋の

屋根の上と下で大雪合戦をくり広げる。 リーダー

自ら率先して遊び狂い，合宿を盛り上げた。後は

ワカンをスキーがわりに塩川|小屋へ。

5月18日 CS →鹿塩下山
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II.活動報告 (昭和52年度)

臼
年
度
春
山
合
宿

塩
見
岳
へ
向
う
寸

年間計画で今年の目標を白山に絞って活動を行

なってきたが，各合宿とも時間に追われ，前向き

の姿勢で望むことができなかった。

大学山岳部で合宿を計画するにあたり，第 Iに

考えることは安全ということである。全員で山に

入り， 目的のルートから山頂に至ることである。

ところがこの常に保たなければならない「安全」

に対して，山岳部自体は 1年という周期でめまぐ

るしく移り変わる。毎年 4月から翌年 3月までの

出来たての山岳団体といっても過言ではない。

ーダー会で来年の計画を立てても，来年になれば

新規リーダー会となり，ガラッと様相が変わってし

まう。それに山は夏には夏の，冬には冬の登り方

がある。また 2年生がやっと山に慣れるようにな

っても，すぐ新1年の指導が待っている。このよ

うなサイクルから合宿は常に後輩育成の場となり，

マンネリ化向上性の無さが目立ち，現在の状態

と安全を維持するのに精一杯となる。

このようなクラフ形態からの問題点の他に，部

員自体の問題がある。第 1に人材の不足があげら

れる。情報手段の大衆化にともない大学山岳部は

敬遠されがちになり，その結果リーダ一層は薄く

なり，資質や技術の育たぬうちに重い責任がまち

うける。第2に， クラプを構成する部員の態度が

あげられる。すべてが中途半端に終始してはいな

く大学山岳部を思う >

いか一・...。

以上の問題点は互いに密接にからみ合っている。

合宿はリーダ 会で決定する。従って非

リーダ一部員は自分で計画し，実行し，判断する

ということが登山の基本であるにもかかわらず，

原則として無いのである。

決して山岳部に使われるのではなく，常に主体

性を持ってクラブ活動を生かし， 自分の行ないた

いことを少しでも実行に移せるように，

ようなクラブ作りを望みたい。そのためには多大

な努力が必要でbあろう。

長々ととりとめのないことを書いたが 1年間，

自分が山岳部の中でそうあったことや，考えてい

たことを記述してみた。

(昭和53年 5月

またその

松野・記)

例えl式
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II.活動報告(昭和52年度)

。富士山中原万次郎先生捜索

5 月 14 日 ~15 日 L松野，中村，伊藤.今野，

鈴木. 0 B高橋，神崎，嵯峨野，三好，古畑，

原田，樋山，村木磯川

O奥多摩入川谷遡行

5月16日 L木津，森

O奥多摩大雲取谷遡行

5 月 29 日 ~30 日 L村口，鈴木

O南大菩薩縦走

6月 5日 L木 津，村民伊藤，森田

口，佐藤，小坂田，辻)11. 呉，新保

O北アルプス 奥鐘山捜索

6 月 25 日 ~26 日 L松野，他 2名

O丹沢 主脈縦走

7月10日 L中村，今野，鈴木. 0 B池

田， 菅原， 村木，橋本，磯川

O奥多摩石津窪遡行

9月16日 L森，辻川

O 北アルプス 奥鐘山捜l索

9 月 22 日 ~25 日 松野，他数名

O谷川岳赤 谷川

9月24日 L村口，大上，神田

O谷川岳仙ノ;倉谷西ゼン遡行

10月16日 L木津，川那辺，呉

O吾妻連峰

1 0 月 21 日 ~23 日 L今野

O丹沢勘七ノ沢遡行

10月23日 L木津，森，田中，呉

O丹沢 キューハ沢遡行

10月 29 日 ~30 日 L木津，佐藤

O北アルプス 黒部川捜索

10月 29 日 ~3 1 日 L松野，他 3名

O 丹沢水無川本谷遡行

11月 3日 L松野， 柳下. 0 B金坂，高

橋，高緑，樋山， 真鈍他 1名

O南アノレプス 北岳パァ トレス登聖書

11 月 5 日 ~ 6 日 L松野，伊藤，神田

O南アルプス 白峰三山縦走

11 月 5 日 ~6 日 L村口，辻川

O富士山北極隊トレーニング

11 月 27 日 ~28 日 L中村， 今野， 鈴木 OB池

田，小川，村木，植木

O 富士山

11 月 27 日 ~28 日 L松野，村口. OB中村，中

山

O八ヶ岳西国登翠

12 月 25 日 ~30 日 L木津，他数名

O 八ヶ岳 阿弥陀岳~黒百合平縦走

1 月 5 日 ~10 日 L木津，神田，柳下

O 愛鷹連峰縦走

1 月 14 日 ~16 日 L松野，辻川，大上

O 奥多摩犬麦谷遡行

1 月 28 日 ~29 日 L村口，森

O足尾松木沢氷爆トレーニング

2 月 4 日 ~7 日 L木津，伊藤，清水，村口，

川那辺，神田

O 南アルプス 黄蓮谷左俣登空襲

2 月 11 日 ~ 1 2 日 L松野，他 3名

O 丹 沢 エ ヒ ラ 沢 遡 行

2 月 1 日 ~3 日 L松野， 神田

O 八ヶ岳西面登掌

2 月 1 3 日 ~16 日 L村 口，川那辺， 田口， 神田，

阿部

O 那須朝日岳東稜

3 月 25 日 ~28日神田，他 l 名

O越後十字峡~丹後山

3 月 25 日 ~3 1 日 L川那辺

。穂高明神岳東稜

3 月 28 日 ~4 月 2 日 L伊藤，田口

*岩登りトレーニング

鷹取山 10回

古賀志山 1回

越沢パァトレス 1回

女その他

O天幕懇親会

1 0 月 8 日 ~10 日 箱根湖尻

円
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CL中村日出

SL村口徳行

森和彦

佐藤徹

向笠茂雄

宮固有美子

清水肇

今野善郎

出日

4年

3年

将

員

主

部

伊藤豪

中田二照新井一夫

福島幸之助 中岸照雄

田口克己川那辺一

野中精二

本間源ー

木津直人

辻川妙子大上淳

桝田屋昭夫

井上広明

鈴木弘之

阿部正則神田秀仁

茂呂嘉之矢崎裕巳

遠藤崇浩掛告一郎

2年

1年

体育会合宿所内世田谷区八幡山 2-10-2 室部

ずともよいことであるが，具体的な対象が見出せ

なかったことと，将来再び遠征するための組織的

な人作りをするということから定めたことだった。

また，部の発展ということから多く意見を取り入

れ，自分が活動に参加しているという意識を高め

るためにも，個人の主体性を重んじ意欲的な山登

りをするよう方向付けた。年間を通じて結果的に

はあまり成果がなかったかも知れないが，次期部

員の経験として 1つのステァプになったのではな

いかと思う。

五月山行は私の不在中であったが各々山を楽し

んだようだ。初夏合宿は横尾定着であったが，

ーダー会を結成して間もないこともあって， リー

ダーシシプのあり方に反省をさせられた。夏山合

宿は立山東面において行なったが，定着合宿は 1

週間という短い期間とし，全員黒部側から 1日で

入山した。これは合宿は訓練であるので，

くともその内容が充実し同じ効果が得られるのな

ら訓練に徹すればよいという考えからであった。

また山登りに絶好の時期に長期の合宿に時間をと

一124-

リ

例え短

昭和53年度活動報告

CL 

昭和53年度の活動は，北極遠征終了後，新入部

員14名をかかえてあわただしい中で始まり，年度

方針も定まらぬ聞に初夏合宿を迎えることとなっ

た。上級生も多いので広〈意見を取り入れる目的

でリーダー会を 3年以上の10名で構成した。この

ため多くの意見を知ることができたが，逆にリー

ダ一会のまとまりがつかず，夏山以後反省もふま

えてメンバーを 5人で再編成した。当初協議制で

運営しようとしたが，やはりピラミッド型で縦の

つながりを強化しなければならなかった。

30名近い部員をまとめるためにリーダーシップ，

メンバーシップの充実を主眼とし，

ドの山登りを行なうことを今年度の方針とした。

オールラウンドの山登りは，大学山岳部自体の目

指す山登りがそうであるので改めて年度方針とせ

日出

オールラウン

中村



II.活動報告(昭和53年度)

られ，個人の計画が萎縮してしまうという意見か

ら合宿を 1週間とし後半を意欲的に山に取り組む

ことにした。しかし各リーダーの認識不足もあり，

合宿は良い結果を得られなかった。

毎年同じ場所で同じようなことを行なうという

ことでマンネリ化している合宿に，自ら動いて下

級生の指導をするという気持ちが薄れていた。合

宿の場所も例年初夏は横尾，夏は立山と決まって

おり，少し目先を変えたいという意見もあったが，

多人数でも自分達だけで薪を使って合宿のできる

三崎平は捨てがたく，今年も同じ場所を選んだ。

しかし国立公圏内でたき火をし，天幕指定地外に

天幕を張るということにも問題が出てきた。諸先

輩が見い出した三崎平も日大であるからといって

使えなくなるかもしれぬ昨今である。

秋山は冬の偵察が大前提であったので冬山の決

定が遅れて例年より遅い出発となった。そのため

越後ではラッセルをしたパーティーもあった。富

士山は天候もよく全員登頂し，お鉢回りをしたが，

冬山ではアイゼンワークの成果は少なか った。

冬山は人数も多く，大きなことができると思っ

たが 4年の卒業試験がありパーティーは後立山

と越後に分かれた。加えて女子部員の問題もあり，

女子に合った冬山を計画立てることになった。例

年，女子を男と同一視して扱ってきたが，認識を

新たにし女子部員の育成にも目を向けなければな

らないと感じた。今年の冬山はどこも雪が少なし

後立山の鹿島槍アタックはもの足りなか った。越

後はメンバーも多く，深いラッセルも強いられた

が充実した合宿であった。女子の八ヶ岳も良い成

果が上げられた。

春山合宿はCLを交替し，日高山脈全山縦走を

やりとげた。偵察もなしに， しかも日高の経験者

がいないというととでコーチ会で問題となったが，

新メンバーで協力してやりとげたことは新年度の

よい出発となった。

今年は北極の影響もあ っ てか 6 月 ~9 月の聞

にアラスカとヨセミテに 2隊が出た。初夏，夏山

合宿を前にして部がごたごたしている最中に行く

ということで， OBを混えて検討したが，結局個

人山行として出る形となった。急なことであった

が，行かせたい気持ちと，遠征経験を部に反映さ

せてほしいという願いから承認 した。アラスカ隊

はマーカス・ベーカー峰 (4017m)を登頂してき

たが，ヨセミテの方は 1人滑落し足を骨折して帰

って来た。もっと検討の余地があったのではない

かと残念に思う。また行かせたい気持ちが先行し，

CLとしての判断の甘さがあった。

北極遠征から帰り，すぐに部活にもどって 1年

間例年通り合宿を行なったが，魅力ある計画を立

てることはできなかった。しかし上級生には主体

的な山登りをさせることができたのではないかと

思う。部をまとめることで，いつも組織と個人と

いうことを考えさせられた。個人あっての組織で

はあるが，部としての山登りと個人の山登りとの

抵触に頭を悩まされた。組織の中で個性を生かす

には自分で努力するしかないが，部の活動がだん

だん個人的な指向に流されていくようである。登

る対象となる山自体は変わらないが，登る人聞は

時代とともに変化してきている。山岳部は山に登

る人聞を主体として構成されている以上，時代に

対応するようなやり方に変わらざるを得ない。ま

た今日では登る山自体も姿を変えようとしている@

山に行っても天幕料，水代金などを取られ，法律

までが侵入し山登りをせばめてきている。そんな

中で大学山岳部のあり方も変わらざるを得ない。

山岳部の内的，外的な変化の要因の他に，大学

山岳部自体の運営の難しさがある。大学山岳部の

まとまりにくい致命的なことは年ごとにメン

ノミーが変わり，毎年同じようなことを繰り返すと

いうことである。またリーダーといっても 2~3

年山をやった人間であり，その人聞が部を運営し

ていかざるを得ないということである。更に山登

りは団体でも行なうが，結局は個人的なものであ

るということだ。今年 日本大学山岳連盟を再発足

することができた杭部それぞれの体質，特質が

あり， どうしてもかみ合わないところがあるよう

に，山登りをする人間にも個人個人に自分の山登

りを持っていてかみあわないところがある。もと

もとまとまりにくい山岳的人聞が，まとまろうと

するところに難しさがあるが，試行錯誤しながら

山を登るのが学生の山岳部であるような気がする。
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II.活動報告(昭和53年度)

過渡期にある大学山岳部ではあるが， 日大山岳

部には日大山岳部の伝統があり，その伝統を守り

つつ新しいものを見出して，またそれが伝統とな

る。その伝統の中で育ちながら多少は変わっても

=五月山行

1 .北ア，硫黄尾根~北鎌尾根下降

期月 4 月 29 日 ~5 月 4 日

メンパ- L川那辺，佐藤

記

女

硫黄尾根のポイントはエポシピーク周辺で，登

下降，懸垂が多く八ッ峰より疲れる。天気は良く

なかったが順調に進み北尾根を下院しかしP5 

のトラパースで佐藤がクサレ雪に足をとられ，天

丈沢側へ 200m滑落して止まる。すぐに下りて行

くが，幸い岩もなく傾斜もさほどではなく，腰を

少し打った程度で無事。そのまま天丈沢へ一気に

下降し下山する。滑落地点はそれほど難しい所で

はなかったが，佐藤のノーザイルの技量を過信し

たミスだ、った。

2.奥秩父，大荒川谷遡行

期日 4 月 28 日 ~30 日

メンパ- L村口，森

期待に反してあまりに暗い沢で，雨にぬれなが

ら源頭ではワラジのラッセルをする。 2度と奥秩

父の沢には来ないと誓った。

3.足尾，松木沢ジャンダルム

期日 5 月 3 日 ~7 日

メンバー 伊藤，田口，大上

ほとんど極限的岩あそび。チムニー， フェイス

と腕がピンビンに硬くなるまで。他のパーティー

が「あんな人もいるんだなあ」と言っている。気

狂いでも見るように。

4.西黒沢より谷川岳

期日 5月3日

そこに存在したという意識が皆をつなげていくの

ではないだろうか。何も知らなかった私に山を教

えてくれた日大山岳部に感謝しこれからも自分

の山登りを続けていきたい。

録一

メンパー L清水，木県野中，矢崎，中国，

桝田屋，0 B渡辺，安藤

新入生にとっては初めての雪渓。ヘタクソだが

楽しそうに登っていく。頂上でスパゲッティを食

べて，気持ちのいいグリセードで下りてきた。

宮崎新入生歓迎山行

場所奥多摩海沢

期日 5 月 20 日 ~21 日

メンハー

L木津，川郎辺，佐藤，辻川，桝田屋，野中，

矢崎，宮田，新井，茂日，井上， 中田

=初夏合宿 女

概要穂高岳横尾定着

期日 6 月 11 日 ~17 日

メンパー L中村，清水， )11那辺，木津，田口，

伊藤，今野，佐藤，阿部，辻川，向

笠，茂呂，矢崎，桝田屋，野中，中

田，新井，本間，遠藤，港，宮田，

福島，井上，中岸， OB村木，渡辺

6月11日 雨島々~岩魚留

島均林道を21人が一列で歩く様は壮観だ。雨で

つらかったが公共も軽いせいか 1年生は皆よく歩

いた。

6月12日 晴 cs→横尾 BC

例によってノミテる者もいて，徳本峠へは各パー

ティーバラパラに着く。 1年はお互い励まし合っ

ている。上高地からの 3名も加えてまた大名行列

となる。ケルン参拝。

6月13日 曇雪草案訓練

本谷橋は雪に埋まっており，大きなデプリが押
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し出している。五・六のコル寄りで訓練するが軟

雪で成果はあまりないようだ。帰りは本谷沿いに

走ってBCへ。

6月14日 快晴分散登撃

①天狗コル~槍 ②奥穂③北穂東稜 ④前穂

北尾根⑤潤沢岳東稜槍の 1年生 4人は元気い

っぱいで飛ばし番で帰幕。技術はまだまだだ

杭元気があるということは上級生にとっても楽

しいことだ。

6月15日 晴分散登掌

①潤沢岳 ②北穂、沢 ③天狗コル~槍 ④北穂

東稜⑤前穂北尾根⑥奥穂北尾根パーテ ィー

北尾根パーティーが帰幕に遅れ， BCより出るが

無事。調子を崩している 1年もいるが余裕の者も

いる。

る月 16日 雨停滞

雨で上級生の四峰正面壁， ドーム北壁も結局水

に流れた。キャンプファイアもできなかったが夜

遅くまでテントの中で唄い続けた。

6月17日 晴松本下山

①北海渡 ②鍋冠山 ③三股山 ④上高地

l名足を悪くし，上級生赤沢山登警は中止。鍋冠

ミーティーは道に迷い 1ビパークの後下山。 1年

生には下山の時まで伺かを得てほしいと思う。

マー力ス・ベー力一峰(4017 m )登頂

概要 アラスカ・チュガチ山群 マタヌスカ氷

河よりマーカス・ベーカー峰登頂

期日 1978年 5 月初日~6 月 22 日

メンパ- L村口，森大上，神田

く計画にあたって〉

アラスカを計画するにあたり，そのことが， ど

れ程の意味をもっているのか， ということは，別

にしてもすこぶる安易な考えのもとに発露があっ

たことは間違いない。ただ単に海外へ出たい。そ

れを実現するために実行した。単万直入にいえば

これだけのことである。アラスカを選んだ理由は，

クラブ活動内にそうした空気の流れがあったこと。

実は最も手っ取りぼやい場所であったというとと

も多分に含まれる。そして何といっても金額が安

いことである。悲しいかな学生にとって金の存在

は，時として計画へも影響を与えることがある。

金の問題はさておいても，海外を考える場合，

ヒマラヤという存在から目をそらすわけにはいか

ない。ではなぜアラスカにしたのかと言われれば，

独自の登山ができるからだ。自由な発想のもとに

何のわずらわしさもなく，純粋に登山ができるか

らだ。これが決定的な要因である。勉強不足の 2

年生は， ヒマラヤというわけのわからない登山に

自をそらし， ヒマラヤのもつ意味すらも理解せず

ひたすらアラスカにのめり込んでゆく。

自分達の考える登山を実行するにふさわしい山

を選定する事がアラスカ計画の始まりだった。ア

ラスカにおいては，アプローチの長さと悪さがあ

り，軽飛行機を利用することがあたりまえのよう

な形態となる。従って軽飛行機が飛ばなければ

街で指を食わえて空を眺めていることになるので

ある。そう した事が往々にしてありうる状況にお ー

いて.我々にとっては，そんなことは絶対にあっ

てはならない事だった。学生であればこそ，何が

何でも登れる計画を作成する必要があった。それ

は登山活動における自らの判断によって断念せざ

るを得ない場合とはまったく質的において，比べ

る価値すら見い出せないの芯たかが飛行機が飛

ばないくらいで，自分達の計画を放棄してしまう

ようなら行かないほうがま しだ。限られた時間に

登山活動をするには， 自らの足に頼る事が一番信

用できる。こうした理由から，ハイウェーまで伸

びる長大なマタヌスカ氷河に目が向けられ，チュ

ガチ山群の最高峰，マーカス・ベーカー峰へと目

標が決定したのである。(村口 ・記)

5月30日 アンカレッジ→マタヌスカグレイシ

ャーハーク

徹夜で食糧，装備の梱包を し，ひと眠りした後，

日本領事館へ挨拶をすます。中山氏の車に便乗し

てアンカレッジを後にする。ガソリンタンクに穴

円

i
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が開くという事故にもめげず，タ閣がせまる頃，

マタヌスカグレイシャーパークに着く。

5月31日 晴 グレイシャーパーク→ 600m

荷を 2回に分けてボッカする。モレーンと白い

氷河との接線をノレー トにと 1)， 600 mのモレーン

上に天幕を張る。行動 1日目にしてすでに疲労を

感じる。

6月 1日 晴荷上げ

氷河上はフラットで距離が稼げるが，いくら歩

いても景色は変わらずアラスカの広さを感じさせ

られる。食糧など 120kg強をデポし天幕に帰る。

空身での帰りは実に気持ちいい。

6月2日 雨~曇 600m→830m 

昨日残してきた赤旗を回収しながら，デポ地点、

を通過し，先へ行く。との先，人と会うことは，

まったくといっていい程，皆無だ。大きく開いた

クレパスを迂回しながら先へ進む。

6月5日 雨~晴荷上げ

I昨日のデポ回収後，そのままロビンソン氷河

の出合付近(970 m )までデポしに行く。

Mt. Marcus Baker 4，017m 
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ムデポを終えて天幕へ帰る マタヌスカの氷河末端付近

氷河はデカク距離感がつかめない。氷河上にある

青い透明な湖は，形容の域を越えた美しさだ。

6月4日晴 830m→ 1220 m 

夜中市が降りつづき，出発時は好天となる。天

候もパターン化しつつある。昨日のデポ地点まで

は調子良く進むが， ここから先， ヒドンクレパス

が現われ， アンザイレンして進む。日中は日射が

強く暑い。靴はピショ濡れで冷たし どうも疲れ

る。

6月5日 曇荷上げ

一昨日のデポを回収後， 1250 m付近までデポし

に行く。毎日景色もあまり変わらず，荷物は重く，

イヤ気がさしてきた。サイドの山では，雪崩が絶

えず落ち，楽しみといえば，それを眺める事ぐら

いだb

6月6日 曇~雨 1220m → 1460 m (ベース

キャンプ)

疲労がたまり，元気が無い。朝食の後，休んで

いると皆，黙って目を閉じている。考えてみれば，

日本を出る前から 1日の休養もなく毎日がんばっ

ていたんだから無理もない。今日は忠実にモレー

ン上を行く。小さな盛り上がりと，所々ある深雪

のラッセルは疲れる。 トップは竹竿を持って必死

-129 

にラッセルする。雨の中をひたすら荷上げに頑張

るが，途中， クマの足跡を発見してからは，全身

の震えと共に力が故ける。クマが出たら， カ、ソリ

ンをぶつかけて火を付けるという素晴らしい名案

をもとにガソリンタンクを片手に疲れた体にムチ

打ってラッセルする。

6月7日 曇~雨荷上げ

雨の中をモクモクとデポ回収して天幕にもどる。

体はダルく，食糧も少ないため疲労はたまる一方

だ。 1日目に肉 5kgのかたまりを全部カラスに食

われた事が妙にしゃくにさわる。今日をもってこ

のような回収作業を打ち切り，前進あるのみの行

動をとるため， ここ1460mをベースキャンプとす

る。

6月8日 晴偵察

蓄積疲労の回復をはかるため，休養日にあて，

氷河の状態を観るため，空身で， ワンピッチ程ラ

ッセルをしてくる。あとは，各自，ぬいものをし

たり，陽なたぼっこをしたりして，のんびりと一

日を過ごした。

6月9日晴 BC→C 1 ( 1580 m ) 

雪の状態が悪くワカン部隊の出動。 1歩ごとに

ボコーンと股までもぐり，なかなか前進できず，
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荷も重く，悪戦苦闘の 1日だった。あまり頭にき

たので早目に天幕を張り，森と神田をラッセルに

行かす。

6月10日 快晴 C1→C 2 ( 1920 m ) 

雲ひとつない最高の天気となったo 朝のうちは

雪もしまり，距離をかせげたが，昼頃より再び日

射で雪の状態が悪くなり， ラッセルになる。 1800

mあたりのクレパス帯は，左側を大きく迂回し，

1850m~1920mにかけて，かなり多くのヒドンク

レパスが現われた。まったく見分けのつかないヒ

ドンがあり，非常に神経を使う。 1度落ちると恐

怖心が湧き，逃げ腰で前進する。右へ左へとクレ

パスを避けての行動は，まったく進んでいないよ

うなものだ己雪の状態が悪く， ヒドンクレパスも

多く危険なため，はやめに天幕を設営し，雪崩見

物にする。

6月11日 快晴 C2→C 3 (2400 m ) 

雪面の状態の良い早朝のうちにヒドンクレパス

帯を通過し，走るようにして北稜の取付きに着く。

荷は重く，疲労は激しい。ジリジリと焼けつくよ

うな太陽と雪の反射で日射病になりそうだ。水平

の世界からやっと解放され，北稜へは南斜面の雪

と露岩とのコンタクトラインを登る。午後になる

と雪崩が多発し，素晴らしい音響だ。村口，神田

でルート工作低下降中に足元から小さな雪崩が

発生し，ちょうど真下にあったザックをさらって

そのままクレパスに転落してしまった。浅い所に

ひっかかったためうまく回収できたが，ヘタをす

れば，天幕と食糧を失うところだった。 2400mの

岩壁の基部に天幕を設営する。時間を忘れて眼下

に広がる鮮烈な景観を眺めていた。

6月12日 快晴 C3→A C ( 2800 m )最終キ

ャンプ(アタックキャンプ)

若干の荷物を残し， 2800 mのマタヌスカ氷河を

見おろせる絶好の台地に最終キャンプを設営する。

出発時は， ラッセルの登りだったが，次第にしま

ってきて高度はグングン上がる。限下の氷河に，

宝石のようにちりばめられた青い湖が印象的だ。

明日へのアタックに備え，食糧，装備のチェック

などをし，休養を十分とることにした。

6月13日 晴~雪 AC→マタヌスカ源頭ピー

ク(3860机)

ピパーク態勢を整え，いよいよマーカス・ベー

カー峰へのアタックをかける日が来た。早朝，濃

いガスのため行動不可能。しばらく待機する。稜

線のコルを目指し，広大な斜面を速いピァチで登

りきる。赤旗約50本残置する。コルより双王手峰

(ノースピーク)へラッセルとクラストのミック

スした雪稜を行く。ノースピークは，素晴らしい

ナイフリ γ ジで左右何百メートル切れ落ちている

のかわからない。素晴らしい高度感である。スタ

カァト， コンテとザイルを駆使し， ノースピーク

の急斜面をかけ降り先を急く二この頃より風が強

く吹き出してきたが天気は良好だ。意外とラッセ

ルに手を焼き，やっとマタヌスカ源頭ピークに着

く。しかし，この時すでに風が激しく吹き，ガス

も湧き出し，娘前にあるマーカス・ベーカーのル

ートが確認できなし、それよりもまず， この源頭

ピークを下りることができない。猛烈な風が吹き

上げ， 目も聞かず， どうしようもない。しばらく

ツェノレトをかぶって頑張ってみたが，天候は悪く

なる一方で、， しかたなく赤鎮を頼りに少しもどり，

雪洞を掘ってピパークすることにした。そう簡単

には登頂させてくれそうもない。風は容赦なくツ

ェルトに吹きつけ，いまにも張り裂けそうだ。隙

聞から入り込む雪は我々を深くうずめた。

6月14日 吹雪停滞

昨日より風はまったく弱まらず日中， ツェ

ノレ卜の張り裂けそうな音を聞きながら， じっと天

候の回復を待つ。外は風が吹き荒れ，とんでもな

い猛吹雪だ。食糧も少なく，寒さも厳しし、。風よ

止んでくれと祈りつつも，目まぐるしく移り変わ

る意識の中で寒さと戦かった。明日は登頂リミッ

トだ。

6月15日 晴 7 ーカス・ベーカー峰登頂

吹雪は一向に回復せず，狂ったように風は吹き

つける。朝 6時頃，突然天気が回復し，青空が広

がった。埋まった装備類を掘り出し，急いで出発

する。マタヌスカ源頭ピークの急雪壁を猛烈に吹

き上げる風にあおられながら下降する。砂漠のよ

うな風紋をもった広いコルをトラパースし，ラッ

-130-



II.活動報告(昭和53年度)

セルを交替しながらまっすぐマーカス・ベーカー

峰へルートを伸ばす。さすがに寒気と空腹に耐え

てきた体には厳しく， トップも次々と替え，フラ

フラになって念願のピークに着いた。いままでの

苦痛が一気に解消されたのだ。海岸側はガスのた

め，わずかにウィザースプーンが顔を出している

程度である。この山頂は，広く，何ひとつ無い。

眼下に広がる氷河と，そこから急激に迫り上がる

山稜，そして明暗の強いクレパス帯によって驚異

的な風景を構成している。

天候の急変を恐れて，早めに下山にかかる。キ

ャンプまで2つのピークを越さなければならない。

帰路は，はるかに遠いのだ。源頭ピークを越え，

約 230机を登りきるとノースピークだ。強風吹き

荒れるナイフリッジを這いつくばってジリジリと

前進する。無事通過し，北稜のコルより，残置し

た赤旗に導かれて，広大な斜面を降りてゆく。無

事，天幕にもどるが，無残にもつぶされ，数祝ひ

きずられて氷づけになっていた。我家に帰ったよ

うな感じでやっと落ち着いた。今日はメシをたら

ふく食う。シュラフもある。天国だ。

6月16日 雪~晴停滞

昨夜より吹雪。午後からはおだやかな天気とな

り，静かな休養日となった。絵を書いたり，本を

読んだりして停滞を楽しむ。

6月17日 曇~晴 AC →7 タヌスカ氷河 2130m

昼になって出発。皆ととの薄い石を拾ってゆく。

所々ヒドンがあり，雪が降ったせいかわかりにく

い。短時間のうちに氷河上に降りるQ クレパス帯

は来た時よりも聞き，変化していたが，残置した

赤旗がしっかりと導いてくれる。源頭からの吹き

おろしがあって寒い。 2130mの氷原の上に天幕を

設営した。なんとなく精神的に静かな感じの一日

だ。

6月18日晴 2130m→ 2070机

ビパークの疲労が回復せず，足先も軽い凍傷で

痛む。朝，出おくれたため，雪面の状態の良くな

る夜間行動にきり変え，日中は休養にあてる。白

夜の中を 2ピッチも行くと，一面ガスが広がり，

視界を失ったため， ヒドンクレパスの見分けがつ

かず，危険なので待機することにする。

ムマタヌスカ氷河 C 2より C3へ向う

旬

E
A

n
J
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A マタヌスカ;原頭ピークより

マーカス・ベーカー峰

6月19日雪 ~ 晴 2070m→BC

待機しているうちに雪が降り出し，ガスも晴れ

ず，天候は悪くなる一方で、ある。 6時頃J視界が

少し開けたので雨具を着て出発する。 2時間も歩

くと雪がボコボコにくさり，前進をはばむ。その

うち再び濃いガスに包ま九 リングワンデリング

をやらかし，呆然とその場に立ちすくむ。気づい

た時には，ガスも靖九今度は，太陽が容赦なく

照りつけ，必死にラッセルをする。 ヒドンクレパ

スに神経を使い，体力を酷使させられる。近くに

BCを感じながらも遠いのなんの， フラフラにな

って1460祝の BCに着いた。タバコやら食糧が出

てきて大喜びである。恐怖のヒドンクレパス帯を

通過し，一安心といったところだ。

6月20日楕 BC→ 1030机

全員ぐっすり眠りこけ，午後になって出発する。

ザイルからも解放され， ノンビリと氷河を歩く。

心も軽く，天気も快晴とくれば，スピードもあが

る。氷河上を流れる透明な水は，キラキラ光り，

春の雪解けを感じさせる。ルートは，所々クレパ

スを巻く程度で，ほほ1直線的に進める。風の冷た

い一日だった。

6月21日曇~晴 1030抗→ 790m 

ルートを氷河上， あるいはモレーン上ととりな

がら，下山を目指す。氷河はきたなくなり， クレ

パスも大きく聞いて迂回に手聞がかかり，なかな

か進まない。まわりの山々は緑色に輝き，雪のあ

った山々が今では夏の山へと変わりつつある。真

白な氷河の上を透明な流れが音をたてて幾筋もの

不思議な世界を創造する。春の息吹を強く感じな

ムマーカス・ベー力一峰より

マーカス・べーカ 氷河を見降す

がら，楽しく行動した0

6月22日 靖 マタヌスカ氷河末端部下山

なかなか末端部に着かない。大きく聞いたクレ

パスは，体力を消耗させる。ひたすら歩き続け，

とうとうマタヌスカ氷河末端部に着いた。入山の

時には無かった花が咲き乱れ，緑が息づいて強い

感動を生む。長かった山行とも今日でお別れだ。

ハイウェーに出て， ヒッチハイクで、アンカレッジ

へ帰る。実に寒い車だったが気分は最高だった。

<装備>

基本的には良質な装備を使用し，軽量化に重点

を置いた。また事故に対処できるような計画を組

み入れた。また個人装備に関しては，気象条件，

行動計画からも全天候性行動の可能性があるため，

特に防寒に注意を払った。

ダンロップ 6人用テント /1張， ツェルト /2

張，スコップ/1，スノーソー/1，ガソリンコ

ンロ/2台，ガソリン/4ガロン，コッヘル/3コ，

ザイル 9棚 X40m/2本 6脚 X60m/1本，ハ

ーケン類/10枚，カラピナ/15枚，スノーパー/

4本，標識用竹ザオ/140本，滑車/2コ，シュリ

ンゲ/20本，ユマール/1組， トランシーパー/

2台， メタ /80本，双眼鏡/1ti，各修理具， カ

メラ/2台 8mmカメラ/1台，薬品

個人装備は圏内での冬山装備と変わりなく保温

のすぐれた装備を使用した。我々は重量とルート

の検討からスキーを省き， ワカン行動をしたが，

安全性からいっても必要な装備であった。 1名は

スノーラケットを使用したが，氷河歩行には有効

な道具である。(村口・記)
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II.活動報告 (昭和53年度)

<食糧>

食糧は装備と同じように軽量化， コンパクト化

に重点を置いた。またカロリーよりも満腹感を第

こ，簡単に調理できるものを優先した。結果的

には， 日数が多いのでかなりの重量になったが，

l人 1日分の食糧は少なくひもじい思いをした。

献立そのものは良かったが，量が少なく，鍋を洗

Mt.Mω~CUS Bo..ker 行動表

う手聞が省けて，妥当な量であった。欲を言えば，

きりがないが，せめて夕食ぐらいは満足に食べた

かった。また， アメリカのインスタントライスは

粘りがなく，あまりおいしくない。長期の山行で

は，重量の許す限り曙好品を多く持参したい。

(森・記)
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II.活動報告(昭和53年度)

く山行を終えて>

無事に成功を収めたという結果に終わった杭

そこにはたくさんの反省が成り立つ。行動上にお

ける反省は，記録から一目瞭然、なのでここでは省

略するが，この登山の板底をなす山岳部について

触れる必要がある。この山行は最終的に個人山行

ではあったが， グラブ活動の中から生まれた計画

であり，その部分に触れない事には，との山行が

成り立たないのである。

77年秋，チーフリーダー松野氏により始められ

たアラスカの研究は，私達 2年生にひきつがれた

が，日を追い，話し合いを重ねるに従って現実と

は遠ざかり，当初の意気込みもしだいに消沈して

いった。誰 しもが決定的な意見を見い出せず，足

踏み状態が続いていた。その頃，北極点遠征隊は

数々のトラフソレに悩まされていた。そんな中で監

督であった山口先生は若くして逝ってしまったの

である。前後してクラブ活動は，白山縦走を 2年

目に して成功させたものの，全体的にすっきりし

たものが残らず， リーダーシップ， メンバーシッ

プの充実をはかるため，春山へ向けて計画の構想

を練り出していった。まとまりのない2年生集団

は「アラスカ」に目的も目標も見い出せず必然的

に計画は消滅していった。クラブ活動を考えるあ

まり，自分の計画すらも打ち出すことができなく

なっていたのである。

ム マタヌスカ グレイシャーノマーク什近にて

時間の流れと共に， アラスカごとき計画もでき

ない自分自身に腹が立ち，r行きたい」と思って

いた考えから「絶対に行く」という意志を基盤に，

再び活動が始まった。四苦八苦して創り出したの

がこの計画であった。しかし，そこには， クラブ

活動全体としての計画も目的も無くなっていたの

である。あまりの急な展開に対しOBとの話し合

いという基本的なものが後になり，ひたすら実行

することのみを求めたゆとりのない活動を行なっ

ていたのである。だがその聞に多くの事を学んだ

ことも確かであった。それはクラブ活動における

海外登山という事を真剣に話し合える時間でもあ

った。

登山隊が出発するまでの間， メンバーはどのよ

うな行動をとるかという事。これはリーダーの考

え方しだいかもしれないが，私は絶対的にそのた

めにクラブ活動をおろそかにしてはならないと考

えていた。すべての原点はクラブ活動もしくは部

室の生活にあるからむ 53年度のチーフリーダー

中村氏が北極から帰国してすぐ海外登山について

の話し合いが行なわれた。すべての準備が完了し

たが，依然としてゴタゴタしている中で理事会に

おいて大目玉をくらい，あわてて日本を飛びだし

たのである。

このような過程を経てこの山行は成り立ったが，

全員でアラスカへ行こうといっていた頃が妙に懐

かしく思えるのである。

登山活動を終え，改めて振り返ってみると，そ

とには，反省、と恥かしさがまざまざと更生る。だが，

純粋に登山できたことは貴重な体験であった。自

分で計画を創って実行できたこと。メンバー全員

杭一致していい登山だと感じた事。こんな素晴

らしいことはないだろう。後にヨセミテへ行った

ヤツらの発想もそうであったように，こんな事を

よく言っていた。「大げさに考えないで日本の山

を登るのと同じ感覚で海外の山を登ろうぜ/Jと。

だが，忘れてならない事は， クラブ活動の中にあ

って， ささえてくれる仲間や，先輩がいて，初め

て実行するととができた…ということを。

(村口・記)
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II.活動報告(昭和53年度)

=夏山合宿 * 
7月27日 晴分散登掌

①ダイレクト尾根 ②A稜 ③中央山稜主稜

④ニ一ドル稜 ⑤三尾根 初めてA稜へ向う。登

準距離は短いが末端の岩峰と林立するピナクルが

楽しめる。ピナクルは下部から登ると相当手応え

のある岩撃ができそうだ。

7月28日 晴分散登掌

①三尾根カンテ ②中央山稜支稜 ③丸山尾根

三尾根カンテも初めて行ってみる。折立からも

それとわかるスッキリした急なリッジで，短いな

がらも高度感と硬い岩が楽しめる。その他の場所

でも意欲的なルートが取られたが東面はカ、レ場を

はずすと極端に難しくなり，硬い岩にハーケンも

打てず，気分はいいのだがとても緊張する。

7月29日 晴分散登撃

①A稜 ②タイレク 卜尾根 ③ニ一ドル稜

@中央山稜主稜 ⑤竜王東尾根 ⑥二尾根 ⑦三

尾根支稜 ③丸山尾根 ⑨三尾根カンテ A稜は

左末端のハングを強引に乗越す。三尾根カンテは

1年もト γ プをやって楽 しそうだ。帰幕時間厳守

が甘くなり， リーダー会でもめる。キャンプファ

イアも盛り上がりに欠けた。

7月30日 晴下山，出発

部歌を唄いBCを後にする。後半分散の全パー

ティーは内蔵助谷出合までー列で歩く。

く計画にあたって>

夏山合宿は例年体力養成という目的で入山は長

いルートをとり，定着は 2週間行なっている。し

かし疲労と意欲の喪失が見られ，定着と後半分散

のみで山を下りてしまう傾向がある。また合宿期

聞が長いために自分の計画が萎縮してしまうこと

もある。このようなことから定着合宿は訓練に徹

し，雪渓技術と岩登りを目的として 1週間に区切

った。その後の分散に早く出て，夏休み全体を通

じて各人で意欲的に山と取り組んでほしし、。そし

て体力，メンバーシップ， リーダーシップの養成

を行ないたい。夏休みを終え 9月に再び部員の

たくましくなった姿を見ることを楽しみにしてい

る。(中 村 ・ 記 )

概要 立山東面，内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 23 日 ~30 日

メンパー L中村，清水，川郡辺，村民今野，

木津，田口，伊藤，鈴木，森大上，

佐藤，神田，阿部，福島，向生桝

田屋，港，野中，矢崎，中岸，井上，

宮田，本間，茂呂，新井，遠藤，中

田. 0 B中山，渡辺

7月23日 暗黒部ダム→内蔵助BC

全員で黒部より入山する。故障者も出て前後が

離れたが無事BCへ入る。

7月24日 快晴雪渓訓練

カールへ向うが本谷ゴルジュが寸断されて通行

できない。多量の土砂で落石も多いため 1年をB

Cに帰し，上級生数名で岩場を越えて山荘を往復。

雪渓の崩壊は 6月の豪雨によるものらしい。仕方

なく明日より夏道を使うことにする。

7月25日 晴 雪渓 訓練

夏道よりカール~歩行， グリセード， ジ〆ヘ

ルを行なう。

7月26日 快晴雪渓訓練

ザイルワークを行なう。人数が多く。一本の時

はモレーンにハエがたかったよう芯 I年は歩行

が不完全。矢崎はジッヘルがうまい。

く後半分散登掌>

1.黒部，よノ廊下遡行~双六谷下降

期日 7 月 30 日 ~8 月 7 日

メンバー L村口，木津，井上，向笠

平で針ノ木パーティーと別れて 4人だけの静

かな旅。連日驚くほど良く晴れてアルプスの夏を

満喫した。上ノ廊下は水量が少ないのか全て沢通

しに行ける。稜線へは美しい赤木沢をたどり，縦

走してから双六池より双六谷へ一気に下降。双六

谷は黒部と勝手が違い，傾斜が強く岩もすべり，

ルートファインディングが必要だが，カンが良く

働いてスラスラ下りた。登るとするとかなり疲れ

そうだがダイナミックな沢だ。沢から沢へ水とた

わむれ， リーダーが2度水にのまれた以外はこれ

といったミスもない，楽しい夏の旅だった。
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II.活動報告 (815和53年度)

2.後立山，針ノ 木岳~日本海縦走

期日 7 月初日 ~8 月 8 日

メンパー L森 川那辺，矢崎，中田，中岸，

福島

平で上ノ廊下パーティーと別れ針ノ木峠へ。途

中台風で夜中にテントが3回も倒されたが，順調

に後立の稜線を進む。途中で川那辺が下山 し

人で4人の 1年生を連れていくのは難しかったが，

皆日本海まで行くというあきらめもあって良く歩

いた。シキワリで清水谷パーティーと会い，越え

てきた山々を思いながら日本海にとびこむ。

3.黒部，祖母谷~日本海

期日 7 月初 日~8 月 8 日

メンパ- L今野，大上，野中

清水谷遡行を目指し内蔵助谷出合で他パーティ

ーと別れるが下ノ廊下白竜峡手前のスノウブリッ

ジにはばまれ通行できない。仕方なくハシゴ谷乗

越~三ノ窓~仙人湯経由でやっと祖母谷に入った

がスペアを使い果たしたため清水谷をあきらめ西

ノ谷を使って稜線へ。天国のような美しい稜線を

森パーティーの匂いを追って走って追いつき， 日

本海へとびこむ。清水谷だけが残念であった。

4.立山~穂高縦走

期日 7 月 30 日 ~8 月 5 日

メンバー L中村，新井，宮田，港

天候も良く，夏のアルプスを満喫する縦走だっ

た。途中雲の平に寄ってムードを楽しみ穂高へ向

う。 I年生も良くがんばった。

A上ノ廊下上ノ黒ビンガ付近を行〈

5.日高 ，ポンチロロ川~力ムエク縦走

期日 8 月 3 日 ~12 日

メンバ- L鈴木，佐藤，阿部，本間，茂呂，

桝田屋

ポンチロロ 川を遡行後ピパイロ岳，新冠二股を

経てカムエクへ縦走後札内川!へ下山。沢も難しく

なし途中雨にやられたがのんびりと日高の山を 4

楽しん広いつの日にか全山縦走をしてみたい。

女アメリ力，ヨセミテ クライミンゲ

期日 8 月 7 日 ~9 月 4 日

メンバー L伊藤，田口

一般に海外登山というとヒマラヤに代表される

ような氷と岩と大キャラパンというイメージがあ

りますが，日本にない異質のもの一完全に乾いた

岩や整備された環境の中で大自然に触れてみたい

という欲求が私達にはありました。今回の私達の

ヨセミテ行きがこの欲求を十分満たしてくれるこ

とは間違いないと確信します。

登山には色々な楽しみ方があると思います。ひ

とつのピークを呂標に定めて多人数が力を合わせ

るもの， ピークよりもルートや環境に魅せられて

の山行。従来から行なわれている前者の山行も良

いでしょう。しかし我々は少人数で自主的，積極

的に活動できる後者の山行を敢えて行なうことを

考えました。我々のこの山行が日大山岳部に良い

刺激となり，部員がより自主的，積極的な山登り

を行なうきっかけとなれば幸いと考えます。

(伊藤・記)

8月7日

成田からサンフランシスコへ。

8 月 8 日~10 日

市内見物とヨセミテの情報集め。

8月11日

パスでヨセミテへ。窓からリーニングタワー，

エルキャピタンなどが見えてきた。キャンプ地の

サニーサイドに落ち着く。

8月12日

c sから近いスワンスラブで体をほぐす。 1 ピ

-136-



II.活動報告(昭和53年度)

ッチのみのルートで， グレードは 5. 6。 その他

ショートルートも豊富芯

8月 13日

グレイシャーポイントエプロンのマンデーモー

ニングスラフeへ向う。グレード 5. 1. 5. 2。ご

くやさしい。残置ピトンはほとんど見あたらない。

オポジションやマントリングを多用するルートば

かり芯指のつめと靴底の摩擦だけでトカゲのよ

うに登るスラプもある。おもしろい。

8月14日

今日はプールヘ。泳くや田口は陸上生物も古代は

水中生物であったことを納得させる。

8月15日

チャーチボウルへ行く。アントファニーズノミン

トリー(5 .4 )はフェイスのルート。チャーチボ

ウルチムニー(5 . 7 )は内側がつるつるで末広が

りのチムニーで大型ナァツを多用する。大いに頭

を使うが内面登撃とナッツについてはどうやら自

信が出てきた。

8月16日

スワンスラブガリー(5 . 6 )とヨセミテフォー

ルエリアのレギュラールート(5 . 1 )を登挙後，

チャーチボウルのアンクルファニー(5 .7 )に向

かう。田口トップでクラック沿いを約 8m登り，

その後急傾斜のスラブを登るが難しく 2. 3度

登り降り した後，ホールドを探しているうちに足

がはずれて落ちた。 4. 5 m下のバンドで足を強

打して，更に 5. 6 m下でザイルにぶらさがって

停止した。この時田口は腕の擦り傷しか自覚'して

おらず， クライムダウンしてからどうも足が折れ

ているらしいとのことで，伊藤がすぐ連絡にいく。

10分もたたないうちにレインジャーが来て，近く

のヨセミテ病院に入院した。

8月 17 日~23 日

日本に帰って手術を受けろと言われ，苦労 して

チケットを取って. 20日に田口は帰国。その後伊

藤は再びヨセミテへ戻り，偶然出合った森田勝氏

と以後ザイノレを組むことにする。

8月24日

2人で、マンデーモーニングスラプのハリーデレ

イルート(5 . 8 )を登る。

8月25日

今回の計画の一応の目的， ロイヤルアーチ (5. 

6~5 .9)へ行く。難しくはないがルートファイ

ンディングに気を使う。18ピッチ 3時間で完登。

2人で 1&の水もまたたく聞になくなり，激 しい

渇きを覚えながら緊張 しながら下降した。

8月26日

今日は休菟洗濯とボルダリング。

8月27日

エルキャピタンに行く予定だったが，この頃か

ら体調が思わしくなく，途中のリクソンズピナク

ノレを登る。極端に力を使うデュルファーで限界だ。

内面登撃では今のところ 5.10 aが安全限度。今

日はダイレクトサウスフェイスとイーストチムニ

ーで力を使い果たした。

8月28日

センチネルロックで引き返す。

8月29日

ヨセミテポイントパットレスヘ。 2ピッチ自の

スクイズチムニーは体がしめつけられる。

8月30日

そろそろ帰らないと怒られそうだ。荷物を郵送

して，これが最後とボルダーをやりまくる。来た

ばかりの頃登れなかった所もいくつか登れる。

8 月 31 日~9月 4 日

パスでロスアンゼルスへ出て帰国する。

=秋山山行 女

1.越後駒ヶ岳郡界尾根偵察

期日 11 月 1 日 ~6 日

メンバー L村口，井上

郡界尾根は北に佐梨川奥壁，南にオツルミズ沢

を従える長い岩稜で，この山域の難ルートである。

冬山の可能性をこの郡界尾根から越後三山縦走に

求めて偵察した杭想像を絶する垂直のヤブコギ

に力を使い果たし，池ノ塔尾根を下降した。林立

する岩峰と共に佐梨側は垂直に切れ落ち，気象の

悪条件とあわせて冬期の困難さを再確認した。

月

tqd
 

唱

I



II.活動報告 (昭和53年度)

2.越後 ，荒沢岳~八海山偵察

期日 11月 1 日 ~5 臼

メンパ- L木津，川那辺，本間

荒沢岳は越後を考える場合，忘れることのでき

ない大きな存在である。この奥深い孤峰荒沢岳か

ら八海山へ抜けるという冬の計画を胸に偵察を行

なったが日で50cm降る風雪にたたかれ，予期

していたとはいえ冬期の困難性を実感した。長大

な山稜に加えて荒沢岳前島.オカメノゾキのナイ

フリッジ，八海山岩峰群は一筋縄ではいかず，冬

期 3mに及ぶ積雪と合わせて強力なパーティーを

組む必要性を痛感した。

3.越後駒ヶ岳~中ノ 岳荷上げ

期日 10 月 31 日 ~11月 3 日

メンバ- L森佐藤，大上，向笠，野中，中

岸

秋山の時点、で冬期越後の計画は郡界尾根と荒沢

岳の 2本立てであった。最終結論は出ていなかっ

たものの中ノ岳はどちらにせよとの山域の重要な

拠点であり ，ここへの荷上げと小倉尾根偵察は絶

対条件であった。無事デポを終了したが，秋山と

は思えない風雪のため八海山通過は無理と判断し，

十字峡に下山した。

4.越後， 中ノ岳~八海山偵察， 荷上げ

期日 11 月 11 日 ~13 日

メンバ- L村口，森

秋山で果たせなかったこの聞の偵察と荷上げ補

充を兼ねて十字峡より入山する。

5.北ア， 爺ケ岳東尾根~鹿島槍偵察

期日 11 月 3 日 ~ 5 日

メンパー L中村， 今野

冬の計画，後立山縦走のために偵察する。雪も

降ったがその他は快晴に恵まれた。ポイントとな

るのはキレット周辺と五竜岳G4周辺である。八

方尾根を下山。

6.飯豊連峰主脈縦走

期日 11 月 3 日 ~6 日

メンパ- L鈴木伊藤，阿部，茂呂，福島

1日の風雪を除いて全て快晴に恵ま九飯豊の

秋を堪能できた。途中 l年に初めてアイゼンをつ

けさせる所もあったが，伊藤の細ド指示のおかげ

で無神経な私も大いに助かった。 しかしアゴを出

す 1年もいて，もう少し体力をつけてほしいもの

だ。 川入より入山 し本山， 頼母木岳を経て大石下

山。

=富士山合宿 * 
期日 11 月 22 日 ~25 日

メンパ- L中村，村口，今野，森伊藤，川

那辺，鈴木，木津，大上，佐藤，向

笠，矢崎，本間，野中，中田，福島，

宮田，中岸，遠藤，茂呂

11月22日 快晴富士吉田→ 5合目BC

ちょ っとした事件もあったが，無事 5合目着。

11月23日快晴氷雪訓練

雪が少なく氷も軟く，緊張感には多少欠けるが

歩行，ジッヘノレ，ザイノレワークと一通り行なう。

風もほとんど吹かない。

11月24日 快晴登頂

4パーティーに分かれて大沢より全員登頂する。

コンディションが非常に良く ，風もほとんど吹か

ない。下りはさすがに I年も真剣そのものであり，

天候の商で恵まれ過ぎたとはいえ，良い経験にな

ったようで、ある。

11月25日 晴 BC →富士吉田下山

下山日も好天で，原生林の中にケルン参拝の煙

が静かに昇る。
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一冬山合宿

一鹿島槍，越後三山，八ヶ岳ー-

1.爺ケ岳東尾根より鹿島槍登頂

12月 22 日 ~26 日

* 

L中村，伊藤，今野，鈴木，阿部，本間，井上，

茂呂，新井

2.鹿島槍~唐松岳縦走

12 月 25 日 ~27 日

L今野，鈴木，阿部

3.越後三山縦走(八海山より駒ヶ岳)

12月 17 日 ~27 日

L村口，木津，森，川郡辺，佐藤，野中， 矢崎，

向笠，遠藤，中岸

4.南八ヶ岳縦走

1 月 9 日 ~ 13 日

L中村，村口，宮田

く計画に当たって>

今年は年間計画も立たず，年間目標である冬山

も10月に入ってやっと話が進むようになった。人

数が多いのでそれなりの大きな計画ができると思

ったが，法学部 4年の卒業試験があり，合宿は大

きく 2つに分かれるようになった。 1つは鹿島槍

ともう lつは越後三山である。鹿島槍の方はアタ

ック隊と鹿島~唐松への縦走隊に分かれる。'越後

の方は八海山~中ノ岳~駒ヶ岳から小倉尾根へ下

りることになった。後立山の方は強風と岩稜歩き

の危険があり，越後の方は何といっても降雪量が

多く，八海山の通過には苦労を強いられるだろう。

2隊とも困難の多い合宿であるが，それなりに得

るものは多いと思う。

上記 2隊の合宿が終了後，女性には女性に合っ

た合宿を，とする当初の方針から女性部員のた

めの冬山合宿を八ヶ岳で行なう。

秋山の偵察段階から冬山の計画確立まで何回と

なくメンバーとコースの修正が行なわれたが，今

は部員全体，冬山に向かつて頑張っている。冬山

II.活動報告 (昭和53年度)

においては，それぞれの山域における計画完遂，

冬山諸技術の習得，チームワ ークの充実という目

的がある。冬山いかんにかかわらずチームワーク

は大切なものであり，部を構成していく上で必要

である。冬山においてますます結束がかたまって

いくことを望む。(中村 ・記)

く計画決定までの推移〉

私達は秋山までに鹿島槍，越後の 2つの目標を

置いて，おおかたのメンバーも決まった状態で偵

察を行なった。その結果後立山計画はキレット通

過を中心に多くの 1年生を確実に動かせるかどう

かが，また越後計画では難しい岩稜や豪雪帯を 2

隊に分かれて行動する力量があるのかどうかが問

題となった。

偵察結果も踏まえた検討の未，越後は全員 1パ

ーティーにまとまり，中心となる越後三山縦走の

みに的を絞ることになったが，そのために，多数

のl年生を含む大パーティーには不適当なノレート

だとしてコーチ会， リーダ一会での新たな問題と

なった。コーチ側からは未知数の 1年生をカット

し，より強力なパーティーで臨むべきだという意一

見が強く出されたが，上級生の強力なカバーによ

って 1年を全員参加させるというリーダーの主張

が認められる結果となった。また後立山計画にお

いても全員での縦走の可否について意見が分かれ

たが，最終的に鹿島槍アタックと上級生による縦

走の 2隊に決定した。更に女子を中心とする合宿

が年明けに組まれることになった。

例年になく波乱の多い計画立案で，最終決定が

合宿直前になってしまったことは十分反省しなけ

ればならない。また実力あるリーダ一部員が多か

ったこ ともあって，それぞれの主張を強く持ち意

見を戦わせたのだが，クラブ全体を見ていく目が

不足し，ためにバランスを欠いてしまった点もあ

ると思う。唯一の救いは各 リーダーの意欲の強さ

と真剣さであり，それがこの合宿を実り多いもの

にしてくれたと思う。(木津 ・記)
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II.活動報告(昭和53年度)

1 .爺ケ岳東尾根より鹿島槍登頂

12月22日晴~曇鹿島→東尾根1980m

積雪は20~30cmで良くトレースされており，い

かに入山者が多いかわかる。アイゼン， ワカンな

しで 1日中行動できた。

12月23日曇~雪 cs→冷池

冷池まで硬くしまった雪で快調に進む。半日行

動で2日分かせいだのは全て雪の少ないことに起

因する。

12月24日風雪停滞

西高東低だがそれほど強いものではなかった。

12月25日 快晴 cs~鹿島槍登頂
本日より縦走隊と分かれて行動する。好天に恵

まれ，昨日の吹雪でトレースは消えていたが，ア

タァク隊の先行で順調に鹿島槍の南峰に立ち，更

に北峰を往復する。展望はすばらしく富士山がく

っきりと見えている。阿部の膝を心配したが縦走

隊は元気に出発していった。帰幕後は雪洞を掘り，

その中で登頂祝い兼クリスマスパーティー。ケー

キ，甘酒， コーヒー，ディスコサウンドと，雪の

中で密会はくりひろげられた。

12月26白 快晴 cs→鹿島下山

天候に恵まれたとはいえ，こんなに早く下山し

ていいものだろうか。皆満足しているだろうか。

十分に諸技術を習得しただろうか。もっと力いっ

ぱい動きたい。針ノ木まで行きたい思いにかられ

る。でも冬の北アに登ったことには間違いない。

短かったが，雪洞のパーティーや流れ星や思い出

多い楽しい合宿だった。 1年生も成長したに違い

ない。これで打ち切り，下山としよう。そう決心

して爺ヶ岳を後にした。この山行をよい実績とし

て計画作りに生かしてほしい。

2.鹿島槍~唐松岳縦走

12月25日 快晴 cs →キレット小屋

アタック隊と分かれて鹿島槍を後にする。北峰

のトラパースがかなり悪い。キレットの通過は軟

い新雪に悩まされ，フィッグス，懸垂も混えて緊

張する。最後の岩場でザックのつり上げに苦労し，

阿部が上ってきた時はもう暗かった。天幕地に着

いた時はクタクタになった。やはりキレットは 1

年生では難しいだろう。高度の雪渓技術と 4級程

度の岩登り技術は必要だ。

12月26日 快晴 cs →白岳下コル

五竜岳も問題なく順調に進む。稜線上は大学山

岳部オンパレードという感じである。

12月27日 晴 cs→白馬下山

風は強いが順調に唐松岳を踏み，八方尾根を下

る。スキー場は違う世界という感じだが無事下山

する。

く縦走を終えて〉

キレット通過の方法に甘さがあった。滑車やザ

イル，ハーケンの数をもっと考えるべきだった。

またもっとメンバーを信頼し， リーダーやパーテ

ィーといったものを考えられる計画にすべきだっ

た。あまりにも I年生にとらわれた感がある。全

体として天気に恵まれ，山を楽しめた反面，力を

十分に出すことができず，全体的にはまとまった

が個人的満足は少なかった。(今野・記)

3.越後三山縦走

冬山を考えるにあたり，まず静かな山域で合宿

をしたいという意向があった。冬山の厳しい条件

を十分に満たす豪雪の越後に計画が煮つまってき

た。秋には 4つの偵察隊が入りそれぞれの角度よ

り偵察を行ない，各リーダーの意見を考慮し，最

終的にはメンバーのバランスの問題やルートの問

題により，八海山から中ノ岳への通過に目標をし

ぼり，越後三山縦走ということに決定した。

10名という多人数で豪雪地帯の細い稜線を歩く

ことなど条件的に厳しい面があり，相当シゴかれ

る覚悟で入山した治主連B良い天気が続き，予備

日もわずかの日数を使用したのみで，あっけなく

合宿は終了した。暖冬異変のため，本来の冬山と

は程遠いものになってしまったのである。しかし

計画に対するメンバーの意気込みゃ行動中の顔に

はそれぞれ頼もしいものがあり，ひとつの成功と

言っても良いだろう。(村口・記)

12月17日 雨大崎→皇宮神社

里宮でも雪はなかった。十分なデポがあるとは
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いえ入山のザックはかなり重い。

12月18日 曇 cs→千本桧小屋

視界も悪く，下を向いてただ登るだけだ。大し

たラッセルもせずに千本桧着。積雪は約 1moメ

ンバーが多くて幕営も楽しし、

12月19日 雪 cs→八ッ峰先

視界悪いが風はなく八ッ蜂越えにかかる。工作

隊とボッカ隊に分け，重荷では危険なためダフソレ

ボッカで途中 2ヶ所の中継点を作って進む。雪が

少ないため状態は悪く， 卜ラパースは不安定で岩

峰の登りはとても疲れる。特に大目岳の登りが垂

直で腕力を使う。フィックスはクサリを掘り出 し

て支点とし， 250mを張りめぐらす。何とか 1日で

八ッ峰を越え，第 2中継点に若干の荷を残して全

員集結した時は暗くなっていた。工作，荷上げ，

回収と上級生の方がヘパッたようだ。

12月20日 風雪 CS~ デポ回収

4名で残りのデポを回収する。激 しい降り方で，

30分でトレースは完全に消え，不安定なナイフリ

アジとなる。フィックスを全て回収し雪まみれで

帰幕する。降雪 1m。

12月21日風雪停滞

いよいよドカ雪の到来かと思わせる。となりの

テントに行くにも胸のラッセルでトある。

12月22日 快晴 cs→荒山

朝の八ッ峰がオベリスクのように輝いて感動す

る。いよいよオカメノゾキへ下降を始めるが雪が

意外にしまっており雪庇も大きくない，とはいえ

水無側は垂直に切れ落ち油断できない。五竜岳よ

りアンザイレンし， トッ プ2名は空身でラッセル

する。春山陽気だった。

12月23日 晴~曇 cs →モチッキ山

意外に天気は崩れず，この日一気にオカメノゾ

キを通過しモチッキ山の狭いピークにやっと 2張

張った。条件良く通過したが両側は切れ落ち，ザ

イルを解けないところだ。小岩峰のフィックスに

手聞がかかりトップとラストはかなり聞いてしま

う。途中遠藤が三国倶~に滑落したが木津が止める。

最後はモチッキ山への急登で、疲労したが安全圏に

入った感じである。

II.活動報告(昭和53年度)

12月24日風雪停滞

昼間，突然一発カミナリが落ち全身にショック

を受けた。ものすごい音と共に天幕内が光り.恐

怖のドン底にたたき落とされた。

12月25日 快晴 cs →中ノ岳小屋

また快晴でアァケにとられる。雪もしまってお

り御月山をフィックスして順調に越える。ことで

初めてザイルを解き中ノ岳への大斜面を登るがラ

ァセルどころかクラスト しており拍子技けである。

それにしても越えてきた八海山はまるでヒマラヤ

のように鋭く，その中に自分達のトレースが一筋

続いている。素晴らしい冬山である。こんなに早

く中ノ岳に着いてしま っていいのかと思いながら

夜遅くまでデポを食べてワイワイやっていた。上

級生が食当を買って出て次々と料理を出すがそれ

でも余って仕様がない。しかしこのデポには何か

大切なものが詰っているような気がする。最初我

々がやろうとした大きな計画が。今必要のなくな

ったこのデポが，何か貴重な意味を持った行為で

はなかったかと思うのは私のみか(?)

12月26日 晴 c s →駒ノ小屋下

駒ヶ岳への広い尾根を行く。ラァセノレもヒザ程今

度で，桧廊下で苦労した以外快適に進むが駒の直

下で用心して大きく離れたにもかかわらず特大の

雪庇を割りヒヤッとさせられた。最後まで気を抜

けない山である。駒の頂上で 1年生は感慨深げに

三山を見渡し，小倉尾根の下降に移った。

12月27日 晴 cs →大湯下山

何ということだ，また晴れた。本当にここは越

後なのか?こんなことで許されるのかと思いつつ

小倉尾根を一気に下降し下山。何かもの足りなさ

を感じる杭 ともあれ全員無事下山，縦走は成功

したのだ。

4.南八ヶ岳縦走

積雪期において女子と男子が同じように行動す

るということは極力避けた方が良い。それはお互

いのマイナス簡が大きく出てしまうから芯特に

冬期における厳しい山の中においては極端にそれ

が出てしまう。しかし同じ部員なのだから一緒に

やる方が良いという意見も確かにある。そこをあ
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II，活動報告(昭和53年度)

えて女子，男子を分けたのは，それぞれが精一杯

できる山行が必要だと考えたからである。肉体的

な面でどうしても劣る女子が， 自分の力量で登り，

しかも精神的向上ができるならば，その方がベタ

ーである。このような考えをもって女子を別パー

ティーとして八ヶ岳の合宿を行なった。

1月の八ヶ岳は雪は少なかったものの風は強く ，

女子にとっては厳しいものだったと思うが，なか

なか楽しい充実した合宿ではなかったかと思う。

しかしこれからの諸問題も含め，積雪期における

女子の登山を考えていく必要がある。(村口・記)

1月9日 晴稲子湯→中山峠

予想外に人も少なく静かなトレースを中山峠へ

向う。雪の上に初めて寝るというユミち ゃん。

1月10日 晴 CS→横岳手前

かなりの強風下を行動し早自に横岳の手前で幕

営する。雪が少なく北八ッの方を見てもまっ黒で

ある。いろいろな話をして楽しむ。

1月11日 晴 CS→キレ ァト手前

風が強くて出発を遅らせたが横岳の岩稜はルー

トが風下側になって年生も安全に通過できた。

赤岳，キレットの下りも雪がほとんどなく，ころ

ぶと痛そうである。キレット手前の静かな樹林に

天幕を張る。

1月12日 曇 CS →青年小屋

今日も風強く，出発すると宮田の足は痛そうた主

権現岳へは難なく登る。旭岳東稜はスパッとして

カッコいい。早目だが青年小屋で下山祝いとしゃ

れこんだ。

1月13日 雪~晴 CS→小淵沢下山

編笠の下りはいやらしくてすっころんでるやつ

がいる。歩きにくくて困るが小淵沢めざして下っ

ていった。宮田は生活面ではまだ不慣れでらあるが，

初めての冬山には十分感激していたようだ。

今回の山行で私の学生時代の山登りも幕を下ろ

すことになった。力不足で大きなことはできなか

ったが，鹿島槍の雪洞の一夜，八ヶ岳の山行は一

生忘れることはないだろう。みんなも頑張ってく

れI 中村・記)

=春山合宿

一日高山脈全山縦走と 2つの横断-

1.縦走隊

日高山脈全山縦走(楽古岳より芽室岳へ )

3 月 8 日 ~4 月 5 日

L木津，森佐藤，野中

2.サポート A隊 (コイカク隊 )

* 

札内川よ りコイカタシュ札内岳BCにて縦走隊

収容後，ベテガリ岳西尾根下降

3 月 8 日 ~ 3 月 28 日

L村口，鈴木，大上，中田，矢崎，福島

3.サポート B隊 (イドンナップ隊)

カムイ岳に縦走隊用デポ設置後， イドンナシプ

岳へ縦走

3 月 12 日 ~3 月 27 日

L今野，川那辺， 向笠，本間

く計画にあた って>

どんなに困難な課題も 1歩 1歩を確実に進むこ

とで解決される。今回の日高は近年にない大きな

計画となった治主部の全力をあげて臨みたい。

我々にとって冬の日高は未知である。強風，低

温，雪崩，雪庇と一刻の油断も許されない。特に

雪庇には細心の注意を払うこと。今冬は雪が少な

いというが，決して安易な気持ちで入山してはな

らない。最後の最後まで気を抜かず，無事下山し，

また部室に雪焼けした男らしい顔をそろえよう。

1.縦走隊

5月6日

(木津 ・記)

「コイカクで会おう Jr大樹で会おう」を合い

言葉に夜の東京港からフェリ ーに乗る。イドンナ

ップ隊は後発， コイカク隊とは別の船である。コ

イカク隊は縦走隊の私物まで持たされ，タラップ

を昇るにもダフツレボッカだ。岸壁を離れる気分は

新鮮なものだった。
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5月7日

船にはほとんど客がなく 4人で静かな航海を

楽しむ。

5月8日 曇メナシウンベツ川入山

朝，苫小牧に着き日高線で幌別へ。小型タクシ

ーに白いっぱい積んでメナシウンベツ川の小学校

跡まで一気に入る。静かな雪の上である。

5月9日 曇~靖 CS →標高尾根700m

雪も少なく順調に川lを遡る。日が照ってきて南

アの谷間のような気がする。入山40kgで苦しいが

尾根を急登。設営後更にトレースをつけると輝く

南日高の主稜を目のあたりにしてすばらしい。雪

崩の危険もなく順調過ぎる入山だった。

5月10日 曇 CS→楽古岳先

楽古の肩まで全くつらい。ここで日高の北望が

開け，地平線にベテガリらしきものが見え遠々と

山が続いている。楽古の下りでアンザイレンし幕

営。氷の上である0

3月11日 風雪停滞

降雪は 1視を越え，数回除雪に出る。夕方陽が

さして氷をまとった楽古のピークが輝いていた0

5月12日 快晴 CS →十勝岳先

1000 m級とは思えないほど純白ですばらしい主

稜線である。このへんは記録もなくてヤブ山だと

思っていたのだが。雪が意外にしまっていてヒザ

下のラッセルで十勝岳に立つ。

5月13日 晴~曇 CS →野塚岳先

オムシャヌプリなどなかなかカッコいい。「ア

ラスカみたいだ」を連発する。野塚岳のコルの雪

庇でスタカット。

5月14日 快晴 CS →トヨエ岳

大鷲のようなトヨニ岳へ，岩降ナイブリッジ

と忙しくザイルを出し入れする。ピークに立った

時はさすがに疲れた。天気は良く晴れてくれるが

次第に厳しくなっていく。しかし天幕の中は笑い

が絶えない。

5月15日 快晴 CS →ピリカヌプリ

今日も両方に海を見ながら進む。広い尾根が凍

っていて， この時とばかり飛ばしに飛ばしたが意

外にもピリカの登りが厳しく雪氏氷邑雪壁を

越え，やっとピークに立つ。この夜初めて BCと

交信でき，天幕内が湧き立った。

3月16日 風雪 CS→ 1530m峰

2ピッチで暴風雪となり体が飛ばされそうにな

る。どうしても先のコルヘ行けず，その場の急斜

面を苦労して削って天幕を立てる。落ちたらスト

ンである。

5月17日 風雪停滞

夜中に天幕がミシミシいって本当に破れそうで

ある。これ程の風は経験したことがない。昼間は

必死で、除雪。幸い上部はクラストし，雪崩の危険

はない。
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5月 18日 曇 CS→ソエマツ岳

何とか視界がききソエマツまで進んだが，風は

待折ひどい吹き方をして思うように進めない。 リ

ミット内に BC入りできるかどうか危ぶまれ天幕

内は暗い。

5月19日 晴 CS →神威岳

風のやんだチャンスをつかんで昼前に飛び出し，

マークしていた神威への細い稜線を一気に越える。

靴幅リ γ ジはなるほどすごいが， トラパースも不

安定だ。しかし全体としてはそれほど難しくない。

神威岳の三角形が神々ししベテガ、リが指呼の聞

に近づき，夜は 3日ぶりに BCの声も入って天幕

内はウソのように明るい。はるかイドンナップ隊

のデポ完了の声も入り，驚いた。

5月20日 晴~風雪 cs→ 1499峰手前

遅く出発するとすぐ寒冷前線が来てたたかれ.

結局コルに張ったが夜は晴れた。タイミングが悪

かった。フェイントをかけられた。

3月21日 快晴 CS → 1469 m峰

風も吹かず最高の天気。不安定な細い稜に手こ

ずるが向うから北大ACパーティーがやってきて

握手する。久しぶりの人間だ。お互いのトレース

を使ってピッチがあがり，中ノ岳手前の扉風のよ

うに切り立った岩稜を越え，大きなスロープを中

/岳へとつめる。ここからはベテガリはおろか，

ヤオロ， コイカク， 1839祝峰も手がとどくようだ己

コイカク隊はきっと今日アタックしているに違い

ない。更にムチ打ってベテガリの前衛峰まで急登

した。もう口もきけないほど疲れた。

5月22日 晴 CS →リンゴ畑

早大尾根ジヤンクションまで切れていて非常に

悪い。アンザイレンして日高側を巻きながら慎重

に行く。もともこした雪庇がつきa 中ノ川側は垂

直に落ちていて全山中最も悪い部分である。やっ

とベテカリ岳に立ち，握手。ルベツネ岳を越えて

リンゴ畑。いよいよ明日は BC入りで， トランシ

ーノミーが良く入る。

5月23日 曇 CS→コイカク BC

強風でカチカチのヤオロマップを越えコイカク

へ。天幕が見え， コールをかけるとどっと 6人が

出てきて輸の中に入る。すばらしい感激である。

私達のために荷上げし，待っていてくれたコイカ

ク隊に感謝し，何か一言言いたいのだが言葉にな

らないようだーそれにも増して， リミット内に B

C入りし，彼らが後半縦走に出発できることがう

れしかった。彼らがてきぱきと天幕を立ててくれ，

夜遅くまで飲んで，食べて，さわいだ。

5月24日 晴~風雪 C S →ピラトミ分岐

コイカクは吹きさらしの BCで，生活は厳しか

っただろうと思われる。彼らはベテガリ岳へ向け

て元気に出発していく。こちらは食糧，燃料を補

給し出発するが， コイカクの下りの思わぬ氷壁に

緊張した。十勝側がブルーアイスの大氷壁になっ

ており時間をかけてしまった。

ムペテガリ岳(1，736m)

p
h
d
 

daτ 

唱

E
A



II.活動報告(昭和53年度)

5月25日 風雪停滞

メンバーに精神的疲労が濃くなる。特に停滞は

つらいものになってきた。

5月26日 快晴 cs →カムエク直下

雪庇を気に しながら1823祝峰を越え， カムエク

の登りにかかる。ピラミッドをトラパースし，岩

稜帯を越えてピークの直下の平地に幕営。疲れた

が，みんなよくがんばった。

5月27日 曇停 滞

ホワイトアウトで雪庇の境界がわからず，身動

きできない。上と下は晴れているらしく，風もな

いのに。イドンナップ隊との最終交信。「大樹で

会おう」を最後にスイッチを切る。

5月28日 曇 cs →エサオマントッタベツ岳

先コル

カムエクのピークには10分で着き，春別岳，ナ

メワッカ分岐点ととばす。両倶ijにカーノレが広がり，

やっと北日高に入ったと実感する。エサオマンも

越えて，メンパーは疲労しているが良く歩いた。

5月29日 曇~快晴 cs→ 1791 m峰先

カムイ岳頂上で打ち合わせ通りデポを回収する。

「あったあった」と喜び 4人で荷上げしたイド

ンナップ隊の苦労に感謝した。すばらしい天気で

早目にカットし，ポロシリを見ながら歌を唄う楽

しい夜だった。

5月初日 曇~雪 cs→トッタベツ手前

順調に下山できると思ったが， どうも天気が良

くない。メンバーの疲労が気になる。

<1 日高山脈全山縦走成功

最終ピーク 茅室岳に立つ

5月31日風雪停滞

ポロシリのアタックを控えてつらい停滞

である。食糧も少なく，ギリギリの下山に

なりそうだ。

4月 1日 風雪 c s →ピパイロ岳手前

ポロシリアタックを中止する。野中の足

の凍傷も気になる。風雪の中， コンパスを

頼りにピパイロへの岩稜を進んだが，視界

ゼロとなり幕営。

4月2日 快晴~曇 cs→ 1734m峰手前

スカッ晴れで元気にピパイロを踏む。帯広の街

がすぐ下に見える。稜線はもうほとんど問題ない

が絹雲が広がり再びガスに包まれた。

4月3日 風雪停滞

今日こそ林道に下れると思っていたが.外に出

ると 1mも積もっており驚いた。天気図で明日後

半からは好転すると見て，無理せず停滞とする。

もう空腹を通り越して飢えに近い。つらい停滞だ

が，最後なんだという不思議な明るさもあった。

4月4日 曇~晴 cs→林道終点

今日こそ， と迷いなく飛び出す。ガスの中にう

す日もさしてきた。いきなり胸のラ γセルで，空

腹の体では力が入らないが，みんな無言で格闘し

ている。遅々としたスピードだがやっと最後のピ

ーク，芽室岳に立ち握手を交わす。一気に林道へ

下降し静かな森の中にテントを張った。食糧はほ

とんどないが楽しい夜だった。

4月5日 快晴 cs →羽帯駅下山

すばらしい快晴。最後に残った非常食をかじり

ながら，広大な原野の中を一直線にラッセノレして

いく。昼過ぎ，羽帯駅に着き，売広にとびこむ。

感激で声も出ないメンパーであった。

その夜広尾線で大樹の牧場に行き，サポート隊

のみんなと再会した。神尾氏を中心に宴会を聞き.

風呂に入ってサポート隊のみんなと語る夜は満ち

たりたものだった。翌日，牧場を後に帯広に向う。
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車窓から日高の白い山脈が遠々と続いていた。帯

広駅で解散し，今回の合宿を終了した。サポー ト

ともども全員無事下山できたことは何よりも一番

うれしいことであった。 (木津・記)

2.コイ カク隊

5月8日 晴札内川入山

船旅を終えて釧路港に着く。汽車で帯広，中札

内へ向うが，荷物が多く乗り換えでいちいちダブ

ルボッカしたり大変だ。マイクロパスで札内川林

道に入り，下りた所で幕営。何と長い入山だ。

5月9日 晴 CS~ コイカク沢出合手前

1人あたり24K9をデポしに行く。先頭はスキー

隊，後方にワッパ隊が続くが時々ワァパ隊に抜か

される。次第に雪もヒザまで来る。 10時鳥桁動で

みんながんばった。

5月10日 曇~雪 CS →札内ヒュッテ

昨日のデポから 2ピッチでヒュッテに着く。早

目だがここに泊まることにする。昨日の疲れが残

っているようである。

5月11日 雪~晴 CS~ コイカク沢出合

デポを取りに戻り，そのままコイカク沢へ移動

しヒュッテに戻る。深いところで 1mも積もって

苦労するがみんなよくがんばった。小屋はストー

プもあってなかなか良い。

5月12日 快晴 CS→上二股

疲れるラッセノレだ、がコイカク沢上二股まで入る。

途中雪崩そうな沢を渡るが状態は良い。ただスノ

ウブリッジを渡る時はヒヤヒヤである。春山陽気

の中，標高1000m位までトレースをつける。

5月13日晴 CS ~ 1200m 

夏尾根1200mまでのデポと，昨日のデポ回収。

夏尾根は思ったほど急ではないが確実に高度がか

せげる。下りはみんな尻セードで下り，中にはト

レースをはずしてもがいている 1年もいる。一日

中寒かったが縦走隊は動いたろうか。

5月14日 晴 CS →コ イカク BC建設

単調な夏尾根の登りも上部ではクラストし，い

い感じになってきた。風の強い主稜線に立ちBC

を建設する。なんだかんだ言いながら毎日行動し，

調子よくコイカクまで来られたのはみんなのがん

ばりによるものだ。ここは最も重要なベースキャ

ンプだ。縦走隊の入ってくる最初で最後の安らぎ

や， くつろげる場所なのだ。そして北にいるサポ

ート B隊と連絡をとる大切な位置なのだ。

5月15日 快晴 BC~デポ回収

最後の荷上げも完了し， コイカクシュサツナイ

岳の一角にベースキャンプが完成した。ピークを

往復し， プロァクを積んだり，補強したり して過

ごす。夜，縦走隊と初の交信ができる。「現在ピ

リカヌプリです…」とぎれとぎれの交信だったが

縦走隊の無事を知って天幕内は話もはずむ。 1年ー

の矢崎が野中に会いたがっている。そんな彼の天

幕記録にはこう記された。「…我々 1年生の代表

である野中に精一杯の励ま しの声をかけてあげた

い」。恥も外聞もなく， トランシーパーにかじり

ついて「野中，元気ィーがんばって一」と叫ぶ矢

崎をみて無性にうれしくなった。みんなそれぞれ

の思いを， かすかな交信の中に感じとったに違い

なむ、。明日は， 1839峰をアタックする。

荷上げに精出すサボ 卜隊

札内)11林道を行L>
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ムコ イカクシュサツナイ岳の一角に設けられたベースキャンプ

5月16日 風雪 BC らせた。

今日より縦走隊待ちの態勢となる。しかし悪天 5月20日 風雪 BC 

で1839峰アタックは延期する。気温も低 く何度も 低気圧接近で湿雪が天幕を埋める。福島はゲリ

除雪に出る。夜になって風は更に強くなり，天幕 で昨夜から何度もトイレに行っている。

が張りさけそうである。縦走隊の声も朝入っただ 5月21日 快晴 B C 1839峰アタック

けで夜は全く入らない。この風ではそんなに動け

ないだろう。

5月17日 風雪 BC

日中，猛烈な吹雪にさらされる。 l国外へ出る

と全身雪ダルマになってしまう。縦走隊の声も入

らず，食うことしか楽しみのない 1日だ、。イドン

ナップ隊はどうしているのか心配だ。低気圧が通

過し，時々風に切れ目が出てきた。

5月18日 地吹雪 BC

雪はやんだが風は強い。交信はいまだ入らず，

おそらくソエマツ岳付近で停滞しているのではな

いだろうか。彼らのあせる心が，この風を通して

伝わってくるようだ。それにしても悪天もいいか

げんにしてほしい。みんな寝てばかりいる。

5月19日晴 BC

相変わらず風が強いが太陽が顔を出し，天幕を

張り直す。同時に雪洞トイレも作り，これで吹雪

が来ても安心と，みんな喜んでいる。夜，交信が

再び入札縦走隊は神威岳，イドンナップ隊はデ

ポ完了とのこと。 BCで中継して両隊に状況を知

絶好の登頂日和りで，全員でアタックに向う。

人数が多く時間を食ったが，天気も持つことを考

えてヤオロマップから1839峰へ向う。両雪庇が出

ているが，そんなに大きくはない。ピークからは

ベテガ人中ノ岳，カムエク， ピラミッドなど素

晴らしい展望だ。しかし往きも帰りも 1年生がス

リップし， コンテで止まったものの技術の未熟さ

を感じないわけにはいかなかった。もっと自分自

身の技術に対して厳しい姿勢を持たねばならない。

夕方の光に染まる稜線をBCに帰って来た。

今日，確実に縦走隊が行動していることはわか

っており，昼の交信で状況を知りたかった。しか

し今は我隊に精神を統一するしかないのだ。今日

の行動を考えるとすべては私の判断の甘さが危険

にさらさしたといって良い。指導する立場のむず

かしさを痛切に感ずる一日だった。それとは別に，

I年生に自信のある行動を，自らの力で命を守れ

ることのできる部員になってほしいと感じていた。

彼らもいずれ上級生になっていく。それまで私達

がもっと努力しなければならないの芯
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5月22日晴 BC

昨日の疲れが残っているせいか，静かな停滞日

だった。縦走隊はリンゴ畑にいる。イドンナップ

隊はナメワッカ分岐。みんなうれしそうである。

明日はいよいよ縦走隊が入ってくる。どの顔にも

喜びはかくせない。

5月23日 曇 BC 縦走隊収容

風はあったがヤツらは確実に入って来ると思い，

天幕地を整地し，あとは待つだ、けだ。昼過ぎ， コ

ールがかかり縦走隊がたのもしくやってきた。 10

人が天幕に入札今までのことを語り合い，時間

はどんどん過ぎていく。共に話していると自分達

も今まで一緒に行動してきたかのように思える。

夜遅くまで語り合内 1年生も食当をよくやって

くれた。明日からいよいよ我々の行動が始まる。

サポートのうれしさは無事縦走隊が入って来てく

れることであり，お互い，何も言わないでもわか

っている。素晴らしい夜だ、った。外は相変わらず

冷たい風が吹いている。

5月24日 曇 BC→リンゴ畑

縦走隊と写真を撮ってから出発。いよいよサポ

ートを離れ独自の行動に入った。長い日々だった

がいざコイカクを後にするとちょっと淋しい気が

する。 1年生も1839峰アタックでこりたのか誰し

II.活動報告 (昭和53年度)

も慎重でいいベースを保って歩く。縦走隊のトレ

ースを使ってリンゴ畑へ。

3月25日 風雪停滞

湿気の多い雪が降る。 1年生は昼間，卵焼きを

一所懸命作っていた。静かな停滞である0

3月26日 晴 C S →ベテガリ西尾根コル

春の陽気で快適にルベツネそしてペテガリ岳に

立つ。イドンナップ隊と交信し，今日にも林道へ

下りる事を知る。西尾根は初めクラストしている

がすぐ深い雪になり，尻セードやスキーでドタド

タ下りていった。コルは静かで、落ちつきのある実

にいい所だ。

5月27日 雪 CS→ベテガリ山荘

最低コルまでラッセル して，あとは林道めざし

て尻セードで下っていく。林道に出て15分でベテ

ガリ山荘に着く。みんなけっこう力をつけて頼も

しく見えれ1日だった。

5月28日 晴 CS→高見下山

元気よく出発。しかし林道は高く落石も多くい

やな道だ。鈴木は転んでスキーをガケの下に落と

し，懸垂でト取りに行ったりしている。 2時頃，や

っとのことで高見の建設現場に着き，車でる静内へ 乞

向った。とにかく無事下山だ。しかしまだ， 日高

春山合宿は終了していない。
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3.イドンナップ隊行動

5月12日 晴拓成入山

フェリーはシケにあってさんざんな自にあった

がやはり山の方が良い。帯広経由で中札内へ。チ

ャーターパスで拓成まで入る。積雪1抗。

5月13日 晴~曇 cs →ピリカベタヌ沢小屋

今日からダ7.ルボッカ。平担な道だけになおさ

らつらu、。小屋には石炭ストープがあって喜んだ、。

全員好調である。

5月14日 風雪~晴 CS :;J 1120祝デポ

軟ぃ雪でスピードが上らない。カムイ北東尾根

の1120mヘデポしに行く。吹雪となり，ほほをさ

す風は冷たい。日高はまだ冬なのだ。遅くなった

が満月に照らされて小屋に帰る。ちょっと無理し

たかな。

5月15日 晴 CS→北東尾根 1120机

我々に子犬がついてきた。うれしそうに 1日中

トップをやっている。気温が高く時々雪崩の音が

響く。順調に昨日のデポ地に達したが今野の関節

が痛み出した。犬は天幕の中で寝る。

5月16日 晴~風雪 CS :;Jカムイ岳デポ

今野不調で，川那辺以下 3名でカムイ岳の頂上

に縦走隊用デポを完了する。吹雪でラッセルはヒ

ザまである。重要な仕事も無事終えてホッとした。

これからはイドンナップ隊の行動である。犬は消

えかかったラジセルの中，我々を誘導したりなか

なか役に立つので準隊員に昇格させる。

5月17日 風雪停滞

今野，関節炎で歩けない。ゆっくり休養して疲

れをとろう。

5月18日 風雪停滞

風雪強く関節は痛む。犬はヌクヌク寝ている0

5月19臼 晴~風雪 CS →カムイ岳

快調な歩行。ポロシリがあまりに美しく，アタ

ックしようとしたがあきらめた。夜縦走隊の戸

をキャッチ。なつかしく，元気な様子がうれしい。

こちらの声は届かないようだ。

5月20日 曇~風雪 CS →エサオマントッタ

ベツ岳北コル

十勝側に雪庇が 7~8mあり，境界に割れ目が

できていて歩きにくい。風雪がひどくなってコル

に幕営。まだ荷が重くて苦しむ、。

5月21日 晴 CS →ナメワッカ分岐

ウソのように晴れて気分良くエサオマンのピー

クに立つ.昨日我々にアイソをつかして他パーテ

ィーについていった犬が再びやってきた。我々も

今日ばかりは犬につらく当たる。

5月22日 快晴 CS → 1428 m蜂

ナメワッカ岳の稜線は細く，荷雪庇で、いやらし

い。頂上からは日高主稜が良く見渡せるがコイカ

クは見えない。コルの美しい白樺林の中に張る0

5月23日 晴~風雪停滞

子犬は天幕内のリ ダーの場所にふんぞり返っ

ている。交信で縦走隊のコイカク入りを知札コ

ーヒーで祝杯をあげる。明日はイドンナップの頂

上まで。この山行にもリーチがかかった。

5月24日 晴~風雪 CS → 1672 m峰

イドンナップ最低コルは憎たらしいほど低い。

2ヶ所急な雪壁を崩して登り，頂上付近の広い所

に張る。明日は荒れそうなのでプロックを積む。

5月25日 風 雪 停 滞

低気圧が通過し，強風でブロァクも役に立たな

い。何という風だ。

5月26日 快晴 cS → 1310 m峰

ガスが晴れたので花札をやめて出発する。樹林

が光り，今山行一番のパノラマ。頂上へ近づくに

つれて細くなり緊張する。イドンナップの頂上か

ら新冠ダムが見える。設営後は雪洞を掘ったり日

なたぼっこをしたり， もう下山気分だ。

5月27日 快晴 CS →新冠タム下山

レサッピを越え， ダムめがけて犬と共に一気に

かけ下りる。幸運にも車にありっき，合宿を無事

終了。核心部のない，ただ長い山行だった。 あとは

縦走隊のパーフェクトを願うだけである。その後

静内，エリモ岬を経て大樹の牧場へ向った。

コイカク隊，イドンナップ隊は，下山後，エリ

モ岬で 1日休養後，大樹の茅武農場へ向い，縦走

隊の下山を待ちながら毎日牧場の仕事に精を出し

た。一軒家をあてがわれ，電気，カ、ス，水道，ス

トープと完備されたすばらしい環境のもとで生活
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が始まる。今までの天幕生活からは，想像もでき

ない豊かな暮ら しになった。朝は 5時頃から牧場

の仕事が始まに暗くなって一日が終わる。牛の

計量，エサ，馬小舎のそうじなど各パーティーご

とに交替で働き，様々な体験をする。

来る日も来る日も縦走隊の下山連絡はなく，最

終下山日も近づいた 4月5日，待ちこがれた下山

連絡が入札サポートメンバ一大喜び。縦走隊を

迎え，牧場のオーナー神尾氏に料理をごちそうし

ていただき，夜を語り明かす。

全計画を無事消化し，長期に渡った春山合宿に

終止符をうった。 (村口・記)

く計画立案まで>

多少分裂ぎみの冬山合宿を終えてリーダー交替

も終えると，私達の胸の中には未知な，とびきり

でかい，まっ白な山脈を力の限り歩いてみたいと

いう願いがふつふつと湧いてきた。冬山までに私

達は部のまとまりというものを考えながらも，各

リーダーがいたずらに対立するばかりで，ひとつ

の主張も作れなかったし，また作る努力が不足し

ていたことも確かであった。そのことへの反省も

含めて，年が明けると，ひとつでかいことを協力

してやってみようという意欲が，各りーダーに共

通のものとして盛りあがってきた。そしてそれが

できるのは力のそろっている今しかないという切

実な思いも共通していた。この力強い一致点が私

達の計画を珍しくスムーズに始動させてくれた。

即座に"北アルプス全山""日高山脈全山-"

u 知床半島全山"の 3つのプランが提出された。

そのどれもが私達に可能と思われたが，北の果て

の未知性にひかれるように，北アルプス案は自然

に消えていき，知床派と日高派の対立がしばらく

続いたあと， 自分が日高に断を下した形となった。

このような大きな計画はもちろん年度初めに目

標をたてて精進していくべきものであり. 10年前

の m 宇奈月~西穏"計画における諸先輩の努力を

見るまでもなく，降って湧いたような計画立案は

大学山岳部として厳に戒められなければならない。

しかしながら私達にとって「日高全山」は，入部

以来表面化はしなかったものの，常に共通のイメ

ム サポート隊集結強制労働の

ため疲労の色は隠せず・..

(大樹茅武農園にて)

ージとしてあったように思う。 2年 3年と次第

に個々の考え方が離れていきながらも，心のどこ

かで，個々の力をひとつにまとめて，いつか大き

なすばらしいことをしてみたいという望みが流れ

ていたと思う。そのイメージが，人のいない，未

知の日高や知床であったと思う。

確かに計画立案は遅れた。その原因のひとつに

私達が53年度冬山計画にのめり込んで，春のこと

など考える余裕を失っていたことがあげられるだ

ろう。しかしそこで私達が学生登山のあり方につ

いて今までになく真剣に考え，追求したことは確

かである。その苦しいほどの思考の結果.大学山

岳部のひとつのあるべき姿が鮮明になり，春山計

画の大きな精神的支柱となってくれた。これは何

より貴重なことであったと思う。それと共に力の

ある 6名のリーダー，バランスのとれた 2年

年という構成，更に51年度春山の明北岳~光岳縦

走"の経験による長距離歩行への体力，精神面で

の自信が， 日高全山を現実のものとして浮かび上

がらせた。

バラバラの方向を向いていた力が，突然ひとつ

の方向を向いたようにクラブは盛り上がりを見せ

ていた。日高全山の地図をひろげて計画を検討す

る顔はどれも楽しそうだった。そして誰もが自分

こそ縦走するのだという意欲に燃えていた。

連日のリーダ一会の末に 2隊のサポートと，

サポート隊自身の独自の縦走が決定し，メンバ一

決定という深刻な事態を迎える。誰もが縦走を望

み，誰もがその力を持っていた。ここでも自分の

可
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決定がいくつかの失望を生んだが，サポートを前

提とし，そこに意義を求めようとしている私達に

とって避けて通れない問題だった。弱音を吐くよ

うだがチーフにとって全くつらい仕事である。

メンバ一決定後，急ピッチで準備が進む。冬山

であれだけもめたコーチ会も， Iおもしろい。や

ろう」と様々な積極的なアドパイスを与えてくれ

た。もとより私達は冬の日高はおろか，北海道さ

えも知らぬ身であり，無謀と言われても無理から

ぬ点、もあるだろう。しかし様々な記録の検討L

今までの山行での状況判断能力を総合して私達は

偵察なしのこの計画が可能であると判断しており，

コーチ側も理解を示してくれたのである。

しかし登山において完全というものはあり得な

い。自分達の計画，判断が本当に正しいのかどう

か不安になり，何度も計画を見つめ直し，綿密な

遭難対策を練っていった。縦走が何らかの理由で

失敗するととは充分に考えられる。しかしそのこ

とと事故を起こすこととは本質的に違う。学生登

山にとって事故とは絶対に避けねばならない前提

なのである。

部室には全隊の物資が山積みされていった。ま

るでヒマラヤへで、も行くような，青いカートンボ

ックスの山に，自分達の行なう計画の大きさと新

鮮さが感じられた。(木津・記)

く山行後の反省点>

計画はほぼ100係完遂さ九全員が無事に楽しく

合宿を終えた事が大きな喜びとなった。しかし，

また反省点も少なくなむ、

縦走は，体力面，精神面ともに私達が部員とし

てできる限界に近いものであり，持てる力の全て

を使う有意義なものとなった。後半精神的疲労が

見られたが，むしろ当然のことといっていいだろ

う。行動に支障をきたすことなく 1年生 2年生

ともよくがんばって歩き続けた。また技術面でも

確かなものがあり確実に信頼して歩く事ができた。

しかしリーダーシップ面で疲労したメンバーに対

して甘さがあったかも知れない。また結果論だが，

いくつかの天候判断のミスがあげられる。ルート

的にはコイカクの下りでザイルを使用しなかった

のが 1番の反省点である。また中部日高の一見何

でもない所にもいくつかアンザイレンすべき場所

があったかも知れない。

コイカゲサポート隊は上級生の下級生把握とい

う点で限度内ギリギリのものであり，特に 1年生

の技術面での把握に欠けていた所があった。縦走

隊収容後の縦走をベテガリ岳以南に伸ばさなかっ

たのは結果的に正解であった。しかしながらサポ

ートとしては強力で縦走隊にとって欠かせない存

在であった。

イドンナップ隊は全体に余裕のある行動であっ

た。縦走後に感じた事だが，イドンナップに行か

ず， コイカクのBCへ南下した方がもっと素晴ら

しい計画であったと思う。計画段階でもその事を

考えた。なぜなら全員がフル行動するという事が

当初の理想であったし，またそれを行なえるリー

ダーがいたからだ。しかし他の 2隊がそれぞれ違

った意味で厳しいものになることがわかっており，

私としては全体のノくランス感覚上， どうしても南

下のGoサインが出せなかったのである。確かにイ

ドンナップ隊は南下する実力を充分に持っている

し，また自分の気持ちとしてもそうしたかった。

またそれは「より困難な」という 言葉にもあては

まるに違いない。しかし機械的判断のみで，感覚

的納得のともなわない計画は自分には無条件に危

険なものに思える。これは理屈ではなくて，全て

の山登りに共通するものだと思う。機械的判断の

みで計画が成り立つなら，そもそも山岳部のリー

ダー会などコンピューターがやれば良いことで，

それは人間不在という，登山の最も大切な何かが

失われた状態であるだろう。

以上がサポート B隊の実力があるにもかかわら

ず比較的余裕のあるイドンナップ岳へ向ったこと

の理由であるが， 日高の西の維イドンナップは無

視できない大きな山であり，縦走隊としてもうれ

しい登頂の知らせだった。

日高山脈の全山縦走は特に強力なパーティーで

あればノンサポート， ノンデポでも可能である。

私達も上級生による最も強力なノミーティーを作っ

たならば，それが出来る状態であったと思う。ま

たその方が登山としての理想に近いことも確かだ。
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しかし私達には計画当初からこの考えはなしあ

くまでサポートを中心課題と し，縦走隊にもサポ

ート隊にも極力 3・ 2・ 1というメンバー構成で

臨み，学生登山の構成を保ちながら，個々の力を

並列ではなく直列につなごうとしたのである。さ

きに縦走は限界に近いも のだったと書いたが，そ

れはこのような前提の上でのクラブ的な限界とい

うことであって，個人的な精鋭パーティーの限界

とは自ずと違った意味合いがある。私達学生が学

生の立場から山にアプローチしたということであ

る。

もちろん山登りに学生もヘチマもないという見

方もできる。他人の縦走のためにサポートするな

んて誰だっていやなことである。私自身も，また

リーダー会メンバーも今までどちらかといえば個

人の充実感を第 1に考えて，時に個人の素晴らし

い登山を行なう反面，また勝手に過ぎる行動もと

ってきたと思う。確かに分散してそれぞれが精一

杯の山行を主体的に行なうことは，大きな魅力が

あり個人の成長にとっても素晴らしいものがある。

私達もそれをいくつか経験してきた。しかしそこ

には常に何か有機的なものが欠け，私達の理想を

満足させないものがあった。個人的志向になれば

なる程自分達が学生の山岳部であるというピント

がぼやけてしまうのである。つまり私達は非常な

欲張りであ ったわけで，個人的満足と学生集団と

しての有機性が見事に一致するようなものを望ん

でいたのである。個と集団の完全な一致。それは

いつの時代で、も山岳部員にと って共通の願いであ

るだろう。またそんなものはこの世の中にありえ

ないものかも知れない。私達にもその結論は出せ

ないが，常に可能性を求めて何かを実行していか

なければならない。その意味で今回の日高計画は

思いき って「集団の理想形」の側から「個」へア

プローチしようとした計画だったと思う。そこに

「サポート」が絶対の条件として入ってきたので

ある。別のいい方をすれば今まで右から攻めてい

たある真実を左から攻めようとしたのである。

だからといってサポートが学生登山の絶対的な

ものだと言い切ることはできない。それは今回私

達が選んだひとつの手段であってサポートで全て

を完全に満たされる人間など本来いるわけがない。

ヘタに入れたサポートはミジメなものとなってし

まうだろう。しかし不完全とはいえ「集団の理想

形」をいったん前提とした以上，サポート内の個

々の精神的向上に私達は努力しなければならなか

った。私達の理想になるべく近づくような，良い

サポートを入れようと したのである。サボー.ト隊

の独立縦走を組み込んだのもそのためであり，ま

たその匝離を可能な限り長く しよ うと した。

しかし最も大切なことはサポート隊のメンパー，

強いてはサポート隊リ ーダーの強い目的意識であ

る。今回，各リーダーとも この意識が非常に強か

ったととは自分にとってかけがえもなく幸せに感

じられた。縦走隊よりもむしろサポート隊の方に

どっしりした存在感を感じた程である。私が今回

の合宿をひとつの成功と呼びたいのはその意味に

おいてである。全山縦走だけならその気になれば

誰でもできる事である。歩けばいいのだから。

ひとつの大きな反省はこうして行なった合宿の

意義を合宿後にもう一度見つめなおし，下級生や

りーダ一間で再検討するという努力に欠けた事で

ある。何度も書いてきたように今度の合宿も決しt

て完全なものではなく，各リーダー，各メンバー

にそれぞれ違った感じ方がある。そこを整理せず

ただ成功のみを喜んでいたフシがある。その事が，

その後一時リーダ一会が弱体化したことと間接に

つながっているように思えてならなむ、反省をお

こたるということは大学山岳部に流れる時間をい

たずらに停止させてしまう こと である。

最後に私は， コイカクでBC入りした日のこと

を今回の合宿の最も貴重な一瞬だったと思ってい

る。それはサポートがこの合宿の重要な課題であ

ったからだ。個と集団の一致は，現実にはないか

も知れない。しかし少なくともあの瞬間にはそれ

があったように思う。あの感激をサポート AB両

隊とともに作り出したように思う。人間は本来他

人とは絶対に相入れないものであっても，少なく

ともある一瞬において共有する場を持てたという

こと，そのかけがえのない瞬間は記憶の中に長く

残り，次の行為を生む力になるに違いない。私達

学生の登山も常にそのような瞬間を生み出せるも
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II.活動報告(昭和53年度)

の でありたい。(木津・記)

一個人山行 責

O丹沢 セドノ沢，源次郎沢遡行

4月15日 L辻)11. 佐藤

o富士山 アラスカトレーニング

5 月 13 日 ~14 日 L村口，森，大上，神田

o丹沢新茅ノ沢遡行

5月28日 L辻川，宮田

O 奥多摩市道山

6月22日 L木津

O奥多摩 巳ノ戸谷遡行

7月 2日 L佐藤，野中

O後立山連峰 白馬岳~唐松岳縦走

7 月 4 日 ~8 日 L遠藤，他 1名

O中央高地 クワンナイ川遡行

8 月 16 日 ~21 日 L本間

O朝日連峰三面川岩井俣沢遡行

8 月 17 日 ~26 日 L村口，森

O南アルプス 大井川東俣~北岳

8 月 18 日 ~22 日 L清水，向笠

O足尾 fP川三重泉沢遡行~日光白根山

8 月 24 日 ~27 日 L木津，川那辺，新井

O谷川岳ーノ倉沢登撃

8 月 25 日 ~26 日 L今野，野中. OB松野，

他1名

O伯番大山

9 月 1 日 ~3 日 L桝田屋，中岸，井上

O剣岳 チンネ登挙

9 月 4 日 ~8 臼 L今野，川那辺

O丹沢水無川本谷遡行

9月15日 L辻川，宮田

O谷川岳仙ノ :倉谷西ゼン遡行

9月17日 L木津，村口，宮田，遠藤，

茂呂

O谷川岳ーノ倉沢登挙

10月 2 日 ~4 日 L今野，村口，森，大上，野

中. OB松野

O巻機山 ワレメキ沢，米子沢遡行

10 月 2 日 ~4 日 L井上，中岸，中田，向笠

O 足尾 仁田元沢遡行

10 月 16 日 ~17 日 L井上，新井

O奥秩父 瑞繕山ヤスリ登掌~金峰山

10 月 21 日 ~22 日 L村口，木津，宮田

O奥秩父 ヌク沢左俣~東沢

10 月 22 日 ~24 日 L井上，中岸

O南アルプス 北岳パットレス登掌

10月 21 日 ~23 日 L松野，今野，野中

O奥多摩水根沢遡行

10月 21 日 ~22 日 L鈴木.向笠，矢崎，本間

O中央アルプス 将其頭山~宝剣岳縦走

2 月 8 日 ~12 日 L森，鈴木，中田，福島

O八ヶ岳西面登掌

2 月 9 日 ~12 日 L. 0 B松野，川那辺，大上，

野中

O八ヶ岳阿弥陀岳~夏沢峠縦走

2 月 11 日 ~14 日 L佐藤，他 1名

O八ヶ岳西面登挙

2 月 12 日 ~15 日 L村口，宮田，矢崎. 0 B松

野

O奥秩父 東沢西ノナメ登肇

2 月 13 日 ~15 日 L木津.J11那辺，本間

O中央高地 ニベソツ山

4月7日-9日 L村口，鈴木

女岩登りトレーニング

鷹取山 7回

広沢寺 2回

日和岡山 2回

氷川扉風岩 1回

ツヅラ岩 2回

天狗岩 2回

越沢パットレス 1回

古賀志 1回

大津千石岩 1回

女その他

O天幕懇親会

10月 7 日 ~8 日 箱恨湖尻

A-
F
同
U

τ
i
 



度年54 和ag 
0979年)

(部長代行 )伸

司

土

繁

隆

冨

直

緑

野

木

津

高

平

村

木

督監

コーチ

人将主

)11那辺一森和彦田口克己鈴木弘之今野善郎

佐藤徹

井上広明

野中精二
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伊藤豪

大上淳 阿部正則

向笠茂雄茂目嘉之

新井一夫遠藤崇浩

横山尚枝塚越稔

4年

3年

2年

員部

福島幸之助宮田有美子中田二照矢崎裕巳

西浦浄秀沢野新一朗大和田一正

体育会合宿所内

1年

世田谷区八幡山2-10-2 室部

バットレスにおける滑落事故になったと判断して

いる。 リーダ一会のリーダーシップが低下しやす

い時期， と肝に銘じておきながらこのような結果

に終ったことは完全な失敗であり，深く反省を強

いられた。

初夏合宿ではリーダ一会は本来の機能を取り戻

し，堅実な指導力で部の力を向上させることがで

きたが，扉風岩における 4年生の宙吊り事故とい

う汚点を残した。あわただしい準備の後に夏山合

宿に突入する。 2週間という十分な期間をとり，

体力面，技術面とも手応えのある合宿を行なった

が，マイナーピーク，東面スラプにおける敗退な

ど，決して完全なものではなかった。 リーダー会，

特に最上級生聞のお互いの甘えがあったことは否

定できない。また扉風岩における事故と同様，個

人の弱さというものを痛感せざるを得ない。

夏山後半分散は実力をつけてきた 2年生が多く

リーダーをとった。全般にこの夏の天候は不順で，

豪雨により多くのパーティ ーが不成功に終わり ，

そのことに対する反省もコーチ会より求められた
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昭和54年度活動報告

CL 

新規リーダー会による春の日高山脈全山縦走の

終了後. リーダー会に数名の 2年生を加え，

の新入生と共に面白を新たに新年度の活動に入っ

た。そ して個人山行形式の五月山行，横尾定着の

初夏合宿，立山東面の夏山合宿と，例年通りのオ

ーソドックスな合宿をこなしていった。しかし，

その間に小事故が相次いだ事は今年度の重大な反

省点、であり，大学山岳部として山に取り組む態度

を改めて考えなければならなかった。

毎年，五月山行は大きな春山合宿の後という気

持ちもあり，自由な個人山行をすればそれで、良い

という気のゆるみが小さなミス，または「つまら

ない登山」となって現われやすい。今年度も各パ

ーティーを強力にまとめあげるリーダ一会，強い

ては僕自身の力が不足していた。その結果が北岳

木津直人

5名



II.活動報告(昭和54年度)

が，中堅リーダーの適確な判断で事故なく終了し

たことは評価できる。また 4年生による朝日連峰

三面川流域の継続遡行などは，無雪期におけるス

ケールの大きい.最も意欲的な登山として下級生

に与えた影響は大きかった。

無雪期の登山を終え， リーダー会は本格的に冬

山に取り組み出した。それは延々冬山直前にまで

及び〉その聞に考慮，検討したものは計り知れず，

考えられることは全て考えていこうとした。また

リーダー会内も前半における様々な甘えを捨て去

り，強い指導力をもって部をリードしていくこと

ができた。下級生の部活動に対する甘さはまだま

だ尾を引き，結局はいつものように年度末まで引

きずってしまうのであるが， リーダ一層によって

それをカバーすることはできたのである。目標を

豪雪の越後にしぼり，偵察を兼ねた秋山山行も楽

しく終え，冬山計画への論争を続けながらも，富

士山合宿で、は十分な成果をあげた。一瞬にして命

を奪われる冬富士での合宿は訓練以上のものが要

求されるが，各リーダーとも認識を新たにこれに

望み，悪天候の中全員を頂上に送り上げた。今年

の冬富士は事故が多く，我々の身近な人聞が何人

も死んでいった中で確実な判断と技術で合宿を終

了したことは大きな喜びであった。

休む間もなく冬山への総仕上げに入る。 53年度

冬山から続く越後の豪雪の山稜への意欲的な取り

組み，その中にいかにして部の現状，様々な課題

を盛り込んでいくかに苦しんだ。実力の差をどう

カバーし，男女の差をどうカバーするか。個人個

人を最も伸ばし，しかも全体として主張のある登

山を創るための最も良い方法は何か。連日連夜の

リーダー会の末にやっと最終決定に至る。巻機山

から駒ヶ岳への縦走，昨年来の懸案である郡界尾

根より越後三山縦走， 白毛門山より巻機山への縦

走，女子による小倉尾根より駒ヶ岳へのアタック，

以上 4パーティーである。綿密な計画の末， 25日

間に及ぶ大規模で、困難な冬山へと向った。

結果は予期せぬ緩冬異変により十分に試される

ことなく成功した。各パーティーとも予定日数の

半分以下で下山した。しかしこの計画を作るまで

の1年間の努力を考えれば，次の世代に残すこと

のできる有意義なものであったと確信できる。そ

れは僕自身 1年前の冬山において教えられたも

のだからである。大学山岳部，強いては登山にお

けるプロセスの重要さを改めて身にしみながら，

新CL. 新リーダー会へとバトンタァチした。

新リーダ一会の春山合宿は北アルプスの長期の

縦走に的をしぼり，新CLの突然の不参加という

事態も乗り越え 4年生の協力の下に，後立山の

針ノ木から白馬への縦走(女子は鹿島槍より独立，

下山).針ノ木より燕への縦走の 2隊を出し，冬

山とはうらはらに悪天と酷寒の中を17日間に渡っ

て無事成功させた。同時に凍傷による 1名の負傷

者を出したことは，大学山岳部の安全登山をもう

一度見直さなければならない結果となった。

54年度は「日高全山」というひとつの成功乞

「越後」という困難なものに再び結実させるため

に，いかに努力するかが課題であった。我々は日

高の結束の後，たちまちその弱さを露呈し失敗を

重ねた。そこで得たものは強くなければならない

ということだった。同時にとことんまで考える頭

脳を要求された。試行錯誤の中で，何人かのリー

ダーはこの重荷に耐えられずに戦列を離れていっ

たが，何人かのリーダーは考え続け，何とかギリ

ギリで「越後」を創ることができた。そして最後

にはそれを実行する勇気を要求されたのである。

「未熟であること Jは，我々大学山岳部のを山

の原点である。試行錯誤，失敗をくり返し，それ

をどう乗り越えるかに価値があると考える。我々

のやってきたことは「考える登山」である。考え

に考え抜き，いやになるほど考えた。未熟である

からこそ考えなければならなかった。考え足りる

ということはあり得ない。そしてどこかでピリオ

ドを打ち勇気をもって実行しなければならなかっ

た。日高においても越後においても同様であった。

そこには当然のように多くの問題があった。それ

はいつも言われる「組織と個人J.r統制と自由」

という言葉に集約される。 30名近いクラブを動か

すことは組織中心，統制万能に走りやすく，登山

も安易なつまらないものに流れていとうとするが，

それを価値ある登山にするために，最終的に要求

されたのが「自由」であり，それを実行する「力」
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II.活動報告(昭和54年度)

であった。それは学生リーダーには非常な重荷を

背負わせるが，それに耐えることは貴重なことで

あろう。そして大学山岳部が.本当は自由で有機的

な集団であるとともわかったのである。

こうした様々な考えを「日高」そして「越後」

というものの中に盛り込むことができた。未熟な

思考によるその結論は間違っているかもしれない

記

=五月山行

1.吾妻連峰，一切経山

期日 4 月 29 日 ~5 月 2 日

メンバ- L木津，宮田

鎌沼より一切経山登頂，ぬる湯温泉下山。雨と

風雪にたたかれ西吾妻へ縦走でbきなかったが，も

う1日ねばるべきだったと反省する。おトギの国

を歩いたような山行だった。

2.北ア，硫黄尾根~水品岳縦走

期日 4 月 29 日 ~5 月 5 日

メンバー L阿部，茂呂

硫黄尾根は雪の状態は良かったが核心部はやは

り緊張する。後半はまぶしい太陽に恵まれ水品岳

の展望をたんのうする。技術面，体力面ともに充

実した山行だった。南真砂岳より竹村新道下山。

3.上信越，苗場山~岩菅山縦走

期日 4 月 29 日 ~5 月 6 日

メンバ- L新井，井上，遠藤

残雪豊かな山々で自分達だけの静かな山行を楽

しんだ。

4.戸際連峰縦走

期日 5 月 7 日 ~9 日

メンパ- L本間，茂呂，遠藤

一不動より乙妻山往復後西岳へ縦走 P1尾根

下降。稜線上はトレースがしっかりしており，順

調に歩く。 P1尾根は鎖の連続で楽しめた。

カミ しかし自分達の考えにピリオドを打ち. r山

行」という形で解答を出す，これが自分達リーダ

一会が 1年開通じて目指してきたものである。そ

してそれを可能にした力強いリーダ一部員，下級生

達， とりわけサブリーダーとして強い指導力を発

揮した村口君に敬意をはらって. 54年度のしめく

くりとしたい。

録一

ヲ崎 5.北岳パットレス登挙

期日 4 月 30 日 ~5 月 1 日

メンノミ- L伊藤，大上，矢崎，野中， 向笠，

本間

5月 1日，二股にキャンプ設営後，下部岩壁の

偵察へ行く。一尾根右手の小さな岩場でトレーニ

ング低 テントにもどる時，メンパーの 1人が雪

渓でスリップし，肩と足首にケガをし，応急手当

をしてその日のうちに甲府の病院へ直行する。

女新入生歓迎山行

場所 奥多摩川井キャンプ場

期日 5月20日

メンバー L木津以下16名

=初夏合宿 * 
概要穂高岳横尾定着

期日 6 月 13 日 ~19 日

メンパー L木津，村口，森阿部，佐藤，大

上，向笠，野中，茂呂，本間，中田，

遠藤，井上，宮田，福島，西浦，塚

越，沢野，横山，大和田，佐々木，

OB平野，渡辺，松野

6月13日 晴島々→岩魚、留

天気が良く年生もがんばり，順調な入山0

6月14日 雨~曇 CS →横尾BC

新緑が目にしみる。全て順調。横尾の手前の川

原で1本とるのもまたいいものだb

円
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II.活動報告(昭和54年度)

6丹市日 晴雪渓訓練

ザイテン末端付近にて訓練。 2年生の成長が著

しく，昨年度とは見違える程である。頭数もそろ

っているのでリーダーは細かい点は全て 2年に頼

れる。 BCでの生活も自然な規律が感じられた。

6月 16日 曇~雨分散登撃

潤沢の各ノレートと槍を出したが濃いガスで全パ

ーティー稜線まで出ずに引き返した。潤沢各パー

ティーには不調者がない限り，最低稜線までは上

る姿勢がほしい。

6月17日 曇分散登撃

①扉風岩東稜 ②扉風岩東稜 ③ーノ俣谷~常

念~蝶 ④前穂北尾根 ⑤酒沢岳 @北穂東稜

⑦奥穂昇風岩東稜 4P目Aoでトップの森がス

リップし，運悪くプルージックのシュリンゲが靴

のベラに食い込み，右足を支点に逆さ宙づりとな

る。緊急コールで先行していた松野パーティーが

下降し，約10分後に体位を正常に戻し全員で下降。

鼻血以外に外傷はなかった。常念はーノ俣の増水

の危険のため蝶へ向う。他パーティーはそれぞれ

収穫をあげた登行であ った。

6月18日 晴 分 散 登 撃

①界風岩東稜~扉風の頭 ②扉風岩東壁ルンゼ

~東稜下降 ③前穂北尾根 ④北穂東稜 ⑤北尾

根六峰⑥天狗コル~槍ヶ岳 不調の 1年生が多

く六峰へいく。 F手風東稜は森のためにも登って帰

ろうとがんばる。東壁ノレンゼは松野OB率いる力

強いパーティー。北尾根，北穂，槍，と 3年 2

年が活躍し，満足のいく分散を終了する。キャン

プファイアは盛大で 1年生も楽しそうであった0

6月19日 雨蝶ヶ岳~上高地下山

北海渡，鍋冠山，長塀山の各パーティーで出発

したが風雨強く，全員長塀山より上高地に下山す

る。 1年生のがんばりが目立った。

=夏山合宿

ム守れ権現我等が旅を・・・穂高に向いて部歌斉唱 横尾にて

* <入山>

1 .大日岳~内蔵助 BC

期日 7 月 24 日 ~26 日

メンパ- L木津，阿部，野中，宮田，本間，

横山大谷

2日間強い雷雲につきまとわれ， 天幕の中は足

首まで水がたまり，大日平では落雷に脅かされた。

2年生がよく動き，女子も 2名いたせいか明るい

入山であった。

概要 立山東菌，内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 23 日 ~8 月 4 日

メンバ- L木津，村口，今野，大上，阿部，

向笠，野中，中田，宮田，茂呂，本

間，井上，遠藤，福島，西浦，塚越，

大谷，大和田，沢野，佐々木横山

OB高緑，平野

。。
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II.活動報告(昭和54年度)

2.薬師岳~内蔵助BC

期日 7 月 23 日 ~2 6 日

メンバ- L今野，向笠，中田，佐々木

長く，高低差が大きいボリュームのある入山ル

ートである。稜線では雷雨にたたかれ続けたが，

メンバーのがんばりで笑いが絶えず，兵隊やくざ

を自称しながら稜線を我がもの顔に歩いた。

3.白馬岳~内蔵助BC

期日 7 月 23 日 ~26 日

メンλ- L村口，茂呂，福島，大和田

入山にも新しいルートを考えようというととで，

白馬~仙人池~ハシゴ谷越えのルートを設定した

が，大和田が足を捻挫したために後半は棒平から

電車でぐるっと回り室堂から BC入りする。何だ

かワケのわからない入山になってしまった。

4.針ノ木峠~内蔵助BC

期日 7 月 24 日 ~26 日

メンバー L大上，井上，遠藤，西浦，塚越

針ノ木を越え，五色，立山を越えて BC入りす

るおなじみのルート。 I年がかなり疲労し. B C 

着，夜9時となる。とにかくこの日全パーティー

BCに集結した。雨にたたかれたが手応えのある

入山は一応できた。 1年生にとっても大きな力と

なっただろう。またコース変更や雷雲の状態など

トランシーパーも役に立った。

<定着>

7月27日 楕休養停滞

昨日の疲労を考慮、し休養とする。マキとり，草

むしり，天幕設営と結構忙しく BCを整備する。

7月28日 雨雪渓訓練

コソレジュを抜けた所で強い雨に打たれ，ひとま

ず山荘へ向う。ここで雷が一発落ちた。回復しな

いのでお茶など飲んでから帰幕する。コソレジュが

氷化して危険なため 1年生は全員スタカ γ トで降

ろした。風も強く ，なかなかである。

7月29日 雨停滞

良く降る雨である。食当だけが忙しそうだ。

7月初 日 快 晴 雪 渓訓練

ゴルジュの雪も日射でゆるみ，すばら しく晴れ

た。歩行，ジッヘノレを中心に訓練する。 1年生の

体力不足が目立ち，技術の習得がままならないよ

うである。

7月31日 快晴雪渓訓練

1年生ザイルワークと 2年生特訪110 2年は人数

が多く訓練も迫力がある。 2名故障してBCに残

ったが，やはり夏山合宿では故障者はつらいに違

いない。 4時までみっちりやった。

8月 1日 快晴分散登空襲

①中央山稜主稜 ②中央山稜支稜 ③三尾根

④三尾根フランケ ⑤八ッ峰ロング ⑥ニ一ドル

稜 八ッ峰ロングはマイナーピーク東面スラプに

敗退し，懸垂下降のピンが とび今野が2m落ちる。

後，真砂沢に幕営。ここ何年も試みられなかった

三尾根フランケは 2年生が宣登。 I峰へ 5ピッチ

でっき上げる難しいルー トである。他は 1年生の

疲労のせいか時間内に登り 切るのが少しきつい。

8月2日 曇 分 散 登 肇

①丸山尾根②丸山尾根支稜 ③丸山尾根支稜

④ニ一ドル稜 ⑤A稜 ⑥二尾根 ⑦竜王岳東尾

根@八ッ峰ロング帰幕 ロングパーティーは真

砂沢よりそのまま帰幕。東面は濃いガスに悩まさ

れ丸山支稜に迷いこむパーティーもあった。二尾

根では手応えのある新ルート A稜上部ではもろ

い最悪のピッチを抜ける。長崎大学の本多先生も

加わり夜の団らんも楽しいものになった。

8月3日 曇~雨 分散登挙

①中央山稜主稜 ②丸山尾根 ③ニ一ドル稜

④三尾根 ⑤中央山稜支稜 ⑥剣本峰 天気は相

変わらずすっきりしない。パーティーの力を平均

化したためか東商ノーマルルートに集中した。そ

の中で剣岳本峰は 3年リーダーの自覚が感じられ

る行動であった。

8月4日 雨下山，出発

部歌，黙とうを終え，強い雨に打たれながら各

ξーティー後半合宿へと向った。
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II.活動報告(昭和54年度)

<後半分散合宿>

1.黒部，上ノ廊下遡行~燕岳縦走

期日 8 月 4 日 ~12 日

メンパー L阿部，本間，遠藤，中田，佐々木

上ノ廊下は水量が多く渡渉のたびにザイルを出

して時間をかけた。後半は天気も良くなり上ノ廊

下の美しさに感心しながら水にのまれたり，へつ

りに失敗したり楽しい遡行であった。 3名の 2年

生のおかげで体力的にも心配なかったが，歩ける

状態でも休養しようと言ったりする情けない面も

あった。

2. 黒部，下ノ廊下黒薙川北叉谷遡行

期日 8 月 4 日 ~ll 日

メンパ- L野中，向笠，大和田

去年あれだけ苦労した下ノ廊下も難なく通過し，

ホッとした反面意気込んでいただけに拍子抜けし

た。峡谷鉄道に乗り，悪い道に苦労しながら黒薙

川に入る。北叉谷は予想以上の手強さで，渡渉，

高巻き，懸垂，落石と全て困難でなかなか進めな

い。魚止滝の大高巻きで日数不足のため退却を決

定し，ひどいヤプコギの末朝日岳登山道に出る。

以後北叉小屋から小川温泉下山。リーダーの難し

さを痛感しながら山を後にする。

3.南会津，御神楽沢遡行

期日 8 月 11 日 ~16日

メンバ- L木津，福島，塚越，大谷

奥只見ダムからひどいアブにたかられながら袖

沢林道をまる 1日歩く。意外と奥まで入っていて

興ざめであったが御神楽沢は水量も豊かで非常に

美しく，大した困難もなく滝を快適に越えていく。

へつり，渡渉，シャワークライムも全て楽しさに

直結しているようだ。 3日で沢を抜け会津駒の湿

原にまた感心して桧枝岐下山。こんなにも美しい

沢を発見できた喜びがあった。

4. ilJ岳

期日 8 月 4 日 ~9 日

メンバー L大上，茂呂，西浦，村口

定着合宿後，剣へ向かったが，天候が悪く，予

定の登馨計画は断念した。縦走に移るつもりでい

たが年生が熱を出し，剣岳の頂上を往復した

のみにとどまった。

5.朝日連峰，三面川流域継続遡行

期日 8 月 12 日 ~24 日

メンバ- L村口，森

沢から沢へ未知なるものを求め， 自己の可能性

を追求する， というテーマのもとに，ガッコ沢登

撃を含む三面川流域の継続遡行後，八久和川を下

降するという 21日間の計画で入山した。我々は昨

年，岩井俣沢において絶望的な敗退をし，逃げて

きた。一時は放心状態であったが，次第に敗退へ

の悔やしさが芽を吹き出し.学生生活における長

期の登山に再び向うことにした。

岩井俣沢は昨年通っているのでロスのない遡行

が続いたが，やはり困難度の高い美しい沢で、ある。

しかし沢の中での現在位置の決定が難しく， 目標

のガッコ沢を通過し中俣沢から南寒江山へ出てし

まった。計画通り竹ノ沢を下降する杭遡行され

た形跡も全くなく，懸垂とダイビングと水泳の連

続であった。三面小屋のデポを回収低三面川本

流以東沢を遡行。比較的やさしかったものの停

滞無しの行動で，既に我々は体力を使い果たし，

降りやまぬ雨と共につらいものであった。狐穴小

屋から再びガァコ沢を登り，八久和川を下降しよ

うとする私の意見ι危険と限界を主張する森の

意見が対立，とうとうケンカをして 2人でよたよ

たと大井沢へ下山した。

ひとつの失敗……計画を完遂できなかったとと

は残念だが自らの弱さと可能性を知る大きな意義

を残してくれた。何よりもここまで力を出し切っ

て協力してくれたパートナーに感謝しなければな

らないだ、ろう。

6.奥利根，水長沢遡行~尾瀬口

期日 9 月 4 日 ~6 日

メンバー L今野，井上，沢野

利根源流より八海山を目指したが，水長沢より

尾瀬口へ抜ける。台風の増水もあったが，奥利根

の沢の良さを知った。
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=秋山山行

1 .越後，巻機山~駒ヶ岳偵察

期日 11 月 2 日 ~5 日

女

メンバー L木津，鈴木矢崎，福島，大谷

昨年と違って雪も全く無く，心ゆくまで秋の山

を楽しんだ。想像に反して稜線はヤブコギがなく

気分のいいクマザサが波うっている。とんなにい

い山々が人知れず，道もなく残っているとは信じ

られない。美しい池のほとりのキャンプも忘れら

れないが，山の深さと大きさ，利根源流へ切れ落

ちた岩壁が冬期の難しさを教えてくれる。

2. 越後，郡界尾根~駒ヶ岳偵察

期日 10月 28 日 ~30 日

メンバ- L村民井上，中田

郡界尾根の下部は昨年トレースしているので水

無川のセンノ沢を使って池の塔より上部をトレー

スする。ほとんどヤブの中のビパークである。上

部はさすがに険しく，ヤプから顔を出すと下は金

山沢奥壁へただ垂直の空間があるのみである。難

しい稜線だが，今年こそは成功させたいものだ。

3.越後，巻機山~平標山縦走

期日 11月 1 日 ~4 日

メンパ- L野中，遠藤，沢野，塚越

割引沢より巻機山へ。谷川岳への稜線は池塘も

あって気持ちよい幕営ができる。谷川岳から人が

多くて不快だが，いつも下から見上げるー/倉を

見下すのもいいものだ。 1年生の体力不足を感じ

たが， とばして三国峠へ下る。

4.実IJ岳，三ノ窓定着量挙

期日 10月 24 日 ~30 日

メンバ- L阿部， 向笠

室堂より入山し，八ッ峰を 1. IIのコノレより縦

走して三ノ窓に入る。剣尾根上半を登撃。核心部

で日が暮れてコルCでピパーク後，上部を登り R

2を下降して BCへ。チンネ左稜線登挙後，早月

尾根下山。岩壁は冬の様相で下界は紅葉がすばら

しい。 ド ム稜が氷におおわれて光っていた。

II.活動報告 (昭和54年度)

5.北ア，不帰岳東画

期日 11 月 4 日 ~7 日

メンバ- L大上，茂呂

魅力ある不帰岳東面の I峰尾根上部， 国峰A稜

を目指して八方尾根より唐松小屋へ入ったが，風

雨風雪続きの停滞で下山。

6.奥秩父全山縦走

期日 10月 31 日 ~11月 5 日

メンバ- L宮田，横山

女のコによる静かなる縦走。燃えるような紅葉

が私達の心のように美しさを競っている。三峰山

より金峰山へ。甲武信ではガスに包まれたが思い

出多い楽しい山行となり，横山さんの自信につな

がったことがうれしかった。

7.越後，中ノ岳荷上げ

期日 12月 1 日 ~4 日

メンバー L村氏野中，宮田

十字峡から中ノ岳往復。時期が遅かったため吹

雪にやられて，荷上げは13時間行動の厳しいもの

になった。計画が遅れたとはいえ，やはり荷上げ

は11月初旬に行なうのが本当だ。

=富士山合宿 ‘世r

期日 11月 22 日 ~26 日

メンバー L木津，村口，鈴木，森，大上，阿部，

向笠，野中，中田，宮田，矢崎，福島.

遠藤，茂氏井上，沢野，佐々木，塚

塚，大谷，横山

O'B渡辺，安藤，中村

11月22日雨富士吉田→ 5合目 BC

集合に半数が遅刻。吉田駅頭でまず説教。「や

る気のない奴は帰れIJと。あとはただ濡れなが

ら歩く。

11月23日雨~曇停滞

濡れものを干す 1日。雨に対する認識が少し欠

けていた。
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II.活動報告 (昭和54年度)

11月24日 快晴氷雪訓練

7合半で訓練する。雨が凍結して見事な氷の斜

面となった。特大のバケツとネットを張り滑洛に

備えたが，午後から氷もゆるみ余裕が出てきた。

我々は大沢でも上部で行なったが下はすごい人で

ある。あやしげな足取りで登って来て，定期的に

落ちていく感じである。

11月25日曇登頂

4パーティーで、頂上へ。風はないがミゾレもょ

うの濃いガスの中，大沢をつめる。雪の状態はか

なり良い。頂上で一瞬青空になった。下降はアン

ザイレンするが年生は昨日の事故を目撃して

いるだけに真剣そのもの.確実に下りた。 4名滑

落死とラジオで報じられる。

11月26日 楕 BC →富士吉田下山

ケルン参拝は沢を 1本間違えて大失敗し，木で

仮のケルンを作って黙とうを捧げる。言い訳する

わけではないが，これもなかなかしっとりしたい

いものだ、った。日大生の遭難で，浅間坊のおばさ

んがとても心配してくれ，富士遭難の25年目とい

うこともあって「良かった，良かった」の連発で

ある。ソパを食いながら頭の下がる思いがした。

今回は大量遭難の中，我々は確実に行動した杭

ケルン拝拝も含めて冬山前の部員の気持ちを引き

しめるいい合宿だった。時にマンネリなどといわ

れるこの合宿の重要さは，冬山への目的意識をは

っきり持つことで再認識されるだろう。無事登頂

して原生林を下る気持ちは幸福なものだ杭その

中にも冬山を目前にした緊張感が流れている。こ

の心の状態を作り出すととも富士山合宿の大きな

意義のひとつで、ある。

冬富士は一瞬で生死の分かれる場所であって，

その内在する危険性は 1年間の合宿の中でも非常

に高いものがある。にもかかわらず，この合宿が

毎年恒例の形の定まった合宿であるために， リー

ダ一部員は日程の消化のみを考えて，根本的な危

険の認識が薄れて しまう傾向がある。昭和2咋以

来，大きな事故のないこともそれを助長させてい

るかも しれない。常に目的と意義をよく掘り下げ，

危険に対する心構えをはっきりと持ち，新しい気

持ちで取り組まないと大きな事故をいとも簡単に

招来してしまうだろう。近年，雪崩に対してはか

なり慎重な行動がとられていると思うカ主個々の

技術については常に真剣に見つめていくべきだ。

自分の技術に対してはっきりとした自覚を持つこ

とが大切で，それは個人の山に対する姿勢をしっ

かり持つということ芯その気持ちをリーダ一部

員は下級生に植えつけなければならない。

今回の合宿では準備会欠席者も多くいて，遅刻

の例にあるように決して良い状態ではなかったが，

私達のいつもの方針で全員を参加させた。結果的

に合宿内で良い方向に向ったとはいえ， リーダ一

部員にとっては精神的オーバーワークといった感

じが強く，富士山合宿でどこまでこの形が許され

るかは，やはりリーダーが個々の技術を正確に把

握することにかかってくると思う。それに自信の

ない場合は柔軟に安全策をとるべきで，全員登頂

とか，大沢とか，下降はコンテ， とかいう固定概

念にこだわることは危険なことだ。 1回や 2回の

経験がリーダーの頭にこのような聞定概念を作っ

てしまう。この点も冬富士のワナだと思って警戒

しなければならないだろう。(木津・記)

=冬山合宿

一越後-

1.巻機山~駒ヶ岳縦走

12月 19 日 ~27 日

L木津，阿部，野中，矢崎，大谷，佐々木

2.駒ヶ岳郡界尾根~八海山縦走

ロ月 19 日 ~30 日

L村口，今野，向笠，中国

3.巻機山~白毛門山縦走

12月 26 日 ~31 日

L大上，鈴木a 井上，茂呂，塚越

4.小倉尾根より駒ヶ岳アタック

12月 24 日 ~29 日

L宮田，横山，森

* 
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<計画にあたって>

厳冬の越後，それは本当の実力を持つ者にのみ

許される第一級の山岳である。「北アノレプスほど

甘くはない」という言い方が許される数少ない領

域でもある。我々は自らの力を冷静に判断し，こ

の山域に自分達のま新しいトレースを 4本引こう

ll.活動報告(昭和54年度)

と思う。谷川連峰から越後駒へと続く長大な山稜

の上に，各自の全力をもってこの 4本をつなげる

のである。

我々の考えなければならないことが3つある。

第 1に困難な登山を目指すこと。第2に理想的な

組織を目指すこと。そ して第 3に，絶対条件とし

-163ー



II.活動報告 (昭和54年度)

て…事故を起こしてはならないことである。この

一見相矛盾する 3つを，ひとつの計画の中に盛り

込むことは難しい。しかし難しいからといってそ

れを避けて通ることは許されない。昨冬の鹿島槍，

越後三山，八ヶ岳，そして春の日高全山L 我々

は未熟ながらも真正面からこの問題と取り組んで

きたつもりである。この 3つの接点にこそ，大学

山岳部の最もパワフルな登山が展開され，それは

あらゆる登山の強力な出発点となるはずである。

今回の計画は「郡界から八海JI巻機から駒」

ともにいまだ厳冬期の記録を見ず. I巻機から白

毛門」とともに雪との闘いに尽きる。そして女子

は女子のあるべき登山を目指して駒へアタシクを

行なう。この 4本のトレースが 1本につながり，

雪焼けした男らしい顔が再び部室にそろうことを，

僕は望んでやまない。(木津・記)

1 .巻機隊行動

12月 19日 晴清水→井戸尾根中間

「がんばれよ .1Jの声に見送られて郡界隊と分

かれ，タクシーで六日町から清水へ。雪が少ない

上に好天で喜んだのもつかの間，ザックが重く寝

不足もたたって目いっぱいシゴかれた。背骨が折

れそうだ。

12月20日 雨 c s →巻機山避難小屋

出発してすぐと雨となり小屋に逃げこむ。積雪

l祝で全く冬山らしくないが，この時点ではドカ

雪をかたく信じていたので，むしろラッキーな入

山だと思っていた。

12月21日 曇 cs→三番手山

巻機山頂は風で地面が出ている。冬期ここから

中ノ岳への稜線に入っていくのは何かとても勇気

がいる。とはいえ冬山とはほど遠い状態にあきれ

返る。雪崩を筈戒していた1681m峰の下りは雪が

全くなしあいた口がふさがらない。 2日行程を

とばして大ギャップを越えてしまう。

12月22日 みぞれ c s →小沢岳先コル

気温が低下したので出発したら再びみぞれとな

り，小沢岳を越え早々に幕営。不快感だけが残る。

この頃からこの天候に不信を覚え始めた。

12月23日 曇~風雪 cs→本谷山

心の底まで暗くなる曇天の中で下津川山までの

岩稜を 2ピァチフィ γ クス。 ドウグラ尾根が白く

てで、かい。マークしていた本谷山までも大した雪

庇もなく秋と変わらぬタイムで行く。吹雪になっ

て却ってホッとした。雨はもうたくさんだ。

12月24日 曇~快晴 c s →丹後山手前

やっと氷点下になり冬山らしくな った。 ガスの

中，アンザイレンして越後沢山の岩峰を越え，で

かい雪庇に注意していくとたちまち晴れ渡孔雲

海の上にとび出す。尾瀬から八海山まで一望でき

久しぶりの快感。丹後山の幻想的な平原でチーズ

ケーキを食べるイブの夜。

12月25日 快晴 cs→中ノ岳

快適な稜線を雪をけちらして中ノ岳へ。 1ピッ

チで 1日分かせぐウソのようなスピードだ。とは

いえ中/岳まで無事にたどりつくことばかり，長

い間考えていただけに，そのピークがぐんぐん近

づいてくる情景は圧巻である。頂上へはさすがに

風強く，でかい山だと思った。小屋で郡界隊と合

流。両隊とも何でこうなったのかワケもわからな

いままに夜遅くまで食ってさわいだ。

12月26日 快晴 cs →駒ヶ岳

ガスが晴れて昼前に出発。勝手知ったる駒への

稜線で気分も軽い。昨夜の降雪で桧廊下に手間ど

り，岩峰と氷のトラパースに神経を使ったあと頂

上で陪くなる。交信も楽しく，静かな夜である。

12月27日 晴~雪 cs→大湯下山

百草ノ池付近で登って来た女子隊と合流，無事

を祈って大湯へ下山する。何だかよくわからない

がとにかく無事下山である。あとは各パーティー

の下山の連絡を待つのみ。

2.郡界隊行動

12月19日 晴荒金→ヨモギ山手前

六日町で巻機隊と別れ，荒金へ。越後の晴天と

は珍しい。との先苦しめられそうだ。秋よりは登

り易いが荷が多く疲労が激しい。夜になって雨が

降り出した。

12月20日雨 cs→1030祝峰

雨具を着ながらの登高。雪質は重くボコボコと
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もぐり，つまらない枝がザックにひっかかったり

して， とうとう腹が立って天幕を張る。

12月21日 晴 cs →ブラック台地

大した雪もなくてキスリングのヤプコギでやた

らと疲労する。カネクリ山の登りで腕力を使う。

下降はヤパイと思っていたが雪がついて大したこ

とはない。いいベースでアオリを越えブラック台

地へ。また雨が降り出した。もう少しまともな冬

山になってほしい。

12月22日雨~曇停滞

シュラフは濡れ，意気消沈。相変わらずパカな

話ばかりしていた。

12月23日 曇~雪 cs→池ノ塔先1400m 

どんよりとして今にも降り出しそうだ。ラァセ

ルもひざ程度で秋よりず っと歩き易い。佐梨の奥

壁も雪がまばらでパッとしない。池ノ塔から細く

なり，オツルミズ沢がすばらしい迫力で、つきあげ

てくる。マキグラノツルネの各ルンゼ，スラプも

すばらしい。とはいえ風雪の中のヤプコギではメ

ンバーの疲労も大きい。

12月24日 雪~晴 cs →駒ノ小屋

ひどいヤブコギとラッセルでらなかなか進まない。

佐梨側は雪庇もなくなにしに来たのかと思う。フ

キギの登りで突然ガスが晴れ，すばらしい展望が

開け，やっとやる気が出てきてクラストした斜面

を駒へ向う。巻機，女子パーティーとの交信で無

事を知るが，巻機パーティーは丹後山とのこと。

あまりの速さになぜか我々は落ち込んだ。

12月25日 晴 cs→中ノ岳

360度の展望。 やっとヤプから解放されて，中

ノ岳へおもしろいように進む。桧廊下のヤプなど

問題にならない。小屋の 2階に落ち着いて2時間

後，朝の予告通りに巻機パーティーが到着してた

まげる。どうしてこんなに速く歩けるのか。夜は

デポを腹いっぱい食って愉快に過ごす。

12月26日 靖 cs →オカメノヅキ

巻機パーティーに見送られてガスの中オカメノ

ソーキへ下降する。御月山の下降にフィックスし，

あとはラシセル。最低コル付近は細心アプザイ

レンをしたりして緊張する。

II.活動報告(昭和54年度)

12月27日 曇~風雪 cs→五竜岳

五竜岳までひたすらラッセルで全員疲労が激し

い。いいベースだったが吹雪となって五竜の頂上

に張った。新潟大山岳部もここに張孔遊びに来

る。

12月28日 風雪停滞

昨夜来の降雪で場所によっては 1mも積もった。

日数があるので停滞も楽しいものである。

12月29日 晴 cs→女人堂

新潟大と共に出発する。八ッ峰通過は新潟大に

トップを譲る。たっぷり時間をつぶしてからザイ

ルさばきよろしく八ッ峰を越える。去年に比べて

それほどの緊張もなく通過。白毛門パーティーと

交信し意外と進んでいるのに驚く。

12月30日 雪~曇 cs→大崎下山

小雪降る中，思い出多い越後の山々を後にする。

3.白毛門隊行動

12月26白 晴清水→井戸尾根取付点

良い天気で天狗岩が実に大きく見える。雪も足

首までももぐらない。特注のデコレーションケー

キがうまい。

12月27日 晴~雪 cs →巻機山避難小屋

樹林帯を抜けると風雪になった。 1名パテたた

め実に寒い思いをした。

12月28日 風雪 cs →巻機山

いく分視界がきき始めたので出発する。 トップ

はヒザくらいのラッセルで、ある。 30分ほどで頂上

には着いたものの，ガスで下降点がわからず，仕

方なくそのまま頂上に幕営。

12月29日 快晴 c s →柄沢山先コノレ

朝焼けがすばらしくきれいだ。ラァセルしてい

くと後から明治学院の山岳部が来たが， トレース

を使わず，その横をアイゼンだけでラッセノレして

いる。柄沢山付近は結構クラストしていて歩きや

すい。そこから尾根が切れ出す。 2日分の行程を

進んた二

12月初日 風雪 cs→朝日岳

朝日のジヤンクションまでは尾根が切れていて

わかりにくい。桧倉，下烏帽子の下りも切れてお
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II.活動報告(昭和54年度)

り雪庇も出ている。一番気になっていたジヤング

ションの登りは大したことはない。もう下山が近

く，今年最後の朝日を朝日岳で見ることにして，

今日の行動を打ち切る。

12月31日 晴 CS→土合下山

記念写真をとって出発。笠への稜線は岩が出て

いるが，その先は大したこともない。樹林帯に入

ると雪が消え，夏と同じかっこうで土合へ。とに

かく全員無事下山。水上で鍋焼きうどんを食べて

みんなの労をねぎらい解散する。

4.駒ヶ岳アタック隊行動

12月24日曇~雪大湯 → 駒 ノ 湯

大湯からは車も入れる程雪が少なく，あっとい

う間に駒ノ湯に着いてしまった。郡界パーティー

はもう駒の直下にいるという。ケーキを食べ，歌

をうたってイプを祝った。

12月25日 晴~雪 CS→ニセ小倉直下

晴れたが下部はヤプが多く雪が深いため横山さ

んも消耗し時聞がかかった。ピークを誤認したり，

考えながら進むうちに吹雪となって斜面を削って

幕営する。

12月26日 晴 CS→1620抗 AC

ニセ小倉まで吹きだまりがきっかったが，その

先はヒザのラッセノレ。小倉山からは駒，中ノ岳の

勇姿がすばらしかった。雪がキラキラ輝いてポカ

ポカと暖い。百草ノ池の先に幕営して明日アタッ

クする事にする。夜は地吹雪がすごい。交信では

木津さんたちはもう駒の頂上だという。

12月27日 曇~風雪 AC→駒ノ小屋

天候の崩れが予想されたが出発する。 9時現

巻機パーティーと出会う。しばしの団らんのあと

出発するが小屋の下がクラストした急斜面で緊張

する。小屋で待機したが吹雪とホワイトアウトの

ため行動を終了する。

12月28日 風雪 小屋D主旋線

吹雪の中アタックに向かい，雪庇を越えて主稜

線に出た杭視界がきかず小屋に引き返す。小屋

は寒くて，テントを上げるべきだったかと迷いも

起こる。夜の交信では白毛門の声もかすかに入る。

明日はアタックできるかもしれない。

12月29日 晴駒ヶ岳c小屋→大湯下山

2日ぶりの良い天気だ。太もものラッセルで頂

上に立つ。八海山から荒沢岳までのパノラマがす

ばらしい。記念撮影してACへ下降。小屋直下は

氷で両側とも切れていて 2ピッチスタカット。

ACは風雪に耐えてしっかりと待っていてくれた。

撤収してひたすら下る。駒ノ湯の赤い橋がうれし

く，青白い月明かりの幻想的な世界を大湯へ歩く。

凍った道で尻モチをくり返しながら珍道中を終え

た。

=春山合宿 女

一ー北アルプス一一

1.針ノ木岳~白馬岳縦走

3 月 6 臼 ~21 日

L村口，向笠，茂呂，遠藤，沢野，佐々木

L宮田，横山(鹿島槍より独立下山)

2.船窪岳~燕岳縦走

3 月 6 日 ~20 日

L野中，矢崎，中田，大和田，塚越

<合宿にあたって>

2年目の越後での冬山合宿を無事終え，例年通

り新リーダー会が結成された。今回の春山合宿は

高い山を長期に渡って縦走し，その中に岩稜での

困難性を求めたルートをとることになった。また

上級生はリーダーとして，はっきりとした意識を

持ち年生は自分の知識の総整理をして春山合

宿に向かつてほしい。各個人， 自分の夢を持ち，

新リーダー会結成後の初めての合宿を全員の根性

と努力で無事成功させたい。(大上・記)

1.白馬岳縦走隊行動

5月6日 晴七倉→七倉尾根1500m

天気も良く春山そのものである。燕パーティー

と共に13人がゾロゾロと登る。日だまりに天幕を

張り，雪合戦をして遊ぶ。

5月7日 曇~風雪 CS→船窪小屋下

昼から雪が降り出し，冬山らしくなった。クラ
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ストもあるがほとんどラッセルで，時間がかかる。

1年はもっと歩き方を勉強すべきだ。ムダカばか

り使ってパテている。

5月8日 晴 cs→北葛岳先コノレ

船窪小屋で燕岳パーティーと別れる。快晴だが

風が強く，ノレートもラッセルやクラスト，雪庇や

ハシゴもあって時聞がかかった。

5月9日 曇~風雪 cs →針ノ木峠

蓮華岳へは 3級程度の岩場で，クサムフィッ

クスもあり問題ない。横なぐりの吹雪となり，雪

を顔にパチパチあびながら針/木峠へ。

5月10日 風雪停滞

低気圧の影響で行動できない。午後より風向が

変わり，雪も乾燥してきた。

5月11日 晴 cs→赤沢岳先

針ノ木岳からは展望も開け，気分壮快である。

いつも緑色の黒部湖がまっ白で，立山東面もなつ

かしし、。 3目前から同行している甲南大学と相前

後しながら進む。気温低く強風で，凍傷になりそ

うだ。

5月12日 曇 cs→岩小屋沢岳先コル

相変わらず風が強くて厳しい。鳴沢岳の下りが

所々，悪い。昨日先に行った甲南大学が停滞して

いる。マイナス 度でかなり寒く、天幕内もシモ

でまっ白である。

5月13日 晴 cs →冷池山荘先

夜はマイナス24度まで下がった。寒気は厳しい

が好天で気分は良い。種池までは10mにおよぶ迫

力ある雪庇が出ている。赤岩尾根分岐で宮田'と偵

察してから冷地山荘に向い，先の台地に張る。風

も弱まりやっと春山らしくなった。みんながんば

っている。

5月 14日 曇~風雪 c s →鹿島北峰コノレ

次第に天気は悪化。今日より女子 2名と分かれ

る。横からパチパチとたたかれながら鹿島槍南蜂

に登頂後，女子は冷池山荘へ帰っていく。条件的

に厳しい中を男子と共によくがんばって来たと思

う。天気も悪いので無事下山してほしい。北峰へ

は部分的に緊張する。雪庇の境界もわからず幕営

とする。冷池山荘の立教大学山岳部より女子の山

荘入りを交信で知る。

II.活動報告 (昭和54年度)

5月15日 風雪~曇停滞

風雪で待機しながら寝る。小便で外に出たら快

晴なのに驚き，すぐ撤収したが，気がついたら濃

いガスと吹雪で，結局停滞する0

5月16日 晴~曇 cs →キレット小屋

キレット手前から悪くなり 40mフィックス。こ

こで立教大学が追いつく。キレァトの登りはカク

ネ里側をまわり込むカミ雪がはがれそうである。
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30mでピレーをとって後続を空身で登らせ，ザ γ

クを吊上げる。この頃から風が強くなる。更に小

屋への下りでクサリ場が80m続き，フィックスし

ながら通過する。視界もなく凍傷の心配が強かっ

たが，晴れていれば楽しい所だ。

5月17日 曇~晴 cs→大黒岳先

今日は久しぶりに晴れて，稜線もほとんど問題

のない楽しい日だ。後ろから来る悪天から逃げる

ように良く歩いた。

3月18日 風雪停滞

5月19日 快晴 cs →白馬山荘

大快晴だが風が強くて寒い。朝日と共に歩き出

す。不帰の峻は懸垂などもあるがザイルを張って

しまえば問題ない。 ここで甲南大と再会。更に仏

教大，近畿大も加わり，細い稜線で三大混雑となっ

た。フィックスを使用させてもらって楽々通過。

パカ話のあ と先を急いで白馬山荘へ。よく歩いた0

3月20日 地吹雪停滞

手痛い停滞だ.な どと言いながら停滞する。

5月21日 晴 cs→栂池下山

強風にふんばりながら白馬岳を踏む。小蓮華山

からガスが晴れてすばらしい春山となった。

0鹿島槍女子隊行動

5月15日 風雪~曇赤岩尾根下山

一瞬の好天をつかんで、冷池小屋を後にする。赤

岩尾根上部は.昨日 の風雪でナイフリッジを形成

し，ザイルを使って慎重に下降する。急な雪壁を

ケンスイを混じえて 3ピッチをおりると.あとは

ただ歩くだけだ。この頃より天候が再び悪化した

が，行動には影響もう けず， うす暗くなる頃下山

した。

2.燕岳縦走隊行動

5月6日 快晴七倉~七倉尾根1500m

白馬パーティ ーと共に入山。

5月7日 曇~風雪 cs →船窪小屋

樹林の急登をただ登るのみ。両パーティーとも

1年がパテていて時聞がかかる。

5月8臼 曇~晴 cs→船窪岳手前

風が強く，両パーティーでしばらく待機したあ

と出発。 2300m峰まで切れていて 2ケ所フィック

スする。その先も越後のオカメノゾキのような所

で両側がすっぽり切れている。

5月9日 曇~風雪 cs →船窪岳

ルート工作をして細い稜線を行く。フィッグス

は90mでーヶ所懸垂もある。 50祝ほど雪壁を越え

ると船窪のピークに立つ。その頃から吹雪となり

行動を打ち切る。

3月10日 風雪~曇 cs →2299 m峰

昼から薄陽がさすようになったので.少しでも

先へ進もうと出発する。稜線は高瀬側が切れ落ち.

黒部側はラッセルが深くていやらしい。

5月11日 曇 cs→烏帽子岳手前

風が強いが行動開始。標高が低くラッセルの連

続でいやになるが，南沢岳の登りでクラストした

斜面になる。風はここぞとばかりに吹き，まとも

に歩けないほどである。風の当たらない窪地に幕

営。寒い 1日だった。

5月12日 風 雪 停 滞

真冬に逆もどりで，マイナス20度まで下がる。

一週間歩き続けたのに全然行程がはかどらない0

5月13日 晴 cs→水晶小屋

久しぶりの晴天で快適に とばす。稜線も問題な

くアイゼンが心地よくきく。東沢乗越の先の岩稜

は少々悪いが，ザイルを出すほどでもない。 1年

は2人とも大アゴでピッチが上らなかった。

5月14日 風雪 cs→三俣山荘

出発する頃から風雪となる。ワリモ岳直下で塚

越が10机滑落する。全く冷や汗ものだ。鷲羽岳を

越え，広い尾根を三俣の冬期小屋へ。

5月15日 晴 cs→双六小屋

昨日と違って太陽がギラギラしている。三俣蓮

華付近はスキーのできそうな大斜面で，頂上から

は加賀白山まで見渡せてすばらしい。強風の中フ

ラフラと歩き， シリセードで双六小屋に入る。い

よいよ槍が近づいた。

5月16日 晴 cs →槍ヶ岳肩ノ小屋

初め天気も良く風も弱かったが次第に悪くな っ

てきた。西鎌尾根は岩稜とナイフリッジで lケ所

20机フィックスする。千丈乗越で初めて登山者に

会った。強風をついて槍ヶ岳肩の冬期小屋に入る。
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5月17日 曇 cs ~槍ヶ岳
昼から風が弱くなり，槍をアタックする。それ

ほどヤパくないが一応フィックスする。ハシゴも

出ている。頂上は360度の展望だ。 白馬パーティ

ーはどうしたろう。女子は無事下山したかな。も

うすぐ終りだが気をひきしめていこう。

5月18日 晴 cs→ 2549 m峰手前

元気に出発。東鎌尾根は岩稜のナイフリッジで

飛ばされそうである。ヒュッテ大槍の先から両雪

庇が出てきて時間をくう。赤岩岳からは単調な稜

線歩きとなる。

5月19日 晴 cs→中房温泉

一路大天井岳へ向う。雪がとばされてガラガラ

の登りだ。切通岩は予想、に反して簡単に越える。

あとはアイゼンをきしませて快調にとばし，燕岳

のピーク を踏んだ後，合戦尾根を下降。入山14日

正ついに中房温泉だ。温泉でアカを落とし最後

の夜を送る。

5月20日 晴 cs→宮城下山

うららかな林道をフラフラ歩いた。

<春山合宿における事故について>

春山合宿は，新規リーダー会の最初の合宿であ

った。計画の中心であるチーフリーダーが出発直

前に巴むを得ず参加する事ができなくなり， リー

ダー会は再度の検討を必要とした。既に出発の準

備も整い目的意識も高まりつつある中で，未来を

見た場合，可能にできるなら計画通り実行するこ‘

とがベストだ。再三にわたって話し合い，合宿に

は，私がリーダーとして参加し，当初の計画で実

行するという帰結に至った。多少の時間を裂いて

もらい，出発を遅らせて春山合宿は始まった。

春山は寒波に見まわれゐ強風下のもとに北上・

南下パーティーとも連日行動を余儀なくされた。

そんな中で，女子部員 1名が足の指に凍傷をおっ

た。体力・装備・食糧などには問題は無かったは

ずだ。あるとすれば私のリーダーシップにある。

山行中，適切な指示と行動をしていたかどうか自

問した場合，少なからず落ち度があったことはど

うしようもない事実だ。私自身の中に，悪天候あ

るいは，計画の遅れに多少なりの動揺があったた

II.活動報告 (昭和54年度)

め， メンバーの 1人I人のチェックを怠ったこと

にすべてが起因する。それが最も恐れる「危険」

に対する「甘さ」だったのである。「原点である

安全性Jをなぜ、その時'. r計画の成功Jを考える

前に気づかなかったのか…。行動に余裕はあった

のか，パーティーの力の把握はできていたのか，

安全性において正確な判断をしていたのか一…。

少なくとも計画を把握しきれていなかったとは思

いたくないが，事故を起こした以上，そこにいく

らかの原因が潜在している事も確かだ。目的と意

義を深くっきつめた形で，掌揮することができて

いたのかという問題である。

登山は油断をもっとも大敵とする。過去2年間

にわたって暖冬の内に冬山合宿を行ない， 机上で

は理解していても体験的に冬山が身についてい

なかったのではないか，そう言われれば，そうだ

と答えざるを得ない。だカミ今回の「凍傷」は登

山をする人間の姿勢にある。危険は到る処にあり，

人間の油断の隙間に突然、として「事故」という形

となって現われる。事故を未然に防ぐことが登山

をする人間の最も大切な行為であったはずが…。

大自然の中で本来の登山を安全に行なうために

は英知と努力と勇気をもって尚も厳しく見つめて

ゆく必要がある。今回の事故がクラブ活動の中に

潜在した姿の現われであったとすれば重大な問題

である。そうあってはならないために不断の努力

を惜しんではならぬことを肝に銘じ，この痛い経

験乞深い反省を基盤に，貴重な教訓としてこれ

からの登山活動へ続けていかなければなるまい。

またそれは，凍傷をおわせてしまった部員にして

やれる唯一の事でもある。 (村口・記)

=個人山行

O 丹沢 女郎小屋沢遡行~モチコシ沢下降

5 月 13 日 ~14 日 L村口，大上

O丹沢同角沢遡行

5月13日 L木民森，西浦，大和田

O奥秩父 小常木谷遡行

5月21日 L向笠，井上

* 
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O丹沢水無川本谷遡行

5月27日 L本間，他 1名

O 南大菩薩縦走

5月27日 L宮田，横山

O穂高 扉風岩登挙

5 月初日 ~6 月 1 日 L今野，野中

O奥多摩唐松谷，大雲取谷遡行

6 月 1 日 ~3 日 L井上，茂呂

O丹沢勘七ノ沢，水無川本谷遡行

6 月 29 日 ~7 月 1 日 L遠藤，中田，大和田

O中央アルプス 空木岳~念丈岳縦走

7 月 4 日 ~6 日 L今野

O奥秩父 笛吹川東沢東ノナメ遡行

7 月 7 日 ~8 日 L遠藤，茂呂

O丹沢小川谷遡行~同角沢下降

7月 8日 Lr匂笠a 井上

o丹沢 同角沢遡行

7月 8日 L野中，他 1名

。丹沢 裸山沢遡行

7月 L向包野中

O八ヶ岳赤岳

7月8日 L. 0 B中村，宮田，横山

O越後水無川高倉沢遡行

7 月 27 日 ~28 日 L森.他 l 名

o南アルプス 赤石沢ニエ淵

8 月 20 日 ~23 日 L茂呂，本間，井上，向笠

O谷川岳 ーノ倉沢登聖書

8 月 23 日 ~24 日 L野中，宮田.他 1名

O南アルプス 光岳~甲斐駒ヶ岳縦走

8 月 25 日 ~9 月 7 日 L佐々木，塚越

O奥秩父水晶谷遡行

8 月 28 日 ~29 日 L野中，宮田

O 穂高 四峰正面壁登撃

9 月 2 日 ~6 日 L大上，本間

O穂高滝谷登掌

9 月 6 日 ~10日 L村口，木津，伊藤，大和田

o奥秩父小金沢本谷遡行

9 月 7 日 ~8 日 L中田，福島

O 南アルプス 甲斐駒赤石沢登撃

9 月 15 日 ~16 日 L. 0 B松野，野中

O谷川岳ーノ倉沢登翠

9 月 22 日 ~24 日 L野中，宮田，遠藤，他 1名

O丹沢葛葉川本谷遡行

10月4日 L村口，木津，横山大谷，

他 1名

O丹沢 キューハ沢遡行

10月 9 日 ~10 日 L井上，大谷

O奥秩父 瑞楢山大ヤスリ岩登掌

10月 21 日 ~22 日 L村口，宮田

O谷川岳ーノ倉沢登挙

10月21日 L野中，他 1名

O谷川岳ーノ倉沢登挙

10月 22 日 ~23 日 L. 0 B松野，野中，他 1名

O越後巻機山偵察

12月 7 日 ~8 日 L大上

。相模扇山

2月7日 L横山，他 1名

O 南アルプス 甲斐駒ヶ岳~仙丈岳縦走

2 月 8 日 ~11 日 L向笠，沢野

O南アルプス 鳳風三山縦走

2 月 9 日 ~12 日 L宮田，横山

O八ヶ岳西面登掌

2月10日--13日 L野中.佐々木塚越

O八ヶ岳西面登撃

2 月 11 日 ~13 日 L矢崎，遠藤

O戸隠連峰

2 月 12 日 ~15 日 L茂呂，大谷

O 北八ヶ岳スキー縦走

2 月 11 日 ~13 日 L中田

O三ッ峠氷爆

2 月 16 日 ~17 日 L野中，宮田，他 1名

O 利尻岳

3 月 29 日 ~31 日 L遠藤，大和田

*岩登りトレーニング

鷹取山 7回 広沢寺 4回

氷川扉風岩 4回 三ッ峠 2回

越沢パ y トレス 2回 ツヅラ岩 1回

日和田山 3回 マコ岩 l回

女その他

O天幕懇親会 10 月 13 日 ~14日 箱根湖尻
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昭和 55年 度
(1980年)

部長 沼尻正隆

監督 高緑繁伸

コーチ 平野隆司

主 将 大 上 淳

部員 4年 CL大上淳

3年 SL野中精二中田二照矢崎裕巳宮固有美子福島幸之助遠藤崇浩茂呂嘉之

向笠茂雄

2年塚越稔佐荷木透沢野新一朗横山尚枝大谷直弘

1年山本修古野淳並木敏郎田山益穂

部 室 世田谷区八幡山 2-10-2 体育会合宿所内

昭和55年度活動報告

CL 大上淳

新規リーダー会による春山合宿は. C Lである

私が突然の事情のため参加できず，合宿において

は，凍傷の部員を出してしまい，みじめなスター

トを切ってしまった。

五月山行は，岩登り，縦走へと幅の広い形でパ

ーティーを出したものの，春山合宿の大きな山行

の後のためか，多少部員に気のゆるみがでたよう

で，計画全部を遂行できなかったパーティーや，

メンバーシァプのうまくいかなかったパーティー

などがあり.すっきりとした山行ができなかった。

しかし，初夏合宿の計画を進めるに従って部員に

活気が見え始め，例年と同じ穂高における定着合

宿ではあったが，分散登撃に新しいノレートを組み

入れようという試みがなされた。しかし，結果は

雨のため，新しいノレートは前穂四峰東南壁を登っ

たのみとなり，ルート的には満足を得られなかっ

た。また新入部員の技術面でもあまり良い結果が

得られず.夏山への課題として多くを残すことにー

なる。その反省が良い結果で現われたのか，夏山

合宿はリーダ一部員のみならず.全部員にしまり

が見え， リーダーシップ.メンパーシ y プ及び体

力，技術面でかなりの成果を得られ，後期の山行

にかなりの自信を得ることができた。

9月に入って本格的に u 冬山白山"の計画検討

がなされ， リーダ一会は精力的に活動を始める。

しかし，その反面，下級生の指導に隙が出来. 10 

月に谷川岳万太郎谷で事故を出すという結果を引

き出した。一時リーダー会は，混乱し，冬山の計

画すらも進まず，苦境にたたされたが. 0 B諸氏

の助言で立ちなおることができた。 11月の富士山

合宿は雪が少なく，多少アイゼンワークに不安を

覚える合宿となったものの，冬山前のトレーニン

グには非常に良い結果を得られた。冬山合宿は，

3年ぶりに"白山"に入山した。この合宿程，私

患現役部員に数多くの知識と経験，技術を与え

てくれたものはなかった。ここ数年来.大きな計

画はあったものの暖冬などにより結果的に満足の
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II.活動報告(昭和55年度)

いったものは少なかった。しかし"白山"におい

ては全ての部員が満足の行くものを得られた。こ

の経験を今後の山行に確実に生かして行かなけれ

ばならない。 2月に新リーダ一会にバトンを渡し，

春山合宿では，宇奈月から剣岳へ，鹿島槍から剣

岳へと 2パーティーに於けるスケールの大きな合

宿となった。無事完走し，一段と遣しくなって春

山を終了した。

三己

=五月山行

1.黒部別山~実IJ岳

期日 4 月 27 日 ~5 月 2 日

メンバ- L大上，中田，矢崎，大谷

別山南尾根を登るつもりであったが不運にも先

行のパーティーに事故が発生し，救助・伝令にと

あたり，南尾根からの計画を変更し，ハシゴ段乗

越を越えて真砂へ行く。長次郎谷に入り. I. II 

峰間ルンゼの末端にて幕営するが，夜半より雪が

降り出し，翌日 5月 1日，雪崩の危険性があるた

め，真砂へ引き返す。 2日，長次郎谷出合まで行

くが.N・Vのルンゼより雪崩が発生， どのルー

トも状態が悪く取りつけず，剣岳を断念して一気

に黒部ダムへ下山する。今回はハプニングが多す

ぎた。

2.穂高滝谷~西穂高縦走

期日 4 月 28 日 ~5 月 3 日

メンバ- L野中，遠藤，塚越，佐々木

滝谷出合より二尾根を登撃する。雄滝，滑滝と

ザイルワークよく通過し，二尾根へ取付く。主稜

を忠実にたどり. P 2は右に巻き P1下に着く。

P 1の水野クラァクは下部のみ登り，上部は右を

巻く。松湧岩のコルに BCを設営する。 5月1日，

ドーム北壁へ向う。 2パーティーに分れて登撃す

るが，下のパーティーで， アプミを落としたりし

て時間を食ったためパーティーのみの完登に

終わった。 2日，岩の状態が悪いのでBCを撤収

今，日大山岳部は登り坂にある。反面，いつも

下り坂の恐れが脳裏をかすめる。大学山岳部は最

上級生でたったの 4年間しか山岳部に在席してい

ない事と，毎年新入部員が入って来る事を頭にお

いて，自分達の力量を正確に判断することが必要

になる。それは，今後も注意していくことが絶対

に必要だ。私と共に幾多の山を歩いた下級生諸君

に敬意を払って55年度のしめくくりとしたい。

録

女 して縦走に出発する。奥穂を越えジャンダルムへ

向うが， ロバの耳のトラバースが悪く， フィック

スなどしながら， 天狗コノレまでゆく。翌日，快晴

のもと，西穂、を通り，上高地へ下山する。

3.吾妻連峰

期日 5 月 1 日 ~4 日

メンパ- L向笠，福島， 沢野， 横山

米沢駅よりパス， ロープウェー， リフトと乗り

継ぎ，雨のため，中大嶺で行動を打ち切る。スキ

ーをつけ平らな稜線を一切経山へ向かつて滑らす。

5月 4B.東吾妻山を踏み，浄土平へ下山。五月

山行らしく，楽しい山行を望んで来たわけだカL

この連峰は，晴天なら日で抜けられるのでは

ないだろうか。スキー縦走にいい山である。

4.越後荒沢岳~八海山縦走

期日 5 月 3 臼 ~7 日

メンパー L茂呂，大和田

銀山平より荒沢岳へは，前阜のトラパースで残

雪の状態が悪く，時間を食う。 4日，快晴のもと，

荒沢岳~灰ノ叉と起伏の激しい暑い稜線をゆく。

兎岳からは雪もボコボコもぐり，大汗をかいて中ノ

岳避難小屋にころがり込んだ。 5日は停滞。翌日，オ

カメノゾキも問題なく通過し，八海山を越えて千

本桧小屋まで行く。この頃より天候が悪化しはじ

める。 7日.30cm前後の積雪があり，天候も良く

ないが出発する。池ノ峰付近で，ルートを失った

が， トレースを発見して大崎に下山。
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II.活動報告 (昭和55年度)

*新人歓迎山行

場所奥多摩鋸山

期日 5 月 10 日 ~ll 日

メンパ- L大上，野中， 向笠. 遠藤，茂呂，矢

崎，中田，大谷，佐々木，沢野，横山，

並木大和田，古野，田山，荻原，

OB村木渡辺

=初夏合宿

概要 穂高岳定着合宥

期日 6 月 13 日 ~19 日

メンバ- L大上，野中，向笠，中田，矢崎，遠

藤，福島，茂呂，横山，大谷，佐4木，

塚越沢野，並木，田山，古野，山本，

OB木津

6月13日 晴島々→岩魚止小屋

珍らしく晴天の入山で年生も調子良い0

6月14日 晴~曇横尾BC入り

徳本峠の登りで 1年生がパテる。奥叉のケルン

参拝後，横尾の BCへ入る0

6月15日 晴~曇雪渓訓練

今年は，雪が少なく，状態も非常に悪く，あま

り，いい雪渓訓練ができなかった。

6月16日 晴~曇分散登馨

①槍ヶ岳 ②奥穂高岳 ③北穂東稜 ④北尾根

⑤奥叉白四峰東南壁 四峰登撃パーティ ーは，取

付きまでBCから 7時間もかかり，登聖書時聞が 1

時間半というパカバカしさで，予定の正面壁が登

れなかったのは残念だった。

6月17日 曇~雨分散登挙

それぞれのパーティーを編成して朝出発したも

のの，強い雨のため，全員 BCに帰る。ただ2年

生の常念パーティーは，頂上近くまでがんばった

が，風雨の強さに断念せざるを得なかったのは，

惜しまれる。

6月18日 曇~晴 分散登挙

4パーティーに分れて BCを出発する杭昨日

の大雨で本谷橋が流され，潤沢へ行く道を断たれ

てしまったため，全員 BCへ帰幕する。生活技術

を充実することにする。

6月19日 晴 ~ 曇 下 山

①三俣②北海渡③鍋冠山 例年問題となる

下山ルートだが，今年は雪が少ないため，下降ノレ

ートがわかりやすく，各パーティーとも問題なく

予定通り下山した。

=夏山合宿 女

，ー
<計画にあたって>

夏山合宿を計画するにあたり，まず，初夏合宿

の一番の反省正気であるリーダーシップ， メンバー

シァプの欠如ということを念頭に置く必要がある。

各自， メンパーシシプ， リーダーシ γ プはどうあ

るべきか，またそれに対し， どう行動するべきか

よく考えて合宿を行なってほしい。

また夏山の目的の中に，雪渓技術，岩登り技術

の習得が挙げられる。これは， 夏山で一番習得す

るには条件の良い技術だが，注意を払わなければ

ならない必要がある。準備会の知識を生かして夏

山を楽しく過ごすことを望む。(大上・記)

概要立山東面内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 22 日 ~8 月 4 日

メンパ- L大上，向笠，茂呂，矢崎， 中田， 野

中， 沢野，塚越，横山大谷，山本，

田山，古野，並木佐々木

OB坂， 森 村口

<先発>

L向笠，茂呂，沢野

7月22日 室堂→内蔵助山荘

杉田旅館にて買出しを済ませ，平均ωkgの荷を

背負って出発。内蔵助カールの上部にデポする。

7月23日 山荘より BC往復後立山へ向う。

<入山>

1.大日隊

期日 7 月 24 日 ~26 日

メンバー L大上，向箆茂呂，沢野，山本，

2.薬師隊

期日 7 月 23 日 ~2 6 日

メンバー L矢崎，横山塚越，並木

内
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II.活動報告(昭和55年度)

ベースは遅いカミ誰 1人ともパテる事なく無事

BC入りする。五色ヶ原で針ノ ;木隊と合流する。

3.針ノ木隊

期日 7 月 24 日 ~26 日

メンバー L中田，大谷，田山，古野

初日は，平ノ渡の近くまでガンバノレ。翌日，メIj

安峠より五色ヶ原へは，酷暑の中をモクモクと登

り，例のごとく雄山の登りの大混雑の中を違和感

を感じながらもひたすら登り BC入り。

<定着>

7月27日 霧~雨停 滞

全員予定通り，予備日を使わずに入ったものの，

下級生の疲労じ天候を考え，天幕地の整備にあ

て停滞とする。

7月28日 晴雪渓訓練

内蔵助カールへ上がるまでに 1年生がバテて時

聞がかかる。歩行を中心に雪渓訓練を行なう。

7月29日 曇~雨雪渓訓練

午前中は，スタカァト，午後よりコンテニュア

スを行なう。まあまあの結果が得られた感じだ。

ジッヘル， グリセードは，あまり上達しない。 2

年生特訓も並行して行なう。

7丹羽田 雨停滞

7月31日 雨~曇停滞

8月 1日 曇分 散登肇

①中央山稜主稜 @支稜 ③ニ一ドル稜 ④二

尾根⑤三尾根主稜 今年は雪が少なく，立山東

面に入ってからもガレ場登りとなり，まったく面

白くない。日大コノレから先もガレ場が続き，足元

が定まらない。

8月2日 曇分散登掌

①中央山稜主稜 ②ニードノレ稜 ③A稜 ④三

尾根支稜⑤二尾根三尾根支稜は日大コルを

越えて雪渓をつめるのが難といえばナン。半分ぐ

らいは雪の上でいいかげんいやになる。ニ一ドル

を登っている姿が見えていても俺らはまだ雪の上。

なんか雪漢訓練でもとりのこされてやっているよ

うである。

8月5日 曇分散登挙

①中央山稜主稜 ②支稜 ③二尾根④三尾根

支稜⑤三尾根フランケ ⑥剣岳アタシク 剣岳

へは，快調なベースで， コソレジュを抜けるのに40

分という早さである。前剣を剣のピークと間違え

気落ちするも，がんばる。 1年生は実に快調で，

早いタイムでBCに帰った。

8月4日 曇下山後半分散開始

部歌を歌い定着合宿をしめる。無事，定着は終

了したが，これから後半分散，個人山行と長い山

行が続く。室立黒部へと，各分散パーティーご

とに，下山・入山をする。

<後半分散合宿>

1.黒部上ノ廊下

期日 8 月 4 日~1O日

メンバ- L野中，矢崎，大谷，並木，田山

水泳の連続で本流を通過する。何度か流された

り，ころんだりして，寒い思いをしながらも，上

流部に移り，赤木沢へ入る。ナメが連続し，赤い

岩床の美しい沢である。花の咲き乱れる源頭の草

原を後に，双六池を通って，笠カ、岳へ向う。長い

長い笠ヶ岳からの道を大汗をかいて下る。

2.下ノ廊下~清水谷枝沢遡行

期日 8 月 4 日 ~9 日

メンバ- L中田，塚越， 山本

下ノ廊下を日本海へ向けて延々とつけられた水

平道は，岩壁をコの字に削りとらす1，足もとに白

く輝く渓流を見おろす長さ20数kmに及ぶ登山道で

ある。けやき平より，祖母谷に入り清水谷を予定

していたが，清水谷F1に行く手を阻まれ右岸の

校沢を登って，稜線に出る。白馬岳を踏んで、猿倉

ム溺れる者はワラをもつかむ、上ノ廊下にて
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II.活動報告 (昭和55年度)

に下山する。清水谷は入谷できなかったが，体力，

メンパーシップの向上には成功したものと思う。

リーダーも得るところの多い山行であった。

3.白山 目附谷遡行

期日 8 月 6 日 ~11 日

メンバ一大上，茂呂， 古野

目附谷は， えん堤の高巻きに苦労したが，深谷

付近より，沢はゴルジュを形成する。立屋谷出合

から 800m程先でぐっと沢も開け，明るい沢歩き

を楽しむ。鳴谷出合からすぐ大滝30mが姿を現わ

し，左岸においやられる。続く紅滝も高巻きさせ

られ今上部は雪渓が現われ々所々，悪い所があっ

た。最後猛烈ヤプコギを強いら九草原のお花畑

へ出た。白山本峰を踏んでお別当出合に下山する。

4.日高札内川8の沢~戸蔦別川

期日 8 月 8 日 ~15 日

メンバ- L向笠.沢野，佐々木横山

札内川 8の沢より入山し，カムエクウチカウシ

山~春別岳~エサオマントッタベツ岳へと縦走す

る。 ことより新冠川に下降し，新冠川左俣を遡行

して戸蔦別岳を踏み，戸蔦別川 8の沢より下降す

る。振り返ってみて， 自分としては，計画を実行

できた事に満足はあったが 2年生に対してはも

っと自主的に，行動をしてほしかった。

<夏山合宿を終えて>

夏山合宿は，毎年立山東面に於いて行なってい

るわけだ、が， マンネ リ化現象は避けがた く， リー

ダー会に於いてもいろいろな プランが提出された。

(特に分散登挙， ロングランのパラエティーを増

すこと}しかし，定着合宿では，例年通りの計画

に新しい対象は取り入れられず，後半分散合宿で，

各人の登筆意欲を解消することに意見の一致を見

い出したのである。

目的であったリーダーシップ・メンバーシップ

の充実は，ある程度の自覚が各自にめばえてきた。

雪渓，岩登り技術も，新入部員，上級生とも上達

してきた。総合的に，夏山合宿の目的は，達成し

た と 言ってもいいだろう。(大上・記)

=秋山山行 切除

1. 白山 火ノ御子峰偵察

期日 10 月 11 日 ~16 日

メンパー L大上，向笠，矢崎，佐々木

計画では，岩間温泉より中ノ川を遡行して火ノ

御子峰尾根をトレース。白山本峰より，見返坂を

経て下山するパーティーと，間名古の頭を経るパ

ーティーに分かれ今冬山の偵察を行なうことにあ

った。ところが入山して以来，連日雨が降り，中

ノ川の増水により，火ノ御子峰取付きまで達せず，

2日間の停滞のため， 日数的に無理が生じ，間名

古ノ頭へっき上げる沢を登り. ゴマ平ヒュッテを

経て，中宮温泉に下山することになった。目的で

あった火ノ御子峰尾根は，観察のみに終り，今後

の行動と冬山計画を再考することになる。

2.白山 新岩間温泉~小桜平ヒュッテ

期日 11 月 5 日 ~7 日

メンパ- L茂目，大谷，佐々木，塚越，横山

冬山のためのデポを目的 として白山に入山する。

新岩間温泉から直接尾根に取付く。 1200m付近よー

り積雪が多くなりワカンを着けて行動する。小桜

平ヒュッテ付近では， 雪も 1mを越し，さすがに

豪雪地帯を感じさせる。デポ終了後，同ルートを

帰り，目的を果す。

3. 白山南部偵察

期日 11 月 9 日 ~13日

メンバー L向主主矢崎，野中

冬山偵察を目的と して白山南部， 三ノ峰から本

院大倉尾根を縦走する。アプローチに予定する

林道，下山に使用する林道と，いずれも雪崩の予

想されるルートである。稜線は雪庇と豪雪，あ

るいは強風，悪天考えれば考える程，頭が痛く

なる。白山は， どこまで行けばなんとかなるとい

う山ではない。南部を見てきて.冬期の白山に恐

怖さえも覚える。

<秋のクラフJ状況>

9月に入り， リーダー会は，冬山計画として白
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II.活動報告(昭和55年度)

山に目標をしぼった。目的とするルートは昨

年，金沢大学が初登した火ノ御子峰尾摂とする。

同尾恨の資料は昨年の，雪の少ない時期に初

登した金沢大学のものしかないため，全くわから

ない状態であった。偵察は，最低 2回は必要と思

わ九第 1次偵察として，中ノ JIIから火ノ御子峰

へのパーティーを出した。しかし，悪天にたたら

九火ノ御子峰の下部と遠く離れて全体の様子を

うかがったのみに終った。今低 どの様に白山に

向かつて行動するか頭を痛めながら下山した。

白山を下山し，私が富山の実家に帰った翌朝，

部員より万太郎谷の事故の連絡が入った。 1年生

が，万太郎井戸小屋沢上部で3m転落し，全身打

撲するという現リーダー会初めての事故である。

(事故の詳細は， 55年度事故報告書の通り)約 1

ヶ月間，事故の反省，報告などに費やし，冬山は

白紙にもどされた。冬山まで，わずか 1ヶ月半し

かない。そして例年より早い雪の情報が入り， リ

ーダ一会は混乱した。一時は， 目標を変更し.次

の春山へ向けてのリーダーシップ，チームワーク

のトレーニングのための山行にしては， との意見

も出された。しかし，数々の問題を白山で合宿す

ることによって解決していこうという方向を見出

し，第 lの目的であった火ノ御子峰からの縦走を

変更して白山南部からの縦走をメインとし， もう

ひとつは，北部から本蜂へとする計画を打ち出し

た。

富士山合宿も近づき，その他の問題もあり，南

部の偵察は，上級生のみで行なった。北部はデポ

を上ば冬期への前段階としては，一応の終了を

みた。非常に短期間で冬山合宿の準備をすること

になり多少の不安を残す。しかし，事故から部員

それぞれが，反省し，冬山へ向け，まとまりつつ

ある濃縮された時間であった。(大上 ・記)

=富士山合宿

期日 11 月 23 日 ~27 日

メンバ- L大上，野中，向箆中田，矢崎，横

山，沢野，佐々木大谷，塚也古野，

並木田山

11月23日曇~晴富士吉田→ 5合目 BC

11月24日晴氷雪訓練

雪が少なく 8合目まで行かないと訓練ができな

い。 ドパーは入らず， ジッヘルすればi岩をかい

てしまう。一連の訓練はやったものの総合的な意

味においてまだ不足のようである。

11月25日 雪登頂

霧と小雪が舞う中を頂上へ向う。夏道よりパー

ティーごとに歩く。強風と新雪のため，状態は良

くなく，お鉢回りは中止し，すぐ下山にかかる。

11月26日晴氷雪訓練

朝から強風のため年生は生活技術の習得，

野中以下 2年生は頂上へ向かわせることにする。

リミ γ ト時間内に登頂できないため， 引き返させ

るが，上部はかなりの強風であった。

11月27日 晴~曇氷雪訓練，下山

不足分のトレーニングを補うため 8合目へ向

う。ザイノレワークとジッヘルを中心に行ない，そ

の後，天幕を撤収して富士吉田へ下山する。今日

はハードな内容であったカえ全員よくがんばって

くれた。

女

今年の富士山合宿は，非常に雪は少なかったも

のの，合宿 1週間ほど前には 9合目付近で，雪

崩が起きていた。リーダー会，及び部員聞におい

て，雪崩に対する検討が，例年の富士山合宿以上

に行なわれた。氷雪訓練は 9合目付近に雪崩の跡

があり，天候も良くないため 8合 5尺付近の夏

道上で行なうなど上級生にとっては，色々と頭を

つかわねばならなかった。また雪崩のみならず.

風が異常に強く，今まで体験のないほどの風のた

めに停滞を余儀なくさせられた。この合宿は，確

かに行動的にそれ程たいした合宿にはならなかっ

た杭その他，山の自然条件の厳しさや，それに

対する行動など，各部員にとって大変良い体験と

なったと思う。これは，以後行なわれた白山合宿

に，大きな意義をもたらしたと思っている。

(大上・記)
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=冬山合宿 世町

II.活動報告 (昭和55年度)

一白山・尾瀬-

1 .白山北部縦走隊

岩間温泉→小桜平→白山本峰→大倉尾根下降

12月 21 日 ~1 月 2 日

L大上.向笠，中田，塚越，佐々木， 山本

2.白山南部縦走隊

市ノ瀬→杉峠→三ノ峰→別山→白山本峰→大倉

尾根下降

12月 19 日 ~1 月 2 日

L野中，矢崎，茂呂，大谷，並木古野

3.尾瀬スキー隊

富士見峠→鳩待峠→ワル沢の頭

1 月 9 日 ~15 日

L大上，中田，横山，田山

<計画にあた って>

久しぶりに冬の白山に入山する。冬の白山とい

えば裏日本独特の豪雪と本峰付近の強風がいまだ

に私の記憶から離れない。地形的には，慣れた山

という感じがあるが，積雪期の白山はまだ2度目

であり，他のメンパーにとっては未知の山である。

全員，白分の技術，知識を再確認し，全精力を山

岳部の目標である冬山へ向けてもらいたい。また

同時に，メンバーシップ， リーダーシップの確立

を目指してゆきたいと思う。 (大上・記)

1 .白山北部縦走隊

12月21日 曇~雪瀬戸野→200m先

12月22日 晴~雪 cs→新岩間温泉

林道は思ったより状態が良く，日高の札内川林

道のような感じである。積雪は60侃~1 mぐらい

でラッセルをくり返しながら新岩問視泉まで行く。

12月23日晴~雪 cs→1460 m付近

1日中ラッセルに明けくれる。午前中は晴れて

いたが午後から風雪となる。天幕地あたりで積雪

は1.5mぐらい。今晩 2つ玉低気圧の通過とそ

の後の冬型の気圧配置で明日は悪天が予想される。

12月24日 雪 CS→ 1700m台地

降雪がかなりあったが，行程も遅れ気味のため

行動する。積雪がすごくまったく進まない。全身

ズブぬれになり午後 1時には行動を中止する。

12月25日 曇~晴 cs→小桜平ヒュ γ テ

小屋に正午に着き.除雪をする。屋根だけが出

ており，積雪は約 3.5mで、ある。

12月26日 雪停滞

前線通過のため悪天となり，行動不可能。

12月27日 雪停滞

冬型の気圧配置となり，降雪も激しい。積雪は.

5慨を越え，小屋はすぐにうまった。天井の入口

から出る時でさえ， ラッセルを強いられ.すぐに

うま ってしまう。

12月28日 雪 cs→2100m付近

冬型はさらに続く。先を見れど視界はきかず。

上に登っていることはわかるが，非常に現在地の

判断がむづかしく昼には天幕を張る。風がかなり

強く 1日中一 1ocで体感温度はかなり低い。

12月29日 雪 cs→ 2350 m付近

天候は引き続き悪天であり，天気図を見たかぎ

りでは最悪。 2ピッチ目までは， ラッセルがかな

りあったが，後半はクラストしてきた。風が強く，

目も聞かない時がある。

12月初日 地吹雪 cs→七倉岳直下(本峰側)

やっと七倉岳を越える。 地図と磁石をたよりに

進み、風の多少弱いキャンプサイトを求める。

12月31日 楕~雪 cs →白山本降→大倉尾根

分岐

csを出る頃から晴れだし，大汝峰の頂上まで

晴れていた。御前峰は右倶ijの尾根から登頂する。

3年前とは違い，風は無かったが，原上まで， ラ

ッセノレであった。 80年最後の日にやっと本峰を越

えることができた。南部縦走隊が通過した様子も

なく，まだ1度も交信が入らないため，最終確認

のため， ここで行動を打ち切る。

1月1日 晴 cs→大白川林道岩屋谷トンネ

ノレ

大倉尾根に入るとトレースがあり，少し行くと

日大の赤旗があり，南部隊が先行したことを知る。

林道の雪崩も，心配していたが，無事通過し， ト

ウ
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II.活動報告(昭和55年度)

ンネルで，南部隊に会う。

1月2日 雪平瀬下山

2ピッチで平瀬に着く。ようやく長い冬山にピ

リオドを打つ。

2.白山南部縦走隊

12月19日 曇 白峰→手取川林道

林道は除雪されており， ラッセルを覚悟してい

ただけに有難かった。

12月20日 雪 cs→ 1050m付近

手取川林道も発電所を過ぎるあたりから，膝ま

でもぐりはじめ， トップ空身のラッセノレをする。

三俣から尾根に取付く。膝から股ぐらいのラッセ

ルで予想していた程ではない。

12月21日 雪~曇 cs→杉峠先1320m

膝までのラッセルで、ただひたすら登る。杉峠か

らは地図と磁石を頼りに歩く。ルートファインデ

ィングが難しい。

12月22日 晴 cs →三ノ峰直下 1900m付近

延々と続く国境尾根をあまりはっきりしない天

気の中，ひたすらラァセルする。昼頃より太陽が

我々を暖めてくれる。雪が少ない所があり，ザラ

メ化した上に熊笹が現われ~歩登ると 1 歩ずり

下がるというような登りが続く。

12月23日 晴~雪 cs→御手洗池

ラッセルがきっく，思ったように進まない。三

ノ峰からは，東側の雪庇に注意しながら，樹林ギ

リギリの所を歩く。コルより天候が悪化し，吹雪

の中，御手洗池の平原に天幕を張る。明日はいよ

いよ核心部だ。

12月24日 雪 停 滞

2ツ玉低気圧のため吹雪。昨日まで連日行動し

ていたため，良い休養となった。行程が進んで、い

ないのは気になるが…。

12月25日 曇~晴~曇 cs →2244rnピーク

昨日の天気図からは想像できない好天に恵まれ

た。 2日分，それも核心部を難なく通過する。別

山の登り上部は，部分的にクラストした雪庇のな

い尾根である。大罪風は雪庇に気を使いながら，

樹林ギリギリのラ γ セノレ。問題の下降も無事通過

する。しかし，視界がない時は，かなり難しさが

予想される。

12月26日 雪停滞

前線通過に伴い，大量の降雪。強風により，天

幕が埋まり，全員で除雪するが，雪をどけるそば

から吹き溜る。雪洞を掘る杭亀裂が入札放棄。

ム南竜ヶ馬場を後に白山本峰へ向う 後ろは2，244mピーク
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悪戦苦闘して天幕を立て直す。

12月27日雪停滞

冬型の吹雪で積雪量はさほどではないが，強風

と降雪のため視界 0。気温も -17
0Cと低く行動不

可能。

12月28日 雪 cs→南竜ガ馬場冬期小屋

昨夜天幕が埋まり，全員で2時間あまり除雪

をするが，すさまじい雪のため，すぐに埋まって

しまう。間もなくポールは曲がり， フレームは折

九天幕は裂け万事休すの状態が続く。早朝，烈

風の中，パッキングを し，天幕を放棄して行動開

始。胸までもぐる深雪をラッセルし地図と磁石を

頼りに南竜ガ馬場を目 指す。ルートファインディ

ング良く，冬期小屋にとぴ込み，やっと落ち着く。

12月29日 雪停滞

まったくの行動不可能な状態也冬型はしばらく

続きそうで非常に厳しい。

12月初日 雪停滞

執青空がちらつとのぞき，行動開始と思いき

や，パァキングがすんで外へ出ると吹雪。本日も

停滞となる。

12月31日 晴~曇 cs→大白水避難小屋

願いが通じたか.天候は回復し全員勇んで小屋

を後にする。外に出たとたん首までもぐるラッセ

ル。上部では，表面がクラストし，パリパリと快

適に歩き，弥陀ガ原にとび出す。深くても膝まで

もぐらず，予想外に楽に下降点を発見する。状況

判断から本峰へのアタックは中止し，下山するこ

とにする。大倉尾根は，やたらと長く腰までめラ

ァセルが続き，体力と時間をロスする。雪明かり

で徴かに見える尾根を黙々とラ γ セルし， リヒト

を出すこと 1時間以上も歩く頃，雪に埋まりかけ

た大白水避難小屋にたどりついた。

1月1日 晴 cs →大白水林道岩屋谷トンネル

昨日は，疲労の極致であったため，ゆっくりと

出発する。青空の下，股までのラ γ セルを交替し

ながら林道を下降する。間名古谷は，手前で河原

に降り，徒渉を強いられる。冬の川の水の冷めた

いこと。 トンネルの中に落ち着く頃，北部縦走隊

が来る。再会を喜び，お互いの健闘をたたえあう。

II.活動報告 (昭和55年度)

1月2日 雪 平 瀬 下山

北部隊が先行し，我々はのんびりトレースをた

どる。ラッセルしてもらい楽に下山できた。冬山

合宿も終わり，瞬間，白山が晴れわたった。

3.尾瀬スキー隊

1月 9日 晴戸倉入山

1月10日 雪戸倉→富士見峠への林道途中

1月11日 雪 cs →富士見峠

毎日，雪が降りつづ、き，行程はまるではかどら

ない。

1月12日 雪 cs→鳩待峠

あいかわらず，天候は悪く深雪に苦しめられな

がらもスキーを駆使して鳩待峠まで行く。

1月13日 雪 cs→ワル沢の頭

1月14日 c s →鳩待峠

至仏岳を目指す杭天候悪く.日数も無いので，

登頂をあきらめ，鳩待峠にもどる。

1月15日 曇戸倉に下山

連日，雪が降り続き，予定の行動ができず残念

であった。

=春山合宿

一北アルプス剣岳集中-

1.縦走隊

字奈月→毛勝三山→剣岳→早月尾綬下降

3 月 11 日 ~25 日

L中田，矢崎，塚越，並木

2.横断隊

女

鹿島槍東尾根→牛首尾根下降→ガンドウ尾根→

剣岳→早月尾根下降

3 月 10 日 ~25 日

L向笠，茂自，大谷，沢野，山本，古野

<計画にあたって>

豪雪に終始した今年の冬も 3月に近づくにつれ

て，次第に春の気配が感じられるようになった。

我々は白山における冬山合宿を無事に終え，新
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II.活動報告 (昭和55年度)

リーダー会にとって，来年度へ向けての第1歩で

ある春山合宿を北アルプス剣岳にて行なうことに

なった。剣岳の岩稜や雪稜は我々にとって，より

充実した山行を可能とさせることのできる魅力的

なものである。しかし予想される困難は非常に厳

しいものであると思われるが クラブの総力を結集

して合宿を成功させたいと思 う。(中田・記)

1 .縦走隊

5月11日 晴宇奈月→宇奈月尾根800m

宇奈月の駅で乗り遅れた並木を収容してから尾

根の取付きであるスキー場へ向う。超特大のキス

リングのためにリフトに乗れないのでスキーヤー

の冷たい視線を無視してワ γ パでボコボコと穴を

あけながら登り始めた。

5月12日 晴 cs→僧ヶ岳のコル

僧ヶ岳まで他パーティーのトレースを使って歩

くが，荷物が重いためにボコボコもぐる。烏帽子

屋根との J. pから青い日本海を右に見ながら気

持ち良く歩くことができる。ただ，風が強いので

キスリングがまるで帆のようでフラフラする。

5月13日 曇~晴 cs →1769ピーク

北駒 ヶ岳から先は所々に巨大な雪庇が張り出し

ているが視界があるので安心できる。あい変らず

気温が高く， アイゼンはダンコになるば.かりで用

をしない。はるか遠くに剣が見えているので何と

なく先を急ぎたくなるが，背中の荷物がそれを許

しては くれない。

5月14日 雨~曇 cs →サンナピキ山

昨夜から風雨になり，朝方の床上浸水で天幕内

は大騒ぎになった。 10時頃まで雨が降り続いたが

回復しそうなので歩きだす。雨水を含んでト重くな

った雪庇にパンパン亀裂が走って恐しいことこの

上ない。高温のために大汗をかいてラッセんする
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上に小雨が降りだすので体中ズブ濡れになり不快

感でいやになる。

5月15日雨~雪停滞

二ツ玉のために雨から風雪となり，視界がない

ので停滞して休養とする。

5月16日 風雪停滞

相変わらずの風雪なので雪洞を掘って停滞。

5月17日 曇~晴 CS~ウドノ頭手前

3日ぶりに陽光を浴びて歩きだす。しかしいき

なり腰までのラッセルで、苦しむが 2日間の休養

のため案外と早く滝倉山に着く。ここからアイゼ

ンで遅れを取り戻そうとしたら 2年生のアイゼン

が調節不良のために片方をワッパで歩かせる。し

かし ヨタヨタしていて今にも倒れそうなので行

動中止して一生懸命アイゼンを修理する。

5月18日 晴 cs →西谷ノ頭コル

csからいきなりフィックス 2ピッチの後ウド

のコルへ懸垂40mで東叉谷側へ下降してからコル

へ登る。稜線は雪庇が張り出しているので空中懸

垂になってしまう。西谷ノ頭からはワッパでとば

すが毛勝山の大登りを前にして全員ダウン。シュ

ラフを干しながら日光浴をして今後にそなえる。

5月19日 晴 cs→ブナクラ乗越

移動高が張り出しているので晴天が続いている。

毛勝はフラフラになりながらも一気に頂上まで上

ると剣がいままでよりはるかに近く見える。毛勝

三山の凸凹はアイゼンさえ使えれば、.あまり苦に

ならない。せっかくかせいだ高度をブナクラの600

mの下降で、ドン底まで落ちて自の前には赤谷山が

ひかえている。

5月20日 晴 cs→大窓

赤谷山からは北方稜線が良く見える。赤ハゲは

ラッセノレのみで、問題なし， 白ハゲはフィックス80

mでOK。大窓へは白萩側の小尾根から雪のつま

ったクーロワールを下降し降り立つ。前半の高温

のために食糧のベミカンがくさってしまい， カレ

ーもワンタンもすべて酢っぽい味がするが平気で

食べる神経ιすばらしい胃腸に我ながら驚く。

よくまあ腹痛を起こさないものだ。

5月21日 曇~小雪 c s →三ノ窓

横断隊が池ノ平山にいるのでトレースをたより

II.活動報告(昭和55年度)

にして大窓の頭へ登る。風が強く雪が飛ばされて

いるので歩きやすい。連続する岩峰は残置ザイル

がぶら下っているが小黒部側を巻いた方が楽に通

過できる。池ノ平山で小窓にいる横断隊を発見し，

小窓尾根にトレースがついたころに追いつき.ル

ート工作をまかせて後をついて歩く。小窓王のト

ラパース中に日没となり三ノ窓、に着いた頃は真っ

暗となってしまう。さすがに疲れた。

5月22日 晴停滞

天気は良いのだが体がいうことをきかないので

休養をする。雪のついたチンネが迫力十分ですご

い。横断隊と一緒に遊ぶ。

3月23日雪~晴停滞

予備日が十分あるので急がずに，天気の良い時

に剣岳に登頂と決めこんで停滞する。

5月24日 晴~曇 c s →早月松尾平

鹿島槍の日の出を見ながら三ノ窓を出て， カチ

カチに凍りついた池ノ谷ガリーに入る。池ノ谷乗

越へ上ると剣岳は自の前に迫っている。コンテと

スタカットでジワジワと本峰に近づき 10時30分，

遂に我4は剣岳の登頂に成功した。北方稜線から

毛勝三山，サンナビキ山までの長い稜線は宇奈月

から我々の足の下にある剣岳頂上まで続いている

のである。全員真っ黒に日焼けした顔が山行の苦

労を物語っている。この瞬間に全てをかけて歩き

続けて来ただけに言葉に言い表わせないほどの喜

びは隠しきれなかった。約30分ほど頂上に滞在し

て，早月尾根の下降に移る。カニのハサミやシシ

頭は気がつかないうちに通過してしまい，後はシ

リセードで松尾平まで走るように下降した。

5月25日 雨~曇 c s →伊折

早月川の谷を歩いていると春の嵐のようなもの

すごい風が吹いてくる。馬場島でチェックをすま

せて林道を歩いて廃村のような伊折に着く。ふり

返ると剣はもう雲に隠れて見えない。

2.横断隊

5月10日 曇~雪 大町→東尾根 1900m

大町から鹿島部落までタクシーで入札林道を

歩いて大谷原へ向かう。ーノ沢は雪崩の跡があっ

たので尾根から東尾根にとりつく。
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II.活動報告(昭和55年度)

5月11日 暗 cs→第 1岩蜂上

運よく先行パーティーのトレースを使って歩く

が第 1岩峰直下で追いついてしまった。順番待ち

のために岩峰下でポカーンと口を開けて奮戦ぶり

を見ていた。しかし実際に取付いてみるとトレー

スは簡単にぶつとわれてしまい岩峰上に出たのは

3時間後であった。偵察に行くと白の前に黒い岩

峰が立っているのに一瞬自の前が真っ暗になった。

何と第 1岩峰を第2と間違えていたのだ。

5月 12日 晴 cs →第 2岩峰上

先行の信州大が岩峰で荷上げ中なので荒沢側を

巻こうと考えて荒沢をのぞくと無惨にもスッパリ

と切れ落ちている。しかたなく待つこと 2時間ヲ

やっとキスリングを吊り上げ始めるがハングにひ

っかかってうまく上がらない。合図を決めて打ち

合せをしていたのだが結局は大声あげてのドンチ

ャン騒ぎになってしまい岩峰に上がったのは 4時

半であった。との調子では先が心配になる。

5月13日 晴~曇 cs →牛首尾根 2300m

昨日の苦闘を思い出しながら鹿島槍北蜂へのナ

イフリッジをコンテで登る。南峰から牛首の下降

でやっとザイルをはずすことができた。午後から

雲が多くなり明日の悪天を知らせているので雪洞

を掘る。

5月14日 曇~雨 cs →牛首尾根 1200m

朝方は待機していたのに予想外の良い天気にな

ってしまい，あわてて雪洞をとび出す。 ヒザぐら

いの下降ラッセノレなので楽に歩けるが下降の尾根

を一本まちがえてしまい分岐まで戻った所で天幕

をはる。夜になってから雨が降りだす。

5月15日 雪停滞

昨晩の雨が雪に変わっていた。午後になっても

やまないので停滞となる。

5月 16日 雪停滞

低気圧が通過した後，西高東低になった。気温

が下る。

5月17日 曇~小雪 cs→黒部川

ガンドウ尾根に取付くつもりであったが黒部川

に降りるのが精一杯であった。 csを出てしばら

く歩いて60mの懸垂で地下発電所の上にでた。こ

こから黒部川まで 400mの懸垂が続き川底に降り

立ったのは夕方の 7時になってしまいリヒト行動

であった。下降中は下の方が見えないので東谷へ

降りている尾根をあきらめて，発電所の送電線の

引込口から黒部川をめざして下降した。予想通り

とは言え，かなりきつい行動になった。無事に下

降できて安心するが，明日からはガンドウとの闘

いが始まるのである。

5月18日晴 cs→ 1349m 

稜線は日光があたっているが黒部川には揚があ

たらず暗い朝を迎える。吊り橋が使用不能なので

徒渉点をさがしながらウロウロしたが，デプリを

使用してガンドウ尾根の北面に取付いた。ひたす

ら急斜面のラッセルに専念し，大汗をかいて1349

ピークに立つ。

5月19日晴 cs→ 1833祝

ガンドウ尾根には岩が出ていないのですべて雪

稜になっている。心配していた雪庇は連日の緩温

のためにほとんど落ちていた。コンディションの

良さに助けられて，すべてがうまく行った。本日

はフィックスに 630mのザイノレを使用した。

3月20日 晴 cs →池ノ平山

天気が良すぎ暑くてやっていられない。歩き始

めるとすぐにヤッケを脱いでしまう。池ノ平山ま

では，ただただラッセルをするだけであるが，剣

岳の岩と雪，そして青い空はとにかくすば.らしい。

日本にもこんな山があったかと思うほどである。

30分も写真をとっていた。

ム 池の平付近より剣岳へ向う 黒部横断隊
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II.活動報告 (昭和55年度)

A 食IJ岳本峰まであとわずか・・・八ツ峰をパックに真白な雪稜をトレースする黒部横断隊

5月21日 曇~小雪 c s →三ノ窓

三ノ窓まではトレースを期待していたが，人の

気配がまったくなく， もちろんトレースもない。

小窓までスタカットで降り小窓ノ頭までフィック

スして登る。フィァクス中に大窓から上ってきた

縦走隊を発見した。小窓王で合流して三ノ窓まで

行動を共にする。三ノ窓に着いた時には暗くなり，

そのうえ風雪になってしまいちょっとしたスリル

であった。小窓王のトラパースは池ノ谷に垂直に

落ちていてまるて地獄のようで気味が悪い。

5月22日 楕停滞

無事に両隊とも三ノ窓、に入った。こんなにうま

く合流できるとは思わなかった。

5月23日 雪~晴停滞

予想、を裏切って靭から吹雪になってしまった。

仕方なく今日も停滞する。

5月24日 晴~曇 cs →松尾平

池ノ谷ガリーをすべてフィックスして乗越へ出

ると合研した10人パーティーなのですぐにワイワ

イガヤガヤと騒がしいといったらない。本峰まで

はコンテ，スタカットで念願の剣頂上に立つ。立

山，後立山，北方稜線が全て見える。とうとう 15

日目にして剣本峰を踏むことができた。このまま

下山してしまうのは余りにももったいない。いつ

までもいたかったがそういう訳にもゆかないので

早月尾恨の下降に移る。問題のカニのハサミは鎖

ごとに支点をとり無事に通過することができた。 三

その後は伝蔵までほとんど問題なく下降し、松尾

平までシリセードでスピード下山する。

5月25日 雨~曇 c s →伊折下山

ゆっくり飯を食べて下山にうつる。馬場島で県

響のチェックをうけて林道を歩くが風が強くて危

ない。みんな元気がないのに 2年生だけは元気でー

先に行ってしまう。思い出してみれば，まあ良く

怪我もなく来れたものだと思う。成功したのは全

員の努力と精神力が発揮されたからである。

=個人山行 * 
O那須岳周辺

4 月 3B~6 日 L大谷，塚越

O西丹沢悪沢

4月20日 L大谷，塚越，沢野，佐々木

大和田

O 西丹沢悪沢

5月13日 L大谷，佐々木
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II.活動報告(日前日55年度)

O西丹沢 ザンザ洞

5月15日 L矢崎，向笠，中田，沢野，

田山

O奥多摩犬麦谷

5月18日 L佐々木塚越

O会津駒ヶ岳~至仏山~武尊山

5 月 23 日 ~26 日 L佐々木

O 谷川岳ーノ倉沢登肇

5月25日 L野中，他 1名

O西丹沢東沢本棚沢

5月25日 L大谷，田山

O西丹沢西沢下棚沢~本棚沢

5月25日 L向笠，矢崎

O奥多摩鷹ノ巣谷

5月25日 L横山，他 l名

O西丹沢 神流川エビラ沢

5 月 31 日 ~6 月 1 日 L大谷，沢野

O 丹沢水無川セドノ沢，新茅ノ沢

6月 1日 L塚越，大和田

O谷川岳ーノ倉沢登撃

6月29日 L野中，塚越

O谷川岳東尾根

6月29日 L大上，大谷，並木，他 1名

O中央高地 クワンナイ川遡行

8 月 18 日 ~22 日 L矢崎，向笠，沢野，横山

O大井川 薬代川出合

8月18日 L中田，大谷

O西丹沢 岡角沢，モチコシ沢

8 月 19 日 ~20 日 L野中，茂呂

O 南会津御神楽沢遡行

8 月 25 日 ~29 日 L野中，他 4名

O剣岳定着登撃

8 月 25 日 ~30 日 L大上，茂巴，佐々木，大谷，

山本，他 1名

O西丹沢同角沢

9月 3日 L佐々 木大谷F 塚越

O利尻岳

9 月 3 日 ~5 日 L沢野，横山

O鳥海山

9 月 6 日 ~7 日 L並木

O 甲斐駒ヶ岳

9 月 8 日 ~10 日 L佐々木塚越

O上州 両神山キギノ沢

9 月 13 日 ~14日 L大谷，塚越.-3'野， 岡山

O後立山連峰爺ヶ岳~白馬岳縦走

9 月 13 日 ~17 日 L並木

O 中央アルプス 正沢川本谷遡行~越百山縦走

9 月 14 日 ~17 日 L佐々木，横山山本

O大菩薩小金沢連峰

9 月 20 日 ~21 日 L向 箆 宮 田

O谷川岳鷹ノ巣沢

9月21日 L野中，大谷

O奥秩父 笛吹川東沢釜ノ沢~雁坂峠

9 月 21 日 ~23 日 L中田，横山

O 谷川岳 ーノ倉沢登撃

9月23日 L大上，他 1名

O黒部別山谷左俣

10月 1 日 ~5 日 L野中，大谷，佐々木，古野

O南アルプス 尾白川黄蓮谷右俣

10月 2 日 ~4 日 L向笠.矢崎，塚越

O 北アルプス 唐沢岳幕岳登挙

10月 4日 L大上，他 1名

O谷川岳 万太郎谷井戸小屋沢

10月 10 日 ~12 日 L中田， 山本

O谷川岳足拍子川

10 月 9 日 ~11 日 L茂呂，沢野， 田山

O八ヶ岳西面登掌

2 月 11 日 ~14 日 L向笠，大谷，塚越，古野，

沢野，並木

O 八ヶ岳 硫黄岳~北八ヶ岳横岳

2 月 14 日 ~17 日 L塚越，沢民並木

O 北八ヶ岳スキー

2 月 11 日 ~14 日 L矢崎，野中

女岩登りトレーニング

鷹取山 3回， 日和田山 3回，三ツ峠 2回，

ツヅラ岩 2回，湯河原幕岩 l回

女その他

天幕懇親会 10月 津久井湖
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日大講堂別館墨田区両国 2-10-10 室部l

山岳部の目的には， より困難な登撃の実行と新

人の養成とがある。この両者を満足させるような

活動が最も望ましいのであるが困難な登撃を実行

するためにはそれなりの実力を持つクライマーが

必要となってくる。つまり山岳部の目的を遂行す

るためにはより優秀な新人を養成しなければなら

ないのである。最初に掲げたふたつの目的は平行

して考えるべきではなく.新人の養成が困難な登

撃を可能にさせるのである。しかし，訓練登山に

終始することほど、つまらない山登りはあるまい。

そこな訓練を目的とする合宿では徹底的に基礎

技術を習得し，そこから各自が応用して自分なり

の登り方，つまり登山指向を持ち自分の山登りを

確立することが大切であり，これを年間目標とし

て活動を開始した。

昭和56年度は 5名の新入部員を迎えることがで

きた。新入部員は初夏合宿・夏合宿・富士山合宿

を中心に歩行訓練やザイルワークなどの基礎技術

を習得してきた。雪上の歩行は初夏の軟雪から夏

の雪草案へ，そして最後の しめくくりとして富士山

のクラストした雪面でのアイゼン歩行と段階をへ

て訓練した。結果は十分に満足のゆく成果があっ

た。しかし，ザイルワークについては夏山と富士

山での訓練だけでは練習不足のようである。登撃

が困難になればなるほどより確実なザイルワーク

が必要とされるので.練習の機会を増やすことが

望ましい。また，岩登り技術においても明らかに

練習不足である。岩登り技術の習得を目的とした

合宿は夏だけであり.全体のレベルアップを考え

て三ァ峠合宿などを本気で考えてもよいころであ

二照

昭和56年度活動報告

中田CL 

る。

今年 1年間山岳部で山登りをしてきた新人達は

個人差はあるもののそれぞれ満足できる成長であ

った。しかし訓練途中である 1年生が夏山合宿で

怪我のために活動できなかったのは安全登山とい

う意味からも大いに反省しなければならない。

'新人養成が中心であった前期の活動から，いよ

いよ今までの成果が試される冬山合宿を目標とし

て後期の活動が始まった。今年は南アルプスに目

Fhυ 。。
唱

i



II.活動報告 (昭和56年度)

標を絞った。南アルプスは私達にとって3000m級

の山岳であるにもかかわらず，経験はほとんど皆

無に等しい。北アルプスとは違った困難性を求め

て合宿を行なうことが目標となり，まず南アルプ

ス全山を知る意味で，秋山山行は冬山の偵察を兼

ねて全員が南アルプスへ入山した。この山行によ

り冬山への自信を得ることができた。冬山合宿は

8パーティーによる全山縦走の計画で，天候にも

恵まれたために無事計画を遂行することができた。

今回の冬山は我々にとって衛アノレプスへの入門編

であった。南アルプスは北アルプスにないスケー

ルの大きさがある。積雪が少ない上に大きな山々

であれば、，思う存分歩くことができる山である。

今回は一般的な縦走であったが，今後は経験をい

かして様々な登り方のできそうな山であった。天

候に恵まれ過ぎて厳しさに欠けたという反省もで

たが，天候だけはどうしようもない。 1年間の流

れのなかでの総まとめの合宿としては， まず成功

であったと言ってもよいだろう。

このように今年を振り返ると様々な反省を強い

られる杭最も注意すべきことは安全に対する綿

密な配慮である。近年では幸運にも死に至らない

ものの，小さなミスは相変わらずあとを断たない。

いかに小さなミスであろうとも無視せずに反省ι
その実行をくり返さなければいけない。また山登

りに対して消極的な部員がみられるのも気になる

ところである。自分なりの山登りを創造し，積極

的な登山を実行できるように， リーダーとしては

合宿などの機会に適切な動機づけをじていたつも

りであるが，連れて行かれる山登りからはやくぬ

けだして，主体的な山登りを実行してもらいたい

ものである。

そのほかにも山岳部の問題は数えきれないほど

ある。しかし， 山登り のクラブであるのだから山

に登らなくなってしまったら終わりである。問題

を抱えながらもそれを何とかカバーして登るべき

である。われわれの先輩は山登りで悩み山篭り

で育ってきたのである。学生山岳部は所詮未熟者

であるが，失敗をくり返しながらも何とか剣岳や

南アルプスで我々の山登りを展開することができ

た。けっしてベストと言える計画ではなかったか

もしれないが，理想を求めて悩みつづけていた。

実際には現状の維持が精一杯だったかもしれない

が，未熟なりに一生懸命に考えて山に登ってきた。

未熟だからこそどんどん山に登らなければならな

かった。

この 1年間のを山活動をっくりあげたのはリー

ダーだけでなく，全部員の協力のために可能とな

ったものばかりである。各部員に敬意をはらうと

ともに今後の活躍を期待して56年度のしめくくり

としたい。

記 録

=五月山行 * 
1.南アルプス鋸岳~甲斐駒ヶ岳

期日 4 月 29 日 ~5 月 1 日

メンパー L中国， 山本

猛烈な風雨のなかを鋸岳から甲斐駒を目指して

登る。南アルプスには数少ない岩稜である。ザイ

ルは懸垂のみに使用した。結局，鋸岳は 1日で通

過し，甲斐駒の登頂は我々を待っていたかのよう

に快晴であった。短期ではあったが内容のある山

行に感じた。
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2.北アルプス槍ヶ岳北鎌尾根

期間 4 月 28 日 ~5 月 3 日

メンバ- L茂呂， 沢野，古野

北鎌尾根は予想していたよりもスムーズに登撃

できたが，最後に槍ヶ岳へ上るのに緊張させられ

た。計画では奥穂まで縦走の予定であったが，

ーティー内に風邪が流行してきたので白出から横

尾へ下山した。



3. 北アルプス槍ヶ岳硫黄尾根

期間 4 月 27 日 ~5 月 2 日

メンバ- L矢崎，塚越，並木

北鎌にほぼ平行している硫黄尾根はベッタリと

雪がついている。かえって登りやすいくらいであ

る。槍ヶ岳で~t鎌パーティーと合う。硫黄パーテ

ィーは横尾尾根から下山のためゆっくりと歩くが

北鎌は先が長いのにベースは上がらない。硫黄尾

根は静かで山登りを満喫できるが，北鎌は人気が

あるだけに順番待ちもありそうだ。

4. 北アルプス穂高岳沢定着

期間 4 月 28 日 ~5 月 5 日

メンバ- L向笠，大谷. 0 B岡田，橋本，渡

辺，松野，木漁村口

潤沢岳北西尾根から奥糖、まで縦走して岳沢へ定

着する。ヒマルチュリの隊員のための山行である

杭個性的なOBが集まっただけに実に楽しい山

行となった。近年ではOBとの山行は数少なくな

っているが，とても残念に思う。

五月山行は自由な発想のもとに山行計画をつく

ることに意味があると思う。岩登りでも縦走でも，

スキーでも，何をしても楽しい季節である。プラ

ンナーとしての才能を発揮できる時であるカLす

べて上級生の計画に従 う形となってしまい，下級

生の立案能力を期待していたリーダー会にとって

は多少期待はずれとなってしまった。自分の実力

を判断し，相当の範囲の中で最も魅力ある計画を

作ることは，登山技術の中でも登撃技術と同等の

ウェイ トを持つものと私は思っている。

(中田・記)

=初夏合宿 * 
概要 北アルプス穂高岳横尾定着

期日 6 月 12 日 ~18 日

メンバー L向笠，茂呂，大谷，塚越沢野，

古野，山本，並木佐藤，石川，井

本，佐々木清，佐々木覚 OB今野

II.活動報告(昭和56年度)

6月12日 曇~雨 島々→岩魚止

6月13日 曇~晴 CS →横尾BC

毎年雨にたたられる入山であるが， 今年も例外

ではなかった。徳本の登りでやっと陽が出てきた。

しかし穂高との対面はかなわずBCへ入る。

6月14日 雨停滞

6月15日 雨~晴 雪渓訓練

朝方まで雨が降りつづいたが，しばらくして晴

れてきたので雪訓に出発する。短期間の合宿なの

で雨に降られると貴重な時聞がなくなって しまう。

6月16日 晴雪渓訓練の後に分散

①奥穂 ②奥穂直登ノレンゼ ③潤沢岳 ④北穂

東稜昨日の雪訓の続きをしてから潤沢を中心に

して，近くのピークに分散登撃を行なう。積雪が

多く.プロック雪崩が発生する。

6月17日 晴分散登掌

①北穂東稜 ②北尾根 ③槍ヶ岳 ④扉風岩

分散最終日なのに体力の余った下級生が多いの

で北尾根と槍ヶ岳へとばして，顔色の悪いのを北

穂に登らせた。塚越は扉風で精神，体力とも使い

果 して帰ってきた。

6月18日 晴下山， BC→上高地

全員でしっかりとケルンを参拝した後山上高

地へ下山した。

年間計画のなかで初夏合宿は 1年生重視の傾向

が最も強い合宿であり， 目的も 1年生の基礎技術

習得にある。しかし 2年生や 3年生，また 4年

生にとってもそれぞれ新しい立場でのリ ーダー シ

ップを発揮するべき初めての機会でもある。だが，

残念にも 1年生に対する上級生の指導力が不足 し

ていた。新学年になり，それぞれの立場を合宿前

のミーティングで認識させたつもりであったカえ

その結果は期待を大きく下回っていた。下級生の

指導という重要な目標が十分になされていなかっ

たことは残念であり，夏山合宿に大きな課題を残

してしまった。 (中国・記)
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II.活動報告(昭和56年度)

=夏山合宿

* 
<夏山合宿にあた って>

梅雨も明けていよいよ本格的な夏がやってきた。

早いもので56年度も夏山合宿で怯ぼ前期を終了し

後期の活動へと移行してゆく。つまり夏山合宿は

前期活動のまとめであり，年間の最終目標である

冬山に直接影響する大切な合宿である。よって夏

山で登山の基礎を習得できるh できないかが冬

山を大きく左右するのである。そこで夏山の目的

として技術の向上とチームワークの充実を掲げて

その達成のために各自の努力を望む。

また，夏山は雪上歩行に始まり，岩登り，沢登

り，縦走と多様な山登りのできる唯一の機会であ

る。さらに 8月には久しぶりにヒマラヤに登山

隊が出発する。園内に， また海外にと幅広い登挙

活動が展開されるわけである杭それぞれファイ

トに満ちた意欲的な山行であることを望む。

概要立山東西内蔵助谷左俣定着

期日 7 月 24 日 ~8 月 5 日

(中田 ・記)

メンバー L中田，矢崎，茂呂，塚越，沢野，

古野，山本，並木佐藤，石川1.井

本，佐々木清，佐々木覚

OB坂，平野，大上

<入山>

1.薬師岳パーティー

期日 7 月 24 日 ~27 日

メンバ- L沢野，山本， 石川し佐々木覚

入山し、らい 1年生は交替でパテたり鼻血を毎日

だしている。佐々木にはビタミン剤を与えてもま

ったく効果がない杭パテても黙って歩くだけで

もまだましな方である。五色ヶ原では針ノ木パー

ティーに会うことができなかったのでマイペース

で歩く。大日での事故のためBCには下降せずに

室堂で待機することになった。

2.針ノ木岳パーティー

期日 7 月 25 日 ~27 日

メンバ- L茂呂，並木，井本，佐藤

今年も針ノ木雪渓は残雪が多い。峠までは全員

快調に登る。針ノ木谷の道はかなり荒れていて徒

渉もあった。平ノ渡しからの本格的な登りで井本

と2年の並木が交替でパテてくれる。結局五色ヶ

原までも行けなかった。 1年ならともかく 2年

にもなって青い顔をして歩くとは言葉もない。ー

ノ越からは薬師とともに室堂で待機してから BC

に下降する。

3.大日岳パーティー

期日 7 月 25 日 ~27 日

メンパ- L中田，矢崎，爆越，古野，

佐々木清

立山駅でボッカ隊の出迎えをうけて合流する。

称名までは退屈な道だが大滝はさすがに迫力があ

る。称名からは急な登りにアゴを出し大日平に上

る。大日岳までは何ごともなく快調であったが，

七福園の先で、佐々木が登山道を踏みはずして 5m 

ほど転落し，骨折してしまった。その日のうちに

室堂へ搬出する。このために-.e，室堂で待機して

態勢をたて直してから BCに入ることにする。そ

の間に 1年生には休憩をとって今後の行動に備え

てもらう。

4.全パーティー

期日 7 月 28 日 ~29 日

28日は事後処理を行ない29日に剣御前から全員

そろって BCに入る。

<定着>

7月30日 晴 雪 渓 訓 練

2パ ティーに分けてゴルジュからカーノレに上

る。 1年生はステップが慣れないせいかズルズノレ

している。そのうえ大アゴで 1時間も差がついて

モレーンにやっと着いた。雪は軟らかい抗なか

なか上手であったので早自に雪訓を終えてコソレジ

ュを下降する。さすがにゴノレジュでのグリセード

には手こずっているようである。下級生は顔がひ

きつっているのに一生懸命に深呼吸して落ち着こ

うとしている。
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7月31日 晴~曇 雪渓訓練

ザイルワークを中心に練習する。今年の 1年生

は優秀である。しかし佐々木覚はカールに上るの

が精一杯であり，モレーンで力がつきてついに倒

れてしまい， ツェルトを被って雪訓見学となって

しまった。他の I年はまったく元気でド問題なし。

かえって 2年生の方が元気がない。

8月 1日 晴分散登掌

①ー尾根 ②三尾根主稜 ③中央山稜主稜

④ニ一ドル稜 三本歯まで雪渓が続いているのは

めずらしい。東面にも雪がベットリと残っていて

取付きがかなり上方であるうえに， シュルントが

大きくてなかなか取付けない。一尾根は雄山の神

主に怒られたが，登山者からの注目を浴びて登撃

を披露してきた。三尾根はハイマツがいやらしい。

古野はザックを置き忘れて登ってきた。ゲレンデ

クライマーらしい。主稜の山本は登れずに集合時

間に遅れて怒られる。しかし主稜はバリエーショ

ンが面白い。

8月2日 晴分散登挙

①中央山稜主稜 ②中央山稜支稜 ③ー尾根

④A稜⑤二尾根 体調を崩していた佐々木が復

帰して元気に支稜を完登する。中央山稜に集中し

ている山本は主稜に連日アタックして頑張る。二

尾根ではOB坂さんに並木はふり回されて帰って

きたが， クレバスのことをクレパスと言っていた。

1年生は全員快調で、あるのがたのもしく思うo

8月5日 晴~曇分散登肇

①A稜 ②三尾根支稜 ③三尾根主稜 ④中央

山稜支稜⑤二尾根 中央山猿は何度登っても面

白くルートも豊富なので組み合わせ方しだいで難

易度が変わってくる。 A稜は岩峰を選びながら次

第に高度をかせぐが高度感に乏しい。三尾根主稜

の塚越は連日のタイムオーバーで怒られる。それ

にしても毎日よく晴れてくれるものだ。入山以来

1日も雨が降っていないのである。 OB坂さんは

OB大上さんと支稜を登ってくるが坂さんの元気

はすばらしく 2年生の元気の無さと対照的であ

る。

8月4日 晴~にわか雨分散登掌

①中央山稜支稜 ②中央山稜主稜 ③ニ一ドル

II.活動報告 (昭和56年度)

稜 そろそろ疲れ気味になってきたので遠出はせ

ずに，中央山稜に集中する。出発前に最後まで気

を抜かずに気を引き締めて行動するように注意し

てから出発する。中央山稜は日大でにぎやかであ

る。主稜は左端のカンテをシビアに登っている。

ニ一ドルはスピード登撃を終了。支稜では沢野が

行きづ、まってクライムダウン中にコケる。山本・

沢野のゴールデンコンビら しい。注意すると早速

注意を裏切る性格には何も言いたくない。まあ，

何はともあれ今日で定着は終了するので，これま

での健闘に感謝して打ち上げをしてさわく〉

8月5日 雨~曇下山

下山はやはり雨に降られる。中田だけ富山の病

院に向かい，他は黒四ダムへ下山する。日焼けし

て真っ黒な顔がたのもしく感じられるように 1年

生も頑張ってくれた。

合宿の計画立案についてはリーダ一会で万全を

つくしたつもりではあったが，入山での 1年生の

転落事故という，意外な所で事故が発生してしま

った。「まさかあんなととろで!?Jと，思う所で

も，危険がひそんでいることを我々はわかってい 三

るようで本当にはわかっていなかった。また入山

であるということから，先のことを考えて 1年生

に口うるさく注意していなかったことも起因して

いるかもしれない。これを機会に 1年生から 4年

生まで山を歩くということを考え直してもらいた

い。絶対安全である所など全くないのである。ど

こで事故が起きても不思議でトはない。もう一度謙

虚な姿勢で山登りについて考え直すことが必要で

ある。

その後の活動は事故の影響をあまり受けずに，

ほぽ計画どうり行動できたのは不幸中の幸いであ

った。 1年生の技術については満足のゆく成果が

得られた。メンバ一間のチームワークについては

今後に課題を残してしまった。良否を問わず，反

省すべきことの多い合宿であった。この反省を今

後どのように生かして行くべきか慎重に考えなけ

ればならないだろう。(中田・記)
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II.活動報告(昭和56年度)

後半分散合宿

1.東沢~槍ヶ岳

期日 8 月 5 日~1O日

メンバ- L矢崎，田山，井本，佐々木覚

定着合宿から継続して黒部東沢へ入山するが，

雨のためにダムで一泊してから沢に入るととにし

た。ダムで田山と合流して東沢を目指して歩くが，

l年生は情けないほどのスローベースで歩いてい

る。そうかと言ってパテて歩けなくなるほどでは

ないので始末が悪い。東沢はやはり残雪が多くス

ノーブリッジが数ヶ所に残っていた。例年では考

えられないことだ。 1年生の体力不足のために穂

高までは無理となり，槍ヶ岳から槍沢を下山した。

最終下山ギリギリまで日数を使ってしまった。下

山となると 1年生は急に元気を取り戻したように，

走るような速さで槍沢を下降したのが印象的であ

った。

2.朝日連峰八久和川遡行

期日 8 月 9 日 ~16 日

メンパ- L塚越，並木佐藤

八久和川という長大な沢は我4 にとって手強い

相手であるが，それだけにやり甲斐のある沢でも

ある。定着後に一旦下山してから体調を整えて入

山する。さすがに大きな沢だけあって水量は豊富

である。徒渉にも気を抜けるような所はなく緊張

の連続でクタクタになる。毎日一生懸命に歩いて

もなかなか進まず遡行だけで 1週間かかってしま

ったが，源頭へ出た時の嬉しさは言葉で書き表わ

せないほどであった。久しぶりに充実した沢登り

ができた。長大な沢は丹沢のように気軽に入谷で

きないが，魅力は比較にならないほどである。し

かし，その分，総合的実力が必要で、ある。なによ

りも，沢登りの真髄を経験できたことが喜ばしい。

後半分散合宿は計画では東沢と北又谷，上ノ廊

下，八久和の 4パーティーが予定されていた。し

かし，定着合宿での事故と年生の体調が思わ

しくなかったので東沢と八久和のみが入山した。

上ノ廊下は入山前から状態が悪く，遭難が 2~3

件報じられていたので中止したのは的確であった

と思う。だが，北叉谷は必ずしも不可能で、はなか

ったので，好判断ではなかったことを反省してい

る。 c中田・記)

=秋山山行

1.南アルプス甲斐駒ヶ岳~塩見岳

期日 11 月 1 日 ~8 日

メンバ- L矢崎，並木佐藤，佐々木覚

* 

戸台から角兵衛沢へ入って鋸岳をめざす。大ギ

ャップでは猛吹雪のために目も開けていられない

ほどで l年生にはシビアな行動となった。甲斐駒

で並木・佐々木と別れて仙丈岳へ向うが雪は止ま

ずに降りつづき，ついに塩見の手前で停滞までし

てしまう。塩見岳はラッセル地獄のうえ視界がな

く，早々と三伏に降りる。まるで冬山のような天

気だったので紅葉どころではなかったが年生

にはよい経験になったことと思う。

2.南アルプス荒川岳~北岳

期日 10月初日 ~11 月 3 日

メンバー L中田， 山本，石川

身延から転付峠を越えて大井川から荒川岳に登

る。雪は所々に残っている程度である。南アノレプ

スの真ん中には誰もいないうえに、紅葉が素晴し

く秋山を満喫できた。しかし，それも初めのうち

だけで〉後半の塩見岳では猛烈な吹雪にたたかれ

て厳しい行動となった。天気が回復しても風は強

く，稜線をフラフラしながらやっと北岳までたど

りつく。最後は広河原をB指して走るような速さ

で下山した。

3.南アルプス聖岳

期日 11 月 5 日 ~8 日

メンパー L茂呂，井本

入山からいきなり雪に降られ 2日間の積雪は

膝上まででワッパがないのでまったく前進できず

に，ただ疲労するだけである。とうとう聖の登り

で、前進を断念して，聖平へ下降をはじめる。予想

以上の雪にやられて残念ではあるがあきらめて下

山に移る。まったく情けない。
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4.北アルプス剣岳

期日 10 月 24 日 ~29 日

メンバー L矢崎，古野

馬場島でタクシーを捨て， うす暗い池ノ谷へ入

谷する。小窓尾根より池ノ谷へ下り， ツェノレトを

張る。ここで 2日間の積雪のため雪崩の恐怖にさ

らされ停滞したため後半の計画縮小を余儀なくさ

れた。池ノ谷左俣をVの字に描く三ノ窓を目指し

快調にピッチを上げる。剣本峰はまるで冬山のよ

うに雪がベアタリと着いており迫力は十分である。

頂上では 360度の大パノラマですっかり気分を良

くした。予備日をすべて使い果たし早月尾根を駆

け下りる。剣岳はもうすっかり冬支度がととのい

長い冬山の幕を聞けた。 5日間の剣岳は僕たちた

った 2人の世界であった。

5.頚城山塊

期日 11 月 1 日 ~6 日

メンパー L塚越，田山

雨や雪が降りつづく中を雨飾山までトずっとガス

につつまれながら歩く。毎日何も見えずただ手さ

ぐりをして歩いているようである。鋸岳の稜線は

懸垂やフィックスなど信じられないような登山道

である。フェイスに古いザイルが残置してある。

それにしても 6日間 1日も晴れずに雨が降ってい

る。積雪期の偵察のつもりできたのに何も見えず

に山を降りてしまった。

=富士山合宿

概要富士山5合目六角堂定着

賜日 11 月 21 日 ~24 日

女

メンバ- L中田，矢崎，茂呂，塚越，沢野，

古野，山本，並木田山，佐藤，石

川，井本，佐々木覚. 0 B抵真島

11月21日 晴のち曇富士吉田，~ 5合目

昨夜のうちに富士吉田へ着いていたので，全員

が午後1時ころまでに 5合目に入山するととがで

きた。それなりにバテてはいたが，余裕のある入

山は今後の合宿生活に良い影響となったと思う。

II.活動報告 (8百和56年度)

11月22日 晴 BC~9 合目雪訓

訓練場をさがしながら夏道尾根を登るが大沢は

先日の雪板雪崩のために 8合目より上へ登らな

い限り不可能のようである。須走り側の斜面も偵

察したが雪が少なく岩が出ていて使えず，結局大

沢の 9合目まで上って夏道屋根の右側斜面でアイ

ゼンのトレーニングを行なう。雪崩の心配はなく，

安心して練習に集中できた。 1年生のフットワー

クは全員合格で冬山の準備としては満足のゆく結

果が得られた。

11月23日 曇頂上アタック

昨日，大沢を偵察した結果天気が良ければ大沢

登頂も可能と考えられたので，大沢を登頂コース

に選んだ。頂上までは何なく行くが，頂上に上っ

てからが大変である。猛烈な強風で下級生は地面

にはりついたまま起き上がれずに，伏せたままで

ひたすら耐えているだけである。吹き飛ばされな

いようにザイルをつけて 1年生を引っぱって歩か

せる。夏道下降点、まで200mくらい歩くのに30分

もかかってしまう。アイゼンがはずれても気がつ

かないほどの強風であった。夏道尾根に下降して

からは多少風がおさまり， B Cに着くころには吉 一

回の街の灯がきれいに輝いていた。

11月24日晴下山

ゆっくり BCを撤収してケルンを参拝して走る

ように浅間神社をめざす。富士山の大量遭難以来

初年近くたつが 3合目までデブリが流れてくる

とは今だに信じられない気持である。いつもこの

ケルンを前にすると山登りの恐ろしさを感じてし

まう。冬山を前にして気を引き締めるにはよい機

会である。

今年も富士山は雪不足で訓練するのに困るほど

である。しかし大沢には雪崩の危険があり，我々

の判断では図り知れない雪崩が発生しうる。独特

の強風によるものと考えられるが，思いもよらぬ

雪崩が発生したことから，今後の大沢については

入山をひかえる方が良いと思う。登頂にも大沢を

使ったことは反省すべきである。やはり富士山は

恐ろしい山であることを再確認させられた合宿で

ある。(中国・記)
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II.活動報告(昭和56年度)

=冬山合宿 切除

一雨アルプス全域縦走-

1.北部縦走隊

鋸から甲斐駒登頂後塩見岳まで縦走し三伏より

下降。

12 月 20 日 ~28 日

L矢崎，大谷，並木佐々木覚

2.中部縦走隊

転付峠から荒川岳を登頂し塩見岳，北岳を縦走

し池山尾根を下降する。

12 月 20 日 ~28B

L中田，沢野，古野，井本，石川

3.南部縦走隊

聖岳から赤石岳 ・荒川岳を縦走した後に転付峠

から身延へ下山。

12月 20 日 ~29 日

L茂呂，塚越，山本，佐藤

<冬山合宿にあたって>

初夏合宿に始まった我4の登山活動は，その総

仕上げと しての冬山合宿を今迎えようと している。

振り返ると夏の炎天下に重いキスリングを背負っ

て歩いたこと，初冬の富士山で烈風に耐えたこと，

これらはすべて厳冬期の登山に耐えることのでき

る体力技術，精神力を養成するための試練であ

ったのである。今まで習得したものが果た して冬

山で通用するか否かは，一歩山に入れば答えはす

ぐに返ってくるだろう。その時，だれもが自分の

考えが正しかったのか，間違っていたのかわかる

だろう。それが貴重な体験となるのである。山登

りにおいて経験ほ ど強い武器はない。冬山合宿は

長い登山生活の中ではただの一山行にすぎないカえ

あらゆる意味において， よりよい経験ができれば

今後の登山活動に生かしてもらえるものと思って

いる。 (中田 ・記 )

1.北部縦走隊

12月20日 雪~晴 戸台→角兵衛沢 1700m

盛大な見送りをうけて出発したが I年生はどん

な気持ちで山へ向かっているのだろう。今年は寒

気にたたかれそうだが，基本的山登りを して合宿

を成功させたい。

12月21日 晴 cs →角兵衛沢コル

角兵衛沢は雪が少なく雪崩の心配はない。コル

に着いてから第 1高点まで偵察するがラァセルは

ほとんどなく雪庇もでていない。

12月22日 晴 cs→2600mピーク

鋸岳の岩稜は意外に雪が多いうえにいやら しい

着き方を しているのでラッセノレにも苦労させられ

た。小ギャップ，大ギャップは支点を確認してか

ら懸垂で下降する。中ノ )11乗越は雪崩が発生しそ

うな所だが，連日の晴天のために問題なく通過で

きた。 2600mへの登りもラッ セルがきっく，その

上気温も高いので汗がでる。塩見岳ははるかかな

たにかすんで見える。

12月23日 曇 cs →甲斐駒→北沢峠

甲斐駒の登りになってやっとラフセノレから解放

されるが，今度は強風のために 1年生はなかなか

前へ進まない。大アゴでやっと頂上へ上る。 北沢

峠への下降はトレースをたよりにして岩を巻きな

がら下るが意外に時間がかかり，最後はリヒト

行動でやっ と北沢峠に到着 した。黄蓮谷では雪崩

で全員死亡とのとと。冬期の沢登りは考えもので

ある。

12月24日 曇 c s →仙丈岳下のコル

昨日の行動の影響で朝ゆっくりと出発する。途

中で駒沢大山岳部に会ったが年生が凍傷にか

かったので下山するらしい。うちの 1年生は今の

ところ異常なく元気であるが，仙塩尾根のラッセ

ルに耐えられるかどうか心配になる。それに して

も毎日富士山がよく見える。

12月25日 晴 cs →横川岳

まったく停滞な しで毎日行動しているが，皆よ

く頑張って歩いてく れている。大仙丈をコンテで

通過すると早くもラッセル地獄が始まり，交替で

ラッセルを続ける。 しかし年生は 1度ザック
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を取りに戻るとなかなか追いつかずにパテる一方

である。雪が降りださないうちに三峰岳に到着し

なければラッセルはひどくなるので，黙々とラッ

セルに専念する。

12月26日 晴 cs →熊ノ平

三峰岳まで延々 7時間のラッセルに耐え，やっ

とラッセノレから解放される。熊ノ平では中部隊と

合流できた。明日からはトレースを使ってパリ パ

リ歩くことができそうだ。塩見岳までもう少しだ。

12月27日 晴 cs →塩見小屋

csを出ると今日も良い天気である。一気に塩

見岳を目指して起伏の少ない稜線をワ γパで快調

に進む。所々に夏道が見えているのでラッセルは

ほとんどない。塩見岳への登りは，昨日の中部隊

がつけたトレースを利用して登頂する。予想以上

に佐々木の調子が良いので却って上級生がパテそ

うなくらいである。頂上での 1年生のうれしそう

な顔が印象的であった。登頂後は塩見小屋までザ

イルをつけて下降する。塩見岳を越えたことによ

り明日には下山できそうだ。

12月28日 晴 cs→鹿塩下山

すべて天気に恵まれてア γ という聞に完全縦走

ができてしまった。何よりも全員無事に下山でき

A 塩見岳へ向う

II.活動報告(昭和56年度)

たことがうれしく思う。

2.中部縦走隊

12月20日曇~晴身延→二軒小屋

昨夜は雨のために林道のトンネルの中で、クリス

マスケーキを臨んでパーティーをする。朝方には

雨も上がり転付峠めざしてひたすら登りと，重い

キスリングに耐える。峠には少し雪があるだけで

あるが，正面に見える千枚には雪煙が飛んでいる。

12月21日 晴 cs →千枚尾根 2600m 

大井川の川底からいきなり千枚岳まで無限と続

く登りである。石川と井本は 1年生で互いに励ま

し合っている。 2000mから雪が着いていて平均50

~60cmの積雪がある。本日は約 1100 抗を登ってダ

ウン。千枚岳は遠かった。

12月22日 晴 cs →荒川前岳コ ル

樹林を出たとたん強い風にたたかれるがアイゼ

ンが気持ちよくきく。千枚の小岩峰は残置のフ ィ

ックスロープを使用して通過する。悪沢岳はさす

がに風が強く，雪も吹き飛ばされているが，天気

が良く，赤石岳が目前に見える。第 1目標の悪沢

岳に登頂成功。

12月23日 曇~晴 cs →板屋岳

毎朝，富士山からの日の出が美しい。前岳のナ

イフリッジは 240抗をフィックスしてから荒111北

カールのジヤンクション尾根をコンテで下降する。

カールの横断はラッセルで時聞がメチャクチャか

かったが雪崩の心配がないだけに余裕がある。カ

ールから樹林に入ると久しぶりのラッセノレが待っ

ていた。板屋岳でラッセルにあきたのでそのまま

天幕を張ってしまう。

12月24日曇~晴 cs→三伏

入山以来初めてガスの中を行動する。伊那側は

バッサリと落ちているので樹林の中を歩かざるを

えない。いい加減ラッセノレにあきた頃にやっと小

河内の登りに出てワッパをはずすことができた。

アイゼンになると下級生たちはやけに早足で歩き

だす。上級生はとてもついて行けないスピードで

ある。伊那側の斜面はまるで鹿島槍のように迫力

のある雪のつき方をしている。 5時30分の交信で

南部隊の電波をキャッチする。聖岳のピークにい
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II.活動報告(昭和56年度)

るが停滞をしているらしい。

12月25日 晴 cs →北荒川岳

良くまあ晴れた天気が続くもので今日まで停滞

なしで歩いている。塩見岳は自の前に近づいてい

るがなかなか頂上には着かない。天狗岩の下から

ザイルをつけてスタカット・コンテで慎重に進み

第2目標の塩見岳に登頂成功。南アノレプスの真ん

中は360度の展望がほしいままにできる。北アル

プスまで良く見える。遠くに目標の北岳が控えて

いるのを見て心をひき締めて塩見岳を下降する。

あとは北岳を目指すのみである。

12月26日 晴 cs→熊ノ平

まるで春山のような天気である。そろそろ疲れ

がひどくなってきたうえに沢野の持ち込んだ風邪

がパーティー内に流行しそうなので半日行動とし，

熊ノ平の小屋でユッタリと休養して北部隊の到着

を待つ。夕方になって北部隊はフラフラになって

歩いてきた。せまい日本そんなに急いでどこへ行

く。ゆっくり行こうじゃないの。

12月27日 晴 cs →北岳→池山尾根 2700m

最終目標の北岳へ登頂すべく熊ノ平を元気に出

発する。昨日の休養のせいか，いつもにないハイ

ベースでバリパリ歩く。北岳山荘の前でひなたぼ

っこをした後に北岳を往復する。南アルプス最高

峰であり， 日本の第2の高峰である北岳はさすが

に魅力的である。雪のついたバットレスも登望善意

欲をそそる。池山尾根はスタカット・コンテで慎

重に通過し下降に移る。何度も後を振り返って北

岳を眺めていた。シリセードをしていて沢野が捻

挫をしたのをいいことに，すぐさま天幕を張って

ム連なる山をいくつも越えて…南アルプス

飯を作り始めて食いつぶしを行なう。

12月28日 楕 c s →夜叉神峠下山

腹いっぱいになると， とたんに元気になるもの

で，一路夜叉神峠に向かつて下山にうつる。しか

し，沢野がびっこなので空身にして勝手に歩かせ

る。元気な 4人は途中で昼寝をしたり，食事を作

ったりしながら楽しい下山日となった。最後は真

っ暗な夜叉神トンネルを恐る恐る歩いて春山みた

いな冬山合宿に終止符をうった。

3.南部縦走隊

12月20日 晴畑薙ダム→横窪沢小屋

いよいよ冬山が始まった。最後まで気を抜かず

に頑張ることが成功への道と考えながら歩いてい

ると，畑薙の吊り橋で塚越が突風に吹かれて落ち

そうになる。みんなでゆっくりと見物させてもら

ったが幸運にもダムの湖へ落ちずに無事であった。

12月21日 靖 c s →お花畑の先

スパッツ，アイゼン， ワッパとめまぐるしく雪

の状態が変化してゆくので休むごとに，セッセと

つけかえるのが大変である。お花畑まで単調なラ

ッセルが続くだけで苦しいのみである。

12月22日晴 CS→小霊

行動中に佐藤が 2度もアイゼンをはずし恐ろし

くなる。聖平へのトレースを発見したので思って

いたよりも順調に進むことができた。聖岳は数日

間雪が降っていない様子なので案外楽に登れそう

である。

12月23日曇~雪 cs →聖

佐藤のアイゼンは相変わらず調子が悪く，塚越

のアイゼンと交換する。その聞にルートを偵察し

て歩き始めると， 今度はこともあろうに 3年生が

バテだしてフラフラしている。天気は下り坂だと

いうのに聖岳の頂上に天幕を張らざるをえない。

少しはリーダーの身になって歩いてくれても良い

のではないか。こんなにアクシデントが続くとい

いかげんいやになる。そのうえ外は吹雪である。

12月24日曇~晴停滞

多少雪が降り続いているが風が強すぎるので停

滞と決めこむ。
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12月25日晴~曇 cs →百間洞

聖岳から兎岳までは気を抜ける所などない。ス

タカット 6ピッチとコンテでコルへ降り立ち.ま

たスタカットで登るなど，ずっとザイルをつけて

行動する。兎からはピークの連続で全く前に進ん

でくれない。全員フラフラになって百間洞に着い

たころには薄暗くなり始めていた。全員綿のよう

に疲れてシュラフにもぐり込ん芯

12月26日 晴 cs→荒川|小屋

赤石岳には雪が少なくアイゼンがバリバリと気

持ち良い。雪庇も出ていないので大聖寺平へも楽

に下降できた。しかし，自の前にそびえる荒川岳は

巨大であり，登りは急なうえ，かなりいやらしそ

うである。

12月27日 晴 cs →千枚岳

あまりにも天気が良いので荒川三山を越えてし

まった。前岳で中部隊の赤旗を確認した後に，悪

沢岳に登頂する。最後のピークを後にして強風の

荒川三山を下る。雪が少なく所々に夏道が出てい

るのでアイゼンが， ガリガリいっている。

12月28日 暗 cs →二軒小屋

他のパーティーは今日下山するらしいが，我々

は二軒小屋でゆっくりとするためにノロノロと千

枚を下降した。日だまりの小屋では明日の下山を

ひかえて昼から食いつぶしが始まった。全員満足

そうな顔である。

12月29日 晴 CS→身延

ポカポカ陽気の下山となり，楽しさや苦しさや

いろいろと思い出される杭のんびりした下尚が

今回の合宿の最後としてはふさわしいのではない

だろうか。

=春山合宿

一知床半島縦走一

<計画にあたって>

世町

南アルプスにおける冬山合宿も無事終了し例年

通り，年明けとともに新リーダー会が発足した。

当面の目標である春山合宿は北海道と決まったも

のの山域の決定にはかなりの時間を要した。北海

道の魅力はその未開性にあった。高さと峻険さで

II.活動報告(昭和56年度)

は本州の山に劣るカミ未知性を秘めたその原始的

なフィールドは，我々を十分に満たしてくれるも

のと確信していた。かく して知床と決ま ったのも

秘境としての憧れが結びついたように思える。知

床は地域的な特異性から，他の山では味わうこと

ができない風土の厳しさと美しさを備えている。

道内でも， さらに標高の低い山域ではあるが，

海洋性をおびた気象丘稜性の地形，アプローチ

の複雑色行程距離の長さ，など我々にとって未

知に富んだ環境とそ，真の実力を評価できる唯一

の場所ともいえる。マンネリ化した合宿の中で}

ただ単に積雪期の行動として終えるのでなく，そ

こには何らかの目標と魅力が(クラブ単位として

ではなく)部員個人にも見い出せる内容のもので

なければならないはずである。探険的要素の濃い

山行だ杭知床には「そこには何があるのだろう

か?J. Iそこは一体どうなっているのだろうか

? Jという素朴な疑問が，欲求が，登山の原点、が，

山を登るという意志の出発がそれぞれあるように

思え る 。 ( 大 谷 ・ 記 )

概要 羅臼岳より知床岬へのスキー縦走

期日 3 月 7 日 ~22 日

メンパー L大谷，塚越， 古野， 山本， 石川，

井本， 佐々 木覚， 佐藤

5月7日 晴羅臼混泉→間欠泉先

早朝， $)11路港に上陸。羅臼にて挨拶と許可をそ

れぞれ済ませ羅臼温泉より間欠泉まで入る。

5月8日 晴 cs →第2壁基部720m付近

先行パーティーがルートを選定しながらラッセ

ルしていくが40kgU上のキスリングを背負ってス

キーを使えるのは 2~3 人でスキーに使われてい

るといった感じである。一息峠までのラッセルで

はスキーに軍配が上がったカミスキーを背負つて

のヤブコギでは全員四苦八苦。

5月9日 晴~雪 cs →羅臼平

第2の壁に沿ってトラパースを続け登山川源頭

の滝を確認して沢へ下降する。ここよりスキーで

泊場まで無心に登る。扉風岩は右の斜面より取付

き羅臼平目指してひたすらツボ足で登る。
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56年度春山合宿 21
(知島半島縦走)
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5月10日 雪 cs →羅臼岳→オァカバケ岳手

前の台地

雪とガスのため，待機していたが，少し回復し

たので、空身で羅臼岳へアタックする。帰幕後，す

ぐ撤収して先へ進む。純白な知床の峰々を初めて

見ることができた。全員感動して見とれている。

サシルイ岳ピークにつく頃よりガスに覆われコン

パスを頼りにオッカパヶ岳手前の台地まで行く。

5月11日 雪停滞

5月12日 晴~曇 cs→ルシャ山先 550m 

オッカバケ岳に登ると，太平洋側とオホーツク

側の流氷の接岸状況が手にとるようにわかる。知

円別岳は山腹の東側をトラパースする。東岳から

の下降はスキーを使用するが，結果は惨たんたる

ものであった。

5月13日 雪停滞

メンバーの 1人に微熱があり，天候もすぐれな

いため停滞とする。

5月14日 晴 cs →ノレサ乗越 862机ピークの

手前コル

10時頃より天候は回復し，全員ヤッケを脱いで

の行動となる。知床には樹林におおわれた台地が

いくつかあり， どこへ出たら先の尾正良へ連なって

いるのかルートファインディングのむずかしい所

がある。
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3月15日 曇~晴 cs →知床岳北端

知床台地への登りはスキーを背負い必死に登る。

南端よりスキーを着けて北端の出口まで進むがア

イスパーン状なので歩きにくい。下降用の赤旗を

設置した後，全員で知床岳に登る。夜半より風が

ものすごくなってきた。

5月16日 雪停滞

外は烈風と雪で天幕が埋まり，いくら除雪して

も追いつかない。天幕の周囲 3m以上離れた所は

積雪O慨。こんなことがあってよいのか。地吹雪

の中，全員で天幕の再設営にあたる。

5月17白 地吹雪停滞

日本海にあった 2つの低気圧がひとつになって，

また沿海外|の低気圧が呼応するかのように東進し，

知床半島の真上を通過した。除雪したり，補強し

たり， とにかくいそがしい 1日である。風は夜ま

で強くとにかく疲れた。

5月18日 曇~雪 cs →ポロモイ台地北端

csより稜線通しに進み知床沼へ下るが， この

頃よりガスがひどくコンパスを頼りに進む。ポロ

モイ岳への稜線が確認できず， しばらくねば って

みたが，天気も悪いので行動終了とする。

5月19日 晴~雪 cs →知床岬灯台

天気は快晴。 1時間でポロモイ岳に達する。

1763mピークより滑降。ウイーヌプリに立っと岬

は手にとるようである。ところがいざ行くと小ピ

ークがいくつかあり，ヤブコギも出てなかなか灯

台までっかない。

5月20日 雪~曇 cs→ベギンの鼻手前

岬に着くと， とうとう来たなという実感が湧い

てくる。アカイワ )11までスキーでとばす。流氷上

II.活動報告 (昭和56年度)

を行ったり， アイゼン歩行になったりフィ γ クス

などをしているのでなかなかはかどらない。おま

けに海を泳いでいるヤツもいる。念仏岩から先は

流氷がついており，岸から 5mくらい離れて歩く。

5月21日 曇 cs→観音岩手前

csよりすぐ岩樵帯を20mフィ ックスする。流

氷が着いていれば何でもないが，昨晩一夜で流氷

が後退しているようである。ベギンの鼻は上の台

地を高巻き，メガネ岩は洞穴を通過する。剣岩の

岩樵帯はひざ下までの徒渉をしてそイレウシ川へ

出る。流氷を使って渡し舟をしたり，海に落ちた

りして楽しく歩いた。

5月22日 曇~雪 cs →岬町下山

観音岩は，最初の岩峰の右ルンゼを登り ，20m 

懸垂して浜へと降りる。案外あっさり通れたので

拍子抜けしてしまった。相泊までスキーで浜をと

ばす。岬町の町に近づくにつれて家の数も増え，

我々が道を歩くと民家の入札興味深げに見つめ

ている。底力を振りし』まってバス停までたどりつ

く。 2週間にわたる春山合宿は無事成功を収め終

了した。

準備期間，合宿と日を追っ て振り 返ってみると，

様々な事があった。メンパーの問題，ルートの問

愚山に入ってからは，スキーを壊した人， 夜，

国後の灯を見て絶叫していた人.天幕が飛びそう

になり真っ青になった人。流氷の海に落ちた人。

いろいろな事があったが，泣いて笑った16日間.

楽しい事も，つ らい事も，頭にきたとともあった。

でも今，これらの時間を共に分かち合える仲間こ

そ ， 大 切 だ と 思 う の で す 。 ( 大 谷 ・記)

ム 3月20日 太平洋傾IJに接岸した流氷と戯れながら海岸を行〈
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II.活動報告(昭和56年度)

ム春山合宿 知床半島スキー縦走 ポロモイ台地よりウィーヌプリへ向う

=個人山行 * 0谷川岳ーノ倉沢登挙

O谷川岳ーノ倉沢登挙

5月27日へ-28日 L矢崎，大谷

O丹沢原小屋沢遡行

5 月 30 日 '~31 日

O穂高扉風 岩

L並木佐々木(覚)

6 月 18 日 ~21 日 L向箆大谷. 0 B松野，

木F色村口，今野

O加賀白山

6 月 27 日 ~29 日 L矢崎，沢野，他 1名

O 南アルプス 北岳パットレス

8 月初日 ~9 月 3 日 L塚越，中田，古野

O 黒部 下ノ l廊下黒薙川柳叉谷遡行

8 月初日 ~9 月 3 日 L矢崎，田山

O中央高地 クワンナイ川遡行

9 月 5 日 ~7 日 L佐藤，井本

O南アルプス 赤石岳

10月 2 臼 ~5 日 L佐々木(覚).石川

O谷川岳仙ノ倉沢遡行

10 月 4 日 ~5 日 L田山，山本

10月 1日 L古野，井本

O 谷川岳幽ノ沢登撃

10月28日 L茂 民 塚 越

O 中央アルプス縦走

2 月 10 日 ~13 日 L大谷，石川

O 戸隠連峰西面P2登撃

2 月 9 日 ~13 日 L塚越，佐藤

女岩登りトレーニング

日和田山 4回

鷹取山 3回

広沢寺 2回

三ッ峠 1回

つづら岩 1回

越沢 1回

湯河原幕岩 1回

女その他

O天幕懇親会

10月 9 日 ~ll 日 西湖紅葉台キャンプ場
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員部

体育会合宿所内世田谷区八幡山 2ー 10-2 室部

リーダーの意志が伝わらず， 日常の生活，

ニングなどの不備が多々合宿に出てしまった。こ

れらは残念ながら夏山合宿に持ち越さなければなー

らなかった。結果として，中身の薄いものとなっ

てしまい，ルームでの生活におけるリーダーシッ

プのあり方を反省させられた。こういった多くの

課題を残したまま夏山を迎えねばならず.梅雨の

明けぬまま合宿に突入した。

入山，雪訓は連日の雨にたたられ

合宿ができなかった。新入生の技術面ひとつとっ

てみても.納得のいくものではなかった。だが，

良い結果が得られなかった定着に比べ，後半分散

は全パーティー計画を完遂することができた。例

年，成功率が低く，また昨年の事故などで満足に

果しえなかっただけに，各自がよ り一層自信を深

めることができた。

夏休み明けと同時に，後期の活動も冬山に照準

を合わせ行動を開始した。 10月山行は最後の無雪

期山行を楽しみ.秋山合宿は既に具体化した冬山

の計画(北ア.北鎌尾根~西穂)にのっとり.偵

察 ・荷上げ・エスケープルートの偵察とクラブの

総力を上げて行なった。
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満足のゆく

この頃よりゲレンデ・ト

大谷直弘

南アルプス全域における冬山合宿終了後.新リ

ーダー会は 2名の 2年生を加え発足した。当面の

目標であった春山合宿を.北海道の知床半島にて

無事終え 4月の新人募集と同時に本格的に57年

度の活動へと入っていった。五月山行は毎年うたき

な山行(春山合宿)の後だけに.士気の低下と共

に計画を完遂することができず.中途半端に終っ

てしまうケースが多い。ゆえに計画段階より，徴

に入り細に入りチェッグを繰り返し，それぞれ山

へ送り込んだ。冬山を想定した計画に至らず，個

人山行形式に止まらざるをえなかったものの，越

後，剣八ッ峰.頚城と広く求めていった。 4名の

1年生を迎え，初めての合宿を昨年同様穂高の横

尾にベースキャンプを置いた。梅雨の中休みに当

った今年は，日程を狂わされることなく順調に消

化できた。

しかし，準備期間，合宿を通じ部員の末端まで

昭和 57年度活動報告

CL 



II.活動報告(昭和57年度)

レーニングが開始され々 アイゼンを着けての登下

降・フィックスロープの通過など.実践的な練習

を盛り込λ~ 不安を積極的に解消してい った。

11月以降故障者が続出し， 富士山合宿は 6名と

いう少人数で行なわざるをえなくなった。個人の

持病の再発ではある沿いかんともしがたい事実

に，冬山以降の部活動に少なからず不安を覚えた。

雪不足と聞いていた富士山は 8合目以上は例年

にない大雪で.氷化した夏道ルートで 2件もの死

亡事故を目の当りにした。厳しい状態の中での訓

練・登頂を無事終えることができたものの，事故

積雪期山域自体単純な動事成功させた。

我々は.両手をあげて喜んでいられるものでもな

かった。合宿終了後，間髪を入れず冬山を最終段

階へ仕上げなければならなかった。

冬山において穂高へ入る目的として 2つのテー

マがあった。ひとつは u 困難性"またひとつは

ここ数年来足を踏み入れていない(積雪期におい

て)という山域自体への魅力であった。単純な動

機ではあるが帆 3000メートルの岩稜"へ憧がれて

いた気持ちが集約した結論であった。終始天候に

恵まれ内穂高本来の厳しさを味わえず.余力を残

して下山したが.それまでの過程を考えれば決し

て無意味なものではなかった。冬山合宿終了後，

リーダー交替をした新規リー ダー会は春山合宿を.

北海道中央高地で行なった。昨年来.体の故障で

参加できなかったメンパーを含めて.全員参加の

形で定着合宿(岩間温泉BC. ニベ ソツ岳.石狩

岳登頂)を行ない定着終了後，主力メンパーは富

良野岳~旭岳縦走を無事成功させた。

昭和57年度の年間目標は，冬山における u 困難

性"であった。当初リーダー交替より全面的に打

ち出していたものの.前期終了まで依然、山域.ル

ートを決定することができなかった。後期冬山決

定後，強い指導力をもってクラブをリードできた

ことを考慮すると.前期のプランクはリーダー会

内における僕のカが不足していたことを認めざる

をえない。未熟ながら u 困難性"を追求し.悩み.

考え.取り組んできた。同時に事故を防止できる

強靭なリーダーシップをそれに比例して確立しな

ければならない。また，最終的には，事故に萎縮

されないメンバーシップを創らなければならない。

穂高には高さと峻険さを.知床には極地性のフィ

ールドをそれぞれ求めた。我々の登山の枠をいか

に広げ，いかに後に残していくことができるのか.

どこまでパイオニアワークを伸ばしえるのか。何

とか，北鎌尾板~西穏に全体としての主張をまと

め.完成させることができた。

次に本年度の指導方針は.一連の合宿をベース

として，そこから白分の山をどれだけ主体性と創

造性を持って発展させられるか.関われるかにあ

った。 これらは当然個人の強い登馨意欲に応える

ことを前提としていたが，結果は空振りに終った。

中堅以下のクラブへの甘えもさることながら積

極性を欠いた態度は隠しようもない事実であり.

結局連れていかれる山登りから脱皮できなかった

のである。大部隊の名前を思うようにしていた数

年前に比べ.部員数も少なく，登る人間の山への

取り組み方も少なからず変わってきている様であ

る。しかしひとつの理想に燃え，試行錯誤を繰り

返 し山を登ることには変わりなく.またそれが大

学山岳部の原点、である以上.その過程においては

いつでもベストをつくして欲しいものである。僕

らは決してなまけてはいけないと思う。この 1年

可能性を求め，理想、に向かい共に山を登りえたリ

ーダー会ならびに下級生には.いかなる感謝の言

葉も十分でない。また多大な御指導を頂きました

OB諸先輩方に深く感謝し. 57年度をしめくくり

たいと思います。

ム西丹沢二ピラ沢 F2 
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記 録

=五月山行 ヲ除

1 .北アルプス剣岳八ッ峰~本峰

期日 4 月 29 日 ~5 月 4 日

メンバー L矢崎.古野

八ッ峰 I峰3稜は雪壁・リッジと変化に富んだ

興味深いルートである。黒四ダムから入山して 4

日目でやっと晴れ.今さらながらに八 γ峰の素晴

らしさに感激する。 5峰の懸垂用支点はドパーを

残置し40mでコルに達する。八ッ峰は上部に行く

に従いルートファインディングが難しく八ッ峰の

頭へ出るまで思うように進まない。計画の最終日

はチンネ登撃を計画していたが予備日が残り 1日

だけとなってしまったので下山する。今回は天候

に恵まれず.雨の中をひたすら登ったというイメ

ージが強く.楽しさとはほど遠かった。

2.越後荒沢岳~尾瀬スキー縦走

期日 4 月 29 日 ~5 月 4 日

メンパー L塚越山本

例年に比べ雪は少ないと聞いていたが，それで

も銀山平では積雪1.5mもある。前出山手前の岩

場は状態悪く. ザイノレが欲しいところである。荒

沢岳~兎岳聞はスキーが使えたものの，平ヶ岳ま

では猛烈なやぶこぎとなり.スキーを背負って悪

戦苦悶となる。天気は依然晴れず，毎日雨である。

平ヶ岳から山ノ鼻まではスキーで滑降し.尾瀬を

目指して歩き直す。大雪原と化した尾瀬ヶ原はガ

スがかかっているが.仲4おつなものである。沼

尻峠までスキーを背負って登り.三平峠より林間

コースに従って大清水に至る。

3.頚城山塊妙高山

期日 4 月 29 日 ~5 月 3 日

メンバー L大谷，佐#木(覚)

関温泉までタクシーで入札燕温泉に出る。リ

フトを 2つ乗り継ぎ.前山取付きの支尾根に出る。

雪は少なく地獄谷にそって登り出す。ある程度登

II.活動報告 (昭和57年度)

ってから妙高山と前山のコルへ突きあげているル

ンゼを登り妙高山頂に出る。頂上に幕営し，赤倉

側の斜面に下降路を見出す。気温が高く，雨も

降っているので雪崩が起こっている。雨のため.

1日半停滞という痛手を負い杉野原へ下る。

=初夏合宿 世r

概要北アルプス穂高岳横尾定着

期日 6 月 12 日 ~18 日

メンパー L大谷.塚越，古野，山本.石)11.

6月12日

6月13日

井本佐々木(覚).佐々木(清).

原凪鈴木(孝l.鈴木(雅).菱田，

OB松野.村口.中田.矢崎

晴島々→岩魚止

晴 C S →横尾BC

初夏の入山は 1年おきに晴れる。昨日同様天気

も良いので，全員快調に徳本を越える。ケルン参

拝低 BC入りし，天幕地の整備をする。

6月14日 雨停滞

6月15日 晴 BC~r間沢雪言111

本谷沿いの道は通行止となっているのでL 下流

の橋から右岸へ渡り潤沢へ至る。雪は例年になく

少なく.迷った結果.奥穂直登ルンゼの入口で雪

訓を行なう。

6月16白 晴分散登肇

①奥穂 ②槍ヶ岳 ③北尾根 ④常念往復 1 

日雨でつぶれたので.定石どおり遠出を 1日目に

もってきた。上級生は希望がかなった者が多いの

で，満足して行動を終えて帰って来た。

6月17日 晴分散登空襲

①北穂東稜 ②北尾根③~t穂南稜 ④奥穂

分散2日目になると 1年はほとんどグロッキーで

ある。なるべくゆっくり行けるルートに入れて登

らせる。

6月18日 晴下山

①長塀山②鍋冠③上高地上級生パーティ

ーを編成し，鍋冠山経由， 松本下山。 1年主体

の元気が残っているメンノミーを三股としたが，時

間オーバーで急きょ長塀山から上高地下山。
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=夏山合宿 * 
<夏山合宿にあたって>

いよいよ夏山合宿がやって来た。入山に始まり

雪上訓練.岩登り.定着から後半分散合宿.そし

て思い思いの個人山行へと最も躍動的で.自分の

山登りに取り組める季節と言える。合宿に始まり

個人山行まで.おのおの確実に消化してい っても

らいたい。昨年の夏合宿において転落事故・墜落

事故など普段我々の予測しえなかった範闘で. し

かも短期間に相次いで起こった。これは長期に渡

って.山の中で生活する我々にと って.油断とい

うもっとも注意をはらわなければならない盲点、を

つかれた典型的なものであった。これら昨年だけ

に止まらず. この点、においては数年前より表面化

してきていると言える。もはやどんな小さな妥協

も許されなくなっていることを再認識した上で，

部員各人が各学年の立場で内面的に.精神的に向

上することを，また部員間にある自分の技術への

妄信をなくし，あらゆる面で，再チェックするこ

とをもうひとつの合宿の課題とし.それぞれ取り

組んでいってもらい たい。(大谷・記)

概要 内蔵之助左俣定着・立山東面登挙

期日 7 月 23 日 ~8 月 5 日

メンバ- L大谷，塚越.古野，山本.石川.

<入山>

佐々木(覚).佐々木(清).井本.菱田.

鈴木(雅).原田. 0 B茂呂.中田.

矢崎

1 .薬師岳パーティー

期日 7 月 24 日 ~27 日

メンパ- L古野，井本.鈴木(雅).菱田

梅雨が明けないまま入山となってしまった。連

日雨天の中の行動となり年の疲労も激しい。

カールの底で、大日隊が待機していて，合流後 BC

ヘゴルジュを下降する。

2.大白岳パーテ ィー

期日 7 月 25 日 ~27 日

メンパー L大谷，塚越.古野.石川，佐々木清

入山直前になって. 1年が参加出来なくなり.

上級生だけのパーティー編成になった。 l年生の

いない合宿ほどつまらないものはない。昨年事故

の際.大変お世話になった大日小屋に挨拶を済ま

せ.室堂乗越経由で雷鳥沢へ。翌27日.内蔵之助

山荘にて入山報告を済ませ.内蔵之助カールの底

で薬師隊を待つ。合流後BCへ。

<定着>

7月28日 晴停滞

連日の雨にたたられ年の疲労が激しく.ま

たBCの整備も出来ていないので.停滞とし明日

からの体力温存をはかる。

7月29日 曇~雨 雪渓訓練

1年生が 2名という.例年にない寂しい雪訓と

なる。いまにも泣き出しそうな空を気にしながら，

ゴ、ノレジュを駆けあがる。午前中は直登直下降・夕、

イヤモンド歩行・滑落停止を.午後よりグリセー

ドと総括をする。技術的にはともかく. 1年生は.

少し基礎体力が欠けているようだ。

7月30日 曇 雪渓訓練

雪渓訓練 2日目。 2年生特司iI部隊は先行し.後

発隊はゆっくりカール目指して登る。天気は相変

わらずはっきりすれ ガスの中の寒い訓練とな っ

た。ザイル・ワーク主体に訓練に入るが年生

は疲れが抜け切れておらず.終始パテ気味であ っ

た。

7月31日 曇分散登肇

①中央山稜主稜②三尾根支稜 ③室堂往復

④中央山稜支稜 佐々木清下山のため.山本を同

行させる。今年の立山東面は雪が少なく. アプロ

ーチはほとんど， ガレ場登りとなる。塚越・古野

両パーティー・リーダーが折立の集合時間に遅れ

る。 リーダーにもなって， この程度の初歩的ミス

をおかしている彼ら杭一体何を考えているのか

わからない。厳重注意。全パーティー揃ったとこ

ろで，再度パーティーを組み直し食当を先に下ら

せる。

8月1日 雨停滞

あの夏の暑い日差しはどこに行ってしまったの

か。 8月に入ってまでも梅雨が明けないなんて。
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小雨の中， とぼとぼ三本歯へ登り出す。三本歯下

のガレ場で雨が強くなったために. B Cへ引き返

す。午後より OBの茂呂氏入μもラジオの気象放

送は台風10号の本土急接近を報じ，各地で注意報

が乱発される。夕刻より風雨共に強くなり，午後

11時までに器具天を除いて全て崩壊。翌 2日台風

は駆け足で本土を横断し日本海へ抜ける。

8月2日 曇停滞

靭.雨が上がるのを待って天幕の復旧作業に入

る。台風は.なおも日本海海上に止まったため.

雨雲はアルプス上空から抜けず.台風一過は望め

なかった。天幕の繕い. カマド作り.天幕地の整

備などと，ーからやり直し.明日に備える。

8月5日 曇分散登禁

①丸山尾根 ②A稜 @中央山稜支稜 ④ニ一

ドル稜 この日初めて立山東面を昼寝岩から望む

ことが出来た。天気は依然はっきりせず，登って

いてもいまひとつ気分が盛り上がらない。

8月4日 雨停滞

小雨だったので意を決して出発するが，昼寝岩

まで行くと雨が強くなり BCに引き返す。一体，

今年の夏はどうしてしまったのであろうか。

8月5日 晴 BC→黒四ダム下山

下山になって晴れ上がるという皮肉な合宿では

あるが.各後半分散のパーティーは計画に変更な

く出発する。

く後半分散合宿>

1.日高山脈力ムイエク~ピパイロ縦走

期日 8 月 11 日 ~20 日

メンバー L大谷.井本.鈴木(雅).原因

前半雨にたたられて日程がうまく消化出来なか

ったものの.後半は連日の好天に恵まれ心ゆくま

で日高の山と沢を味わうことが出来た。札内J118 

の沢からカムイエクまでは.入谷者が多いのでし

っかりした踏み跡がついている。稜線上も道はし

っかりしており，終始ゆっくりしたベースで登行

をすることが出来た。エサオマン北東カールを下

り，新冠二股より七ッ沼目指して登り返す。ピパ

イロ川はナメが美しく.岩盤のはったスケーノレの

大きなきれいな沢である。一直線に伸びた車道か

II.活動報告 (昭和57年度)

ら出る陽炎，その上空には入道雲が青空いっぱい

天を突いて湧き出ている。これこそ，本州の山に

は無い素晴しい北海道のオマケである。

2.黒部，下ノ廊下 黒薙川柳又谷カシナギ

深層谷遡行

期日 8 月 5 日 ~9 日

メンバ- L古野.佐々木(覚)

仙人ダムより関電の電車に乗せてもらい.大幅

に時間短縮となる。北叉谷より柳叉谷へ入り，広

河原まで数回渡歩，へつりをくり返し進む。計画

段階では.広河原まで‘の下ノ廊下がひとつのポイ

ントであったが.水量が少ないためかあっさり通

過できた。柳叉から深層谷に入るといきなり暗く

なる。 10mの滝を 2つ続けて登り.その後高巻き

で 1回アプザイレンして沢へ降りたつ。ここまで

くると沢も聞けて明るくなり.岩も花儲岩で美し

くみがかれている。上部コ、ルジュ帯は大きな滝も

なく，沢通しに登り続ける。源頭でスノーブリッ

ジの連続となり.高巻きのくり返しを強いられる。

猫又山のお花畑は美しく. しばし足を止めて見入

る。白馬大雪渓を駆け降り，パスにも乗らず一気1

に白馬駅まで歩く。

3.黒部上ノ廊下遡行

期日 8 月 5 日 ~12 日

メンバー L塚越. 山本.石川，菱田

台風10号の爪痕が痛均しく残っている道をひた

すら奥黒部へ歩く。下ノ黒ピンガ下で2回ほど徒

渉し.さらに右岸左岸と渡り返す。口元ノタル沢

出合では右岸を高巻き. 40恨のアプザイレンで河

原におり立つ。金作谷の出合でスノーブリッジに

阻ま九左岸に渡りゴルジュを通過する。赤牛沢

手前のゴルジュの屈曲点では，徒渉に数回失敗し

流される。立石奇岩までは岩床も美しく.水量も

少なく他パーティーと抜きつ抜かれつ.楽しし

のんびりと歩く。赤木沢の遡行は美しいの一言に

つきる。やぶこぎもなく楽に稜線に出ることがで

き.ひたすら双六小屋まで歩き続ける。笠ヶ岳ま

ではガスの中で何も見えず.下を向いて歩く。笠

新道を新穂高へと下山する。
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II.活動報告(昭和57年度)

A夏山後半分散合宿 日高山脈を北上するーアイヌ語で \\ft~tJ{岩崖を踏みはずして

下へ落ちる所、という意味をもっ力ムイエクウチ力ウシム山

=秋山山行 女

1 .北アルプス北鎌尾根~西穏縦走

期日 10 月 26 日 ~30 日

メンバー L大谷.古野.井本

日本シリーズを聞きながら高瀬の道をゆっくり

出合まで歩く。出合より右岸を遡り， ワイヤー吊

り橋を左岸に渡り返しP2支尾根に取付く。 P3 

は正面のノレンゼを登り. P 4へはブッシュを直登

する。独標はトラパースルートを抜ける。槍ヶ岳

山荘にて水を補給し.大切戸へ下降する。北穂頂

上までは所々凍っていて，アイゼンを着けての登

高となる。北穂~西穂聞は全て夏道が出ているの

で.これと言って問題はなく稜線漫歩を楽しむ。

今回は全行程 5日間天候に恵ま札偵察本来の目

的を十分果すと共に.秋のアノレプスをじっくり味

わうことが出来た。

2.槍ヶ岳荷上げA隊(中崎尾線下降)

期日 11 月 2 日 ~4 日

メンバ- L塚越佐々木(清)，鈴木(孝)

上高地へ下り立っと.既に穂高は雪化粧をして

いた。荷は40kg前後。ゆっくりしたペースで横尾

まで行く。殺生ヒュッテまではパーティーで行動

するが.後は各自勝手に登らせる。槍ヶ岳山荘に

てデポ料 1ヶ500円をとられる。山本石川の 2

名は荷上隊を離れ，潤沢岳へと出発して行き.我

々は槍ヶ岳へ登頂する。我々の白的は.荷上げと，

もうひとつ冬合宿でエスケーフ。ルートとなる中崎

尾根の偵察である。中崎尾根は問題がない杭西

鎌尾根の方が技術的に難しいように思える。

3.槍ヶ岳荷上げB隊(潤沢岳西尾根下降)

期日 11 月 2 日 ~6 日

メンバー L山本.石川

11月3日まで本隊と共に槍ヶ岳まで行動する。

3日中崎尾根隊と別れぬ穂高へと行動を開始する。

南岳の避難小屋は満員で入れず.外に天幕を張る。

翌日執ふぶいているので朝食後しばらく寝る。

午後より晴れてきたので行動開始する。潤沢岳西

尾根に入ると. ペンキ印とフィァクスロープがや

たら多く.予想よりノレートが整備されている。冬

本番においても問題はないように思える。
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=富士山合宿

概要富士5合目六角堂定着

期日 11 月 21 日 ~25 日

* 

メンバー L大谷.塚越， 古野. 山本.石川.

鈴木(孝)

11月21日 曇富士吉田→ 5合目 BC

朝もやの中，吉田駅を出発する。 1年が少ない

せいか.例年になく速いベースで歩く。吹き降ろ

しの風が冷たくなると.富士山へ来たという実感

がわいてくる。佐藤小屋で挨拶を済ませ六角堂の

天幕地へ向かう。

11月22日 曇~雨 B C ~8 合目雪訓

訓練は.燕沢 8合目で行なう。午後より天気が

悪くなり.ザイルワークを明日にして下山する。

夜半より大雨となる。

11月23日 晴 BC~8 合目雪訓

朝から風が強いので.出発を少し遅らせる。昨

日同様. 8合目夏道脇の燕沢にてザイルワーク中

心に訓練する。

11月24日 晴 BC~頂上ア タック

今年の富士は. 8合目より上が極端に雪が多く.

夏道ルートも全て氷の斜面となっている。本 8合

よりアンザイレンして行動する。頂上直下では，

所々アイゼンが入らず緊張する。登頂後，下降中，

東経大のサブリーダーが自の前で滑落死する。こ

の頃より突風が出始め， しばし進退をはばまれる。

11月25日 晴 BC→富士吉田下山

冬型がきまり，雪煙を上げている。ケルン参拝

後，カレ沢を下降して馬返しに出る。浅間坊にて

下山報告を済ませ吉田駅にて解散する。

=冬山合宿

一北アルプス北鎌尾根~西穂高一

期日 12月 19 日 ~ 1 月 3 日

* 

メンパー L大谷，塚越，古野，山本，石川，

鈴木 (孝)

<冬山合宿にあたって>

本年度の総決算たる冬山合宿を穂高連峰とした。

まずこの山塊ルートを選定するに当り収大学山

II.活動報告 (昭和57年度)

岳部としてより困難な登撃を"との意義を見出す

べく進めて来た。これは当初 3月に，年間方針と

して打ち出したことと変わりない。また我々にと

って穂高は久しく足を運ばなかった山域でもある。

北鎌~西穏は，輝かしい開拓期より様々な歴史

を作り，今日ではポピュラーなルートとして親しま

れ紹介されているが，それはあくまでも情報量

が氾濫しているだけであって，依然この時期の穂

高では 1級のルートと言える。全行程40km以上に

及V'， 核心部は岩と雪のミックスした岩稜で構成

されたシャープなルートである。

また常に3000m以上にさらされ，ザイルを駆使

し，一歩一歩進まなければならない。それだけに

各自の慎重な行動と， メンパーの協調性が必要と

される。ただ単に積雪期の行動として終えるので

はなく，各自が目標と魅力を見い出せる内容でな

ければならない。しかし，それも人から与えられ

るのではなく，各自が努力して創り出さねばなら

ない。穂高には現在の我々にとって，ありあまる

程の課題が含まれている。それは最終的には，合

宿を成功させることではある杭その過程におい

て各自がどれだけのことを成しえたかであると思

う。この 1年を通じ， 自分自身にあらゆる課題

を果し，創り，考え，処理し全力投球してこられた

かである。以上 1人 1人がより高度につきつめて

いたなら成否は問わず納得いく合宿が出来るは

ずである。(大谷・記)

12月19日 晴七倉→千天出合

信濃大町でマイ クロバスをチャーターして七倉

へ向かう。雪は少なく 20cm位の積雪で、ある。湯俣

から千天出合までは，左岸を忠実にたどるが，所

々道がガレに吸収されているので歩きにくい。

12月20日 晴 C S →北鎌尾根P4，P5のコノレ

積雪20~60c宵1，天上沢右岸に沿って歩き始める。

P 2支尾根の核心部(木登りピッチ )も残置に助

けられ，あっさりクリアーする。 P2直下の樹林

帯は風下になっているので，腰までのラッセルと

なる。稜線に出てからは， アイゼンをきしませて

快適に登る。 P3は，中央のルンゼを残置を掘り

おこしながら登る。 P4， P 5のコルは積雪量も

-205-



II.活動報告(昭和57年度)

多く，最高のキャンプサイトだ。

12月21日 晴 cs→P 8， P 9のコル

P 5のトラパースは天上沢側の 2ピッチをフィ

ックスして， P 5， P 6のコルへ出る。 トレース

はなく， ラッセルは胸までに達する。 P5， P 6 

のコルより千丈沢側を登り， P 6に出る。北鎌の

コルからP8への登り返しは， ラッセルがきっく

かなり時聞をとられる。

12月22日風雪停滞

未明に除雪を 1回行なう。

12月23日風雪停滞

12月24B 風雪停滞

12月25日 晴~曇 cs →P 10， P 11のコル

風が強いものの，視界がきくのでとにかく出発

する。計画段階では，独標を直上する予定だった

が，氷化していて状態が悪いのでトラバースルー

トへ入る。初めの 2ピッチは雪面のトラパース，

さらに 3ピッチ岩と雪のミックスした側壁を右上

する。千丈沢側からの吹上げが強く，涙が凍って眼

が開かなくなる。残り 3ピッチは適当に尾根目指

してフィックスを伸ば.す。

12月26日 雪 cs →槍ヶ岳山荘冬期小屋

昨夜は，晴れていたので期待していたが，朝起

きてみると雪がチラチラ。意を決して行動するも

のの時間もすると横殴りの風雪は一段と強さ

を増す。視界も30m位になり， ピークナンパーが

判別出来ず， どこを歩いているのかわからない。

槍の穂先は残置ピトンと， レリーフに導かれ，登

行していると，いつのまにか頂上に出た。頂上か

らは下降用に 3ピッチフィックス工作して下る。

12月27日 晴 c s→南岳避難小屋

昨夜1時過ぎまで，食糧・器具などの点検・パ

ッキングに時間をとられたので，出発を遅らせる。

大喰岳への登りは氷が堅く，アイゼンが入らない

のでピッケルのピックを打ち込んで登る。

12月28日 晴 c s →北穂取付のコノレ

大切戸への下降は 8ピッチフィックスして，ハ

シゴの上に出る。慎重過ぎると思ったが，少しで

も不安を感じたら，おしみなくザイルをフィック

スした。飛騨泣の通過も 3ピッチフィックス工

作する。時間切れで取付き直下で設営としたが，

日没まで時聞があったので，大谷，石川の 2名で

北穂、への登りを 5ピッチ(240 m )フィックス工

作に出かける。

12月29日 晴 cs→北穂頂上

昨日の最終フィックス地点から，さらにリッジ

を2ピッチ，尾根を 4ピッチそれぞれフィックス

して北穂頂上直下の雪壁に出る。大谷・古野で工

作，石川・鈴木で中継，塚越・山本で回収。ゆっ

くりではあるが，確実に安全に頂上ヘザイルは伸

びていく。

12月30日 雪 停 滞

12月31日 晴 cs →潤沢槍手前のコル

松濡岩のコルより潤沢側を， 20飢フィックス工

作する。足元から雪が切れて北穂沢の雪崩を誘発

させる。南峰からは，ザイルパーティーを組ませ，

行動させる。 ドームより潤沢槍まではルートを飛

騨側にとるが，夏道はまったく出ておらず，雪と

岩の斜面の長いトラパースとなる。アイゼンの出

っ歯が気持ち良いほど入る。正月シーズンとあっ

て，ここの通過は大変手間どる。

1月 1日 晴 cs →ロパの耳手前のコル

天幕地よりさらに 5ピッチフィッグスし，スタ

カット 3ピッチで，潤沢岳西尾根にとび出る。

人波をかき分けて，やっと奥穂の頂上へ。冬型が

きまり始めて 2日目，風は段々強さを増してくる。

奥穂から馬ノ背の通過は，アンザイレンしたザイ

ルが宙を舞い，確保どころではない。今にも岳沢

側に引きずり落とされそうである。

1月2日 晴 cs →商穂山荘

ロバの耳のトラバースは残置ピトンも多く，簡

単にジャンダノレムとのコルに出る。ジャンダルム

は，岳沢側を 2ピッチトラパースしてコプの頭へ

出る。西穂までは，思ったほど雪がなくあっさり

ピークにつく。

1月5日 曇 cs→新穂高温泉下山

ロープウェイ頂上駅の標識で， どのコースで下

山するか検討する。千石尾根を忠実に下ることに

したが，スキーヤーから叱責をうける。
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=春山合宿 * 
一北海道中央高地一

期日 定着合宿 3 月 13 日 ~20 日

縦走合宿 3 月 22 日 ~4 月 1 日

メンバ- L古野， 山本，石川，佐々木， 井本，

鈴木 (雅人 原因

<春山合宿にあたって>

昨年の知床に続き，本年も北海道の山を選んだ。

少人数になった現在では，部員 1人 1人が大きな

ウェイトを占めるようになる。 リーダー会とメン

ノζーとの壁を取り除き，お互いの信頼関係を高め

ていくことが， メンバーシップの向上につながる

と考える。山の魅力， クラブの実力，そして全員

II.活動報告(昭和57年度)

の意見を考え合わせた結果，北海道中央高地を選

んだ。冬山では果すことのできなかった全員参加

を実行し，この合宿が今年度の方向性を示してい

ると解釈してもらいたい。(古野・記)

岩間温泉定着(ニベソツ・石狩岳登頂)

メンバ- L古野， 山本，石JII.井本，佐々木，

鈴木 (雅人原田

5月13日 晴十勝三股→岩間温泉 BC

昨夜はステーションピパーグをし， ささやかな

がら入山祝いなどをする。林道をひたすらラッセル

し続ける。しまらない雪，広い谷， どこまでも続

く二本の長いスキーの線， 北海道に来たなという

実感がわいてくる。

北海道・中央高地
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II.活動報告(昭和57年度)

5月14日 靖 BC→天狗のコルAC

音更川を夏道ぞいに登り続け，天狗のコルまで

は何とかシール登高で行ける。サラサラ雪は始末

に悪く，悪戦苦闘の末，キャン プ地に着く。

5月15日 地吹雪 AC~ニベソツ岳

冬型の気圧配置に入り，昨夜は気温が下りなか

なか眠れなかった。視界はあるものの，風が強い。

頂上直下よりアンザイレンして行動する。頂上ア

タック後，下りでルートを失い時聞をロスする。

ACに帰りつくと全員顔面凍傷で，お互いの顔を

見合って思わず吹き出してしまう。

5月16日 晴 AC→岩間温泉BC

登高時のトレースはほとんど残っていないが，

全員快調に滑り降りる。帰幕後，焚火で魚を焼い

て食べる。

5月 17日 雪 BC →シュナイダー尾根

( 1350 m . A C ) 

尾根の末端から取付くが，スキーはすぐ使えな

くなりラッセルとなる。気温は高く低気圧の雪で

あり，腰までのラッセルに衣類を濡らしてしまう。

5月18日 晴のち雪 AC→石狩岳→BC

朝方まで猛烈な風であったが，出発時には絶好

の登山日和りとなる。長いラッセノレの末J. pに

着き，そこよりコンテで頂上を目指す。 ACに戻

り天幕を回収しているころより雪となる。撤収後

BCへ下山。

5月20日 晴岩間温泉BC→十勝三股下山

富良野岳~旭岳縦走

メンバ- L古野， 山本，石川

5月22日 曇十勝岳温泉→河原

上富良野駅を最終のパスで，十勝岳温泉へと入

山する。稜雲閣から急な斜面を下り，河原で設営

する。

5月23日 雪 CS→土ホロカメットク頂上直下

ホワイトアウトの中，重い荷にあえぎながら稜

線へはい上がる。目の前の斜面が登りなのh 下

りなのかまったくわからない。上ホロカメットク

の避難小屋は見つけられず，やむをえず設営する。

5月24日 雪 Cs :>富良野岳

天気は昨日と同挽 ブリザードである。地図と

コンパスを頼りに登る杭頂上についても何も見

えないので早々に下山する。

5月25日 雪 CS→美瑛富士避難小屋付近

こう毎日天気が悪いとさすがにめげてくる。全

員黙々とひたすらスキーを滑らせている。コンパ

スと地図からは，かた時も目が離せず，美瑛岳・

美瑛富士のトラパースは神経を使う。

5月26日 吹 雪 停 滞

入山以来4日間ブリザードで何もする気が起こ

らない。ゆっくり休養停滞とする。

5月27日 晴 CS →コスマヌプリの先

入山して 5日目で初めて太陽を見る。これぞと

ばかりに先へ進む。コスマヌプりから先は急に雪

面が堅くなり，また荷も重いので， うまく滑るこ

とが出来ない。

5月28日 快晴 CS →トムラウシの先

ピッチは上がり気味になり， トムラウシ岳が段

々大きくなる。黄金ヶ原は雪がほとんどなく，夏

道が所々出ている。サングラスを壊した古野が雪

盲となる。

5月29日 快晴 CS →卜ムラウシ頂上→忠別

岳避難小屋

トムラウシ登頂後，五色目指すべく登り出す。

雪は飛ば‘されていて無く，スキーが傷む。トムラ

ウシから先はルートファインディングが難しく，

天気が悪ければ相当苦労するであろう。

5月30日 快 晴 停 滞

天気は良い杭休養停滞とする0

5月31日 快晴 CS→旭岳石室

高根ヶ原は雪が少なく，地面が露出しているた

め， シールがかなり傷む。大雪に入ってからは，

スキーを背負って歩く。白雪岳・北海岳と快調に

進み，旭岳に着く頃は陽も落ちかけていた。遠く

十勝連峰から我々の歩いて来たシールの跡が見え

る。明日は，下山だ。

4月1日 快晴 CS→勇駒別温泉下山

旭岳スキー場をスキーヤーを抜うように下る。

下りはバラパラで全員好きなように滑る。
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=個人山行

。東大雪山スキー縦走

3 月 27 日 ~30 日 L大谷，山本

O 夕張山地スキー縦走

3 月 27 日 ~30 日 L塚越，古野， 石川

O奥多摩雲取山

5 月初 日 ~31 日 L山本，原田

O 谷川岳ーノ倉沢登禁

5月初日 L塚越，古野

O奥秩父 水晶谷遡行~東沢下降

7 月 3 日 ~6 日 L， 0 B矢崎， 山本，原田

O 西丹沢河内川ヒイチ沢遡行

7月4日 L佐 木々(覚)，鈴木(雅)

O谷川岳ーノ倉沢登馨

7月4日 L大谷，古野

O 日高 ベテガリ A沢遡行~中の川下降

9 月 1 日 ~6 日 L井本，佐々木(覚)

O 谷川岳仙ノ倉川西ゼン遡行

9 月 14 日 ~15 日 L大谷，原田

O 谷川岳 幽ノ沢登肇

9月26日 L， 0 B矢崎，大谷

O 穂高滝谷登掌

10 月 1 日 ~4 日 L塚越， 古野，鈴木(孝)

O越後 荒沢岳~八海山縦走

10 月 1 日 ~4 日 L大谷，菱田

* 

II.活動報告 (昭和57年度)

O奥秩父 クド沢峠支沢遡行

10 月 2 日 ~3 日 L山本， 佐々木(清)

O 八ヶ岳西面登掌

12 月 26 日 ~30 日 L， 0 B村口， 0 B矢崎，

鈴木(雅人原田

O 吾妻連峰 安達太良山縦走

2 月 8 臼 ~13 日 L古野，山本，鈴木(雅)， 

原因

O吾妻連峰スキー縦走

2 月 9 日 ~12 日 L石川1，佐々木(清)

*岩登りトレーニング

氷川扉風岩 2回

日和田山 1回

広沢寺 1回

三ッ峠 2回

越沢パットレス 1回

鷹取山 5回

金峰山小川山 1回

女その他

O新入生歓迎山行

奥多摩棒ノ折山 5 月 15 日 ~16 日

O 天幕懇親会

河口湖ペンション季節風 10 月 23 日 ~24 日

大石峠ハイキング 10月24日

ム 冬山合宿 北鎌尾へ西穂高岳縦走
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111.海外個人活動

登頂物語

赤城山とチョモランマ

憧'慢のヒマラヤ行

日大山岳部員・桜門山岳会員年譜

当会会員による海外登山活動の概括





1lI.海外個人活動ー登T頁物語

登 頂 物 三五
"日

世界 最 高峰ー北と南一二つの登頂記録

「あと 3メートル 2メートル 1メートル…

着きました…」

1970年5月11日， 日本山岳会エベレスト登山隊

は第1次アタック隊として，松浦輝夫隊員，植村

直巳隊員の2名を頂上へ送っ式 頂上到達の模様

が通信機を通じてドラマチックにABC(前進キ

ャンプ)へ伝えられてきた。

「パンザイノ パンザイ」誰とはなしに両手を

上げて叫び出し，握手を交わす。隊員同志抱き合

って喜んで、いるものもいる。言葉がわからないシ

ェルパも，この光景を見てワンテンポ遅れながら

も登頂成功の感激会に参加。

「グッド JIカンザキサーブ，コグラチネーシ

ョン」シェルパ達は， 早速， 日本，ネパールの大

きな旗を持ち出し， A BCに高々と揚げる。

「御苦労さん，御苦労さん…おめでとうござい

まーすJI頂上の眺めはいかがですか」

日大 OBの松田副隊長が機嫌よく通信機を口に

している。

「ハイ， とてもすごいながめです。 360度のパ

ノラマを今，思い切り楽しんでいます。 ABCの

天幕も良く見えまーす」…「本当にありがとう。

皆さんの力で頂上に登ることができました」

“ハァ…ハァ…"登りの疲労と酸素不足にあえ

ぎながら呼吸の合間に声を入れる話し方カミ登

頂報告をより効果的にし，途切れ途切れの交信杭

よりドラマチックに， より実感性を盛り上げ，迫

力さえ感じさせられた。

「まだ，下山が残っています…十分気をつけて

帰ってきて下さい/J

登頂隊は頂上に 1時間滞留して， 10時10分，下

山を始めた。

「ボクらもやれま したネ JIイギ リス ・スイス

・中国 ・アメリカ ・イ ンドについで世界で6番目

の登頂国ですネj

(昭和38年経済学部卒〉 神崎忠 男

そんな話を聞きながら，松穂植村両隊員の帰

幕準備をいそいだ。

5時30分抵濃いガスの中から 3つの人影が手

を振りながら近づいてくる。登頂隊とサポートの

藤田隊員の姿がはっきり見えると，皆いっせいに

かけ寄って両隊員に抱きつき，中には興奮のあま

り，知ってか知らずか頭をたたいている者もいる。

クンブ氷河を斜めに射す西日が，この光景を長

い影として映し出していた。この喜び，感激が大

きいということは， それだけ今日までの苦闘を物

語るのだろう。成田隊員，シェルパのキャクツェ

リンの死を乗り越え，隊員も使命感の中に実力を

十二分に出 し切り，体力的にも精神的にも，限界

を越えての成果だ、った。次の日，第2次登頂隊と

して，平林隊員とサーダーのチョタレーが頂上に

立った。

エベレス トアイスフォ ールよ部第 1ラダー

可

i
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III.海外個人活動ー登頂物語

それから10年…

かつて英国山岳会が 7度の登山隊を送りながら

登頂することが出来なかった北東稜からのエベレ

ス ト萱山を， 今， 日本山岳会チョモランマ主主山隊

の名のもとに 2名のアタァク隊員が頂上を目指し

て最終キャンプを出発した。 1人はかつて1973年

ネパール側より既にエベレストの頂上に立った加

藤保男隊員。もう 1人は， 日本テレビのカメラマ

ンとして今回参加したが，登山経験では決して他

の隊員には引けをとらない中村進報道隊員である。

彼は1975年エベレスト女子隊のカメラマン(日本

テレビ)としてネパール側より，サウス・コル上

までの経験の持ち主。常にカメラマン以上の活動を

している。ここで特記したいのは，彼が日大山岳

部出身で学生時代は部員の中心となり， 0 Bの期

待を集め，時の人的存在であった事。また日本大

学北極点遠征隊でも十分実力を発揮した事である。

1980年5月3日，曇，加藤，中村のアタック隊

員と中村省爾隊員，三谷統一郎隊員の 4人は C7 

を朝 9時26分. (北京時間。日本では朝の 6時頃

だろう)頂上に向けて出発した。

北東稜隊のドラマチックな登頂はここから始ま

るのだが，チョモランマ隊の苦闘のドラマは既に

1目前に北壁で起っていた。 5月2日， 3 B. 4 

日は報道的立場から見ると台本の無いドラマとい

ったととろで 3日間に渡って登山隊の悲劇と苦

闘が展開された。

~t壁隊第 1 次アタック隊登頂断念/。第 2 次ア

タック隊， C 5直下ホーンパイン ・クー ロワール

入口付近にて雪崩に遭遇，字部隊員行方不明(遭

難)。北東稜アタック隊，最終キャンプに帰幕出

来ず。加藤，中村，別行動のまま離ればなれにて

8000m無酸素ピパーク…。

この局面に接し，ひとつの回想と思念とが神崎

の脳裏をよぎっていた。 10年前，ネパール側より

サウス・コルに登り，初めてエベレストの北，チ

ベットサイドを見た時の印象が今蘇りつつある。

どこまでも続く灰色の大地。無気味なまでに静か

な広野，あの時の地獄絵的光景と今起りつつある

悲劇，舞台と役者が一つになって演じるお芝居の

観客となるが如く，錯乱と不安が過去の記憶とオ

ーノミーラ γ プしていた。

との一連の出来事を個人的には 5月のドラマ

「天国と地獄」と呼んでいる。

「カンザキサン，オメデトウ…」

「アナタノ，タンジョウビネ，今日ハ…」

1940年5月 1日に神崎が生まれた事を中国人は

知っていた。ひとときの日中友好ムードの中，楽

しい雰囲気のうちに夜も更けていった。

5月2日，北壁隊第 1次アタック隊，重広，尾

崎，和田の 3隊員が最終キャンプから頂上を果敢

にアタックする。第2次アタック隊，小林宇部

の2隊員がC4から C5の最終キャンプに入る。

北東稜隊も加藤，中村進，中村省砥三谷の 4隊

員が北東稜最終キャンプに入る。 ベースキ

ャンプでは北東稜隊の指揮をとる浜野副隊長

がルー卜を望遠鏡で追いかけている。 そのす

ぐ横で北壁の神崎が無線機をいじくりまわし

ていた。

北壁アタック隊は，深雪のラッセルに苦しめら

れ，時聞が経つにつれて天候も悪化したため，最高

到達点を 8550mとして第 1次アタックを断念した。

「ホーンパインで雪崩発生，後続の宇部の姿が

見えません……」

第1次アタック隊がアタックを断念して下りは

じめた17時20分頃のことである。突然，第 2次ア

タック隊の小林からの通信であった。朝，キャンプ

地のラ ッセルなどで出発の遅れた第2次アタック

隊の小林，宇部両隊員が最終キャンプに着く寸前

の事故である。この時の遭難状況を当事者の小林

は次の様に書き残している。

“ホーンパイン・クーロワール入口で小休止，

デポしてある酸素ボンベを宇部が背負って15時ホ

ーンパイン・クーロワールに入る。最初のチムニ

ー滝の 2ピッチ下より急に雪が深くなってきた。

滝の所のラッセルは，かなり深く宇部と途中で交

替した。ラ γ セル交替の時，宇部は何も言わず，

手袋の雪を落とすため，手をはたいていた。チム

ニー滝上より 2ピッチ登り C5のテントが見えて

来た17時30分，もう少しだと思っていたら急に自

の前が紫色になり，何だか分からないうちにスリッ
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III.海外個人活動ー登頂物語

プをしていた。滑り出して止まりそうにない。ま

た急に勢いがついて滑り出した。これでもうだめ

かと思った時， ガクンとショックがあり，体を横

にしてユマールで止った。ザックが肩からはずれ

落ちそうになったのでピッケルをさしてザァクを

固定する。鼻血が少し出ている。酸素マスグがは

ずれてしまい， ゴーグルもなくなっている。すぐ

1ピッチ下にいた宇部の名を呼ぶも姿も声もない，

ABCと交信する。酸素を交換し，下ろうとした

時， C 5の上に第1次アタック隊(重広，尾崎，

和田)が降りてくるのが見えた。下り始めて50机

で固定ロープが切れている。宇部は雪崩にさらわ

れてしまった。途中に止っているように祈りなが

らホーンパイン・クーロワール入口まで下るもな

にもない。雪崩の危険のない岩の下でザックにす

わり，震えながら第 1次アタック隊を待った。"

この小林も， 1982年12月27日， 日本冬期エベレ

スト登山隊に参肱加藤保男と共にエベレスト東

南稜，南峰付近にて遭難，還らざる人となってし

まった。天の国で北壁での遭難について宇部と話

し合っていることであろう一一。

宇部の捜索は17時40分，第1次アタック隊の 3

名と小林が合流してから手持ちのフィックスロー

プを使用して第 1チムニー下のデプリ付近にて行

なったものの何も発見することが出来ず，日没に

て明日を待つことにした。

翌日，北壁ABCは，全員で北壁下部に捜索隊

を送る。 12時10分，北壁を2000m滑落した字部隊

員を奇跡的に発見した。半ば・ンュルントに落ちかか

った遺体を見つけ，中国協力員の助けを借りA

BCへ安邑賀集ドクターの検死後，深く掘った

氷穴に仮埋葬した。

こういった北壁での捜索行動と報告の最中，北

東稜では，頂上攻撃へのドラマが展開されていた。

ノース・コルから北東稜へ突き上げている支尾

根を登り北東稜へ出て頂上に行くルートが，過去，

英国民中国隊のとった一般的なルートとされて

いる杭支尾根を登りきらずに，北東稜直下を右

に入り，稜線を左に見てトラパース気味に高度を

上げ，第 1ステップあたりに出るルートを1965年

中国隊の登頂者，王富州氏より聞いていた。

この北東稜隊ノレートは1924年英国第 3次エベレ

スト登山隊のルートでもあった。 「なぜ山に登る

のか… そこに山があるからだ…」あまりに有名

な言葉である。 この主人公ジョン・マロリーは

1924年6月8日， アーピン隊員と 2人で頂上に向

ったが，その日はガスでエベレストの頂上は下か

ら見ることが出来なかった。 2人はその雲の中へ

消え，そのまま還らぬ人となってしま った。この

時，彼らは頂上に立ったのか…立たなかったのか，

今だに謎のひとつとされている。

1971年，当時の隊長オデル氏が来日，その時，

私自身の耳で確めたことは，当時の状況からマロ

リー，アービンは登頂したであろうという事だった。

もし， あの時主まったとすると，世界最高峰エベレ

ストは1924年に初登頂されているのだ杭現在

記録としては，それより30年も後の1953年 5月29

日，エドモンド・ヒラリ -g~~ とシェルパ，テンジ

ンノルケの初登頂にある。マロリーとアービンの

登頂問題になぞられて，彼らの行方はどうなって

いるのだろう。これらはエベレスト登山史の一つ

のドラマとも言えるだろう…チョモラ、ノマ北東

稜隊は当時のカメラなど遺品の発見と収集の依頼

を英国山岳会から受けて， このドラマを追い，r落
ちてるものは何でも拾ってこい…」という浜野北

東稜副隊長の話を受けた各隊員は， 卜ラパース地

点にて，中国隊と思われる遺体まで拾ってしまっ

た。 1965年の中国隊に参加したカメラマンという

ことが後でわかった。

この時点でひとつの事実に気がつかなければな

らない。遺体は300mから400祝落ちて止ったもの

とも考えられる。従って中国隊のルートがもう少

し上にあったということだ…。 トラパースを早め

にとりすぎたということは，それだけ最終キャン

プの位置を低くしてしまったような気もしてなら

ない。

5月2日，北東稜隊は， アタック隊とサポート

隊が C6を発ち， C 7建設に向う。 C7はアタッ

クのための最終キャンプである。逆層のスラブの

上に積った不安定な雪に苦しみながらの登撃で，

予定より300mも低い8250mの地点に C7を建設す

ることになる。北東稜隊登頂のドラマはとこから
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1Il.海外個人活動登頂物語

はじまるのだ。

5月3日，曇っているものの視界は良い。 BC

では，昨日の北壁隊の遭難のショックが抜けきら

ず，北壁隊の捜索，北東稜隊のアタックと両隊の

通信体制lを朝早くから整えていた。

アタック隊は， なかなか出発しない一一。9時26

分， ノース・コルの小原の声が雑音まじりに流れ

てきた。

「アタック隊出発…隊員歩いています」

短い連絡ではあった杭すべてを今日にかけて

いることを知っている隊員誰もが緊張を覚える。

主稜線に向って登っていく隊員達の足取りは順調

のようだ。しかし，昨夜は 1本の酸素ボンベを 2

人でかわるがわる吸っていたので，眠るというより

もテントの中で明るくなるのを， じっと待ってい

た感じだったと加藤は言っていた。

北東稜からの頂上アタックは当初，加藤，中村

進中村省爾，三谷の4人とされていたが，酸素，

食糧や荷上げの問題などで，登頂メンバーは加藤

と中村進の 2人に変更し，中村省爾，三谷の 2人

は出来る限りのサポートにまわったのである。

加藤は，かつて1973年南面ネパール側より既に

エベレストの頂上に立った経験をもっている。日

本大学在学中から，兄の影響を受けて岩にとりつ

かれ，日大山岳部には所属せず自分の山登りを志

向してきた。

また，中村進は日大山岳部在籍中はリーダーと

して活躍。彼の学生時代，日大山岳部では北極計

画を推進中であり，彼自身，第 3次グリーンラン

ド遠征隊に参加，先輩，五月女氏の影響を受けて

卒業後は日本テレビのカメラマンとして山に入る

ことが多かった。 1975年日本女子エベレスト登山

隊にテレビカメラマンとして参加。サウス・コル

を越える取材活動とあわせ，女子登山隊への技術

的貢献も大きかったと聞き及んで、いる。今，お互

いに育ち方は違っているものの， 日本大学卒業生

の2人が1本のザイルに結ばれて頂上へ攻撃をか

けている。出発直後は順調なベースで登っていく

彼らの報告がノース・コルの小原から入った。

12時05分，加藤からの無線をBCでも傍受する

ことができた。

「今，第1ステシプの下にいます。王さんに聞

いた左にまわり込むルートはかなり悪いので，こ

こから右にトライしてみます…JI帰りもこちら

がベターのようでーす」

加藤のルート開拓で何とか第 1ステップを乗り

越えるが既に14時近かった。との頃より雲が湧き

出し，視界を失いはじめる。時計は15時を廻り，
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皿.海外個人活動 登T頁物語

サポート隊の2人を第2ステップの基地に酸素を

デポして引き返させることにした。第 2ステップ

の通過を加藤は次のように報告している。“サポ

ートの 2人には申し訳ない気持ちで一杯だったが，

彼らに別れを告げ，中村カメラマンと 2人で第2

ステップへと向かう。第2ステ γ プは思ったより

も悪く，乗越すまでに随分苦労した。特に下部の

チムニーは凍りっき，酸素の入ったザァクを背負

ったままでは登れず，登り切った時は呼吸が追い

つかず，窒息しそうになった程だ。第2ステップ

の上はかなり広い雪の斜面が頂上直下の三角雪田

まで続いている。しかし下部は傾斜もきっし岩

も出ており難しそうに感じた。どこにルートを採

ったらよいものか，色々考えながら登ってきた。

雪国の下に来た時，右の壁から稜線まで登れそう

なルートを見つけることが出来てホッとした。"

しかし， この頃から中村カメラマンの調子に変

化が現れる。酸素ボンベだけの霊山活動だけでも

容易でないのに，彼はビデオカメラをはじめ，放

送機材をたずさえての登撃…そして，任務として

の撮影のこと…明るいうちに撮らなければいけな

い…など，数々の思いが去来したに違いない。そ

れは彼の責任感の強い分だけ精神的な重みとなっ

て彼を責めた。高度は8750飢あたりだろうか。時

間は既に19時20分を指している。

この前低北壁で遭難した宇部隊員の遺体が北

壁隊のABCに収容され，北壁と BCの交信がし

ばらく盛んになった。北東稜隊アタックも， もう

頂上直下で交信どころでなく……もうじき原主か

らの吉報が届くだろうと勝手な判断に期待し，北

壁の悲報の交信が続いた。

「浜野さん，浜野さん， こちら加藤です。感度

ありますか一一」

突然，加藤が BCの浜野副隊長をトランシーパ

ーで呼んできた。何かいやな予感が流れ， B Cで

2人並んで座っていた浜野と神崎の不安な目が合

った。

「こちら浜野です。どうぞIJ 

「現在8750m付近にいーまーす」

加藤の声もかなり苦しそうだった。通信機を前

に，浜野副隊長からは， iまだそんな所にいるの

か…」というような表情が受けとれた。それは神

崎自身が強くそう感じたからだ。しかし，その後

の36時間は，そんな時間的な問題ではない。生命

の安全・危機脱出の台本のないドラマが展開され

たのだ。

「進さんのピッチがあがりません。このまま行

くと日の暮れるまでに頂上へ行って帰って来るこ

とが出来ません一一Jr進さんと別れて私1人で

頂上へ行ってきたいと考えますが浜野さんの指示

をお願いいたします」

「わかりました。それで、中村君の状態はいかが

ですか…どうぞIJ 
浜野副隊長の話し方は落ちついているように聞

こえるがどうぞ"の区切りがやけに大きく感

じられた。

「ハイ，ナカムラ デス，まことに申し訳あり

ません。私も疲れました。これ以上，保男さんの

ベースについていくことは出来ません・…・・ワタク

シとヤスオさんが一緒に行動すると頂上へ行けな

くなります。ワタクシは誠に申し訳ありませんが，

ここに残ります」

受信機に耳をこすりつけるように聞いていた浜 t

野副隊長からすぐには返信の声がなかった。これ

は登山の戦術の単なる判断の問題ではなかった。

今回の登頂には，世界で初めて，世界の最高峰へ

テレビカメラが上がり，家庭の茶の間と世界の最

高峰が直結する， という登山以外の大きな事業的

目的をもった登頂だったのだ。それを思う時，浜

野副隊長の判断の苦しさ，そして，中村カメラマ

ンの任務としての使命感から，この時の心境は，

この様な文章には書き表わすことは出来ない。

当然浜野副隊長は， ABCにいる日本テレビ

の岩下ディレグターに連絡。中村カメラマンの体

力を考えて，中村と加藤のセパレー卜を依頼…。

先程来，この交信を傍受していたのだろう。浜野

副隊長の短い説明で……事情を察知した。結論的

には，人命第一主義の安全からその旨を了承。加

藤，中村，浜野副隊長，そして日本テレビ岩下デ

ィレクターのそれぞれが今，重大な判断を余儀な

くされている。

「こちら浜野， こちら浜野…アタック隊，感度
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Ill.海外個人活動一登T頁物語

ありますか」

「ハイ，加藤です」

「加藤から提案のあった，加藤 1人で頂上へ向

うことを許可する。中村の安全を確保して出発せ

よ」

「ハイ，中村です。私ももう体力の限界です…

…」と話しているうちにも，加藤は頂上へ向けて

出発したらしい。浜野副隊長があわてて「中村，

トランシーバーを加藤に渡さな くてもいいのか…

一」と早口で伝達。

「ああ…そうだ…ヤスオさん， ヤスオさん…」

と加藤を呼ぶ苦しそうな中村の戸，現場の深刻な

模様がトランシーパーを通してもありありと伝わ

ってくる。この状況を，北東稜隊も北壁隊も各キ

ャンプの通信機で傍受し不安な雰囲気が登山隊を

支配した。

北東稜の最終判断を下したものの，浜野副隊長

も中村の状態，加藤がとれから向かう頂上への状

況を把握しきれず，責任者としての精神的な加重

は，隠しきれない。時が経つにつれて，頂上へ塗

るか登らないかということよりも，生命の安全へ

の不安が募り，気持ちもイラダッテくる。加藤は

通信機を持っていないため鉄砲玉のように頂上へ

向かったきり何の連絡もとれない。「神崎…ヤッ

チャンのことだから頂上に登るだろう…エーどう

思う?…」気晴らし気味に話しかけてくる浜野副

隊長に，どう答えていいのか迷う神崎でもあった。

中村とは交信が続く抗日が暮れるにつれて様

子がすさみ気味となる。日本テレビの関係では自

分の上司である岩下ディレクターに， 自分はカメ

ラを回すことが仕事で来たのに， その任務が果せ

ない，やるせない心情を詫びている。詫びる言葉

尻がよけいに悲痛感を伝えてくる。

「中村頑張れ/一晩頑張れるか/…」

誰かがトラン・ンーパーを怒鳴るように叫ぶ。中

村の聞くにしのびない声…そのうち通信機のバッ

テリーのもち時聞が心配となって来た。

「中村/君はもうしゃべるな。体力を消耗させ

ないようにしてじっとしていて， こちらの話だけ

を聞いていろ IJ 

もう， 日が暮れて， とうてい行動は無理な夜に

なってしまった。ビヴアークを覚悟の態勢に入る。

それにしても頂上へ向った加藤はどうしたのだろ

う…。中村は加藤と別れたあと，今登ってきた第

2ステップの危険地帯を明るいうちに下ってしま

おうと自分なりの判断をして，加藤と別れた地点

より下へ行動を開始した。しかし暗くてその難所

を下りるピンを見つけることが出来ず，やむなく

中村は，第 2ステップの上で待機し加藤を待った。

一方，加藤は登頂を終えて中村と~Ijれた地点へ戻

ってくると，中村が居ない。先に帰ったか， どこ

か快適なビヴアーク地点を見つけて夜を明かすの

だろうと思い， 自分は一応，中村と別れた地点で

ビヴアークすることに決めた。この事実は，誰れ

もが予想していた行動でーただ， トラン、ンーパー

のない加藤と連絡出来ず，確かな情報を得られな

いもどかしさが残ったものの，判断違いの不安は

あまりなかった。それよりもかえって連絡のとれ

る中村の安否に全隊員は緊張した。

二人は別々に一夜を明かす結果となった。無酸

素による8000mの単独ビヴアーク，彼らの実力を

信じていながらも不安はかくし切れない。

「中村/寝るんじゃないぞ介ー」

各キャンプからの声援が引っ切りなしに，無線

機を通じて投げかけられる。ひとりで夜を明かす

のも淋しいだろう一一。中村の心に安心感をと，北

壁のABC隊員が使用済みの段ボールなどを集め

て火を燃やしながら， カセットテープの音量を高

め， トラン・ンーパーに流し送り続けた。北東稜の

中村のすぐ足の下が北壁隊のABCなの芯

BCでは，相変らずトランシーパーを前に， 目

を真赤にして脂気のなくなった長髪を手でなで上

げながら，浜野副隊長が状況の変化に神経を尖ら

せている。その横では記録用のノートを持ったま

まの神崎が浜野副隊長の健康を案じていた。

「神崎…保ちゃん，大丈夫かなーー」

もう何回も聞いたセリフである。

「加藤のことだから大丈夫ですョーー」

神崎自身も不安の中にのめっていたが，浜野副

隊長の心中を察すると，方程式のように， r大丈

夫でしょう」という答えしか浮かばないその場の

雰囲気だった。

一216-
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「神崎，何時だIJ

「午前1時です」

「まだ… 1時か」

不安といらだちの中で何回となく時間が気にな

る。最も夜の長い一日だったと思う。何かをした

くても何も出来ない…少し寝て体調を整えた方が

いいとわかっていても寝る気にならない…ならな

いというよりも眠くないのだ。何回ともなく天幕

の外に足を運び，明るさを見ては神崎が浜野副隊

長に報告している。

次の朝，各キャンプとも. B Cと同じように，

マンジリともしないまま昨日の延長の中に夜明け

を迎え，日昇とともに北東稜の人影を追った。特

に北東稜隊の日本テレビ班は，超望遠レンズを取

り出して 2人の所在を探す。

「いたJ.rいた，いた，いましたIJ. 
「中村を発見しました」

「動いています」

緊張と興奮のあまり，言葉使いや表現までが高

度障害気味だが，全員がそんな感覚なため，何の

違和感も感じない。この通信を無心状態でボーと

して聞いていた浜野副隊長も，その声に「こちら

B C. こちらBC. ABC応答願います… J。朝

の肌寒い冷たい空気の中で殺気立った声，それは，

話すよりも，叫ぶというか，怒鳴っている感じだ

った。

「加藤はどうかIJ 
思わずトランシーパーに耳を近づける。

8時 25分，

「加藤は中村のひとつ頂上よりのコブでビヴア

ーク，今，パッキングをしている姿を確認いたし

ました」

これを機に，上部の状況がトランシーパーを通

してどんどん入ってくる。状況が分かれば，分か

ったなりの不安と，分かりながら何もしてやれな

いじれったさに，重苦しい気持ちは変わらない。

8時 35分，

「中村が無線機を操作している模様です。無線

機のアンテナが朝日でキラッ/と光りました…」

今は何でもニュースなのだ。実況放送のような

声が無線機を通じて各キャンプに流れる。

北壁隊のABCからも，北東稜が確認できる位

置にあり，交信を聞きながら 2人を確認した旨

の連絡が入る。ただちに救出作戦が展開された。

まず，加藤と中村が合流すること，そして救援隊

の山下，三谷が合流し， この難事を回避すること

を誰もが祈った。

r 8時35分，加藤が中村の方に向って動き始め

ました」

江本報道隊員の通信と共にいよいよ作戦の開始

である。同時に中村には加藤と合流するまで動か

ないように…今，加藤が中村の方に歩き始めたと

いうことを一方的に無線機で連絡する。

一方，救援隊の山下， 甲斐はC6を9時03分に

出発した。斉藤ドクターより指示が入る。

「加藤，中村は酸素がきれ今医学的にも心配だ。

C 7を越えてできるだけ上部までの救助を頼む」

C 6を出た山下は快調であったが，甲斐の体調

は思わしくないため，三谷と交替。山下，三谷の

救援隊をもって出発した。

r 9時55分，今，加藤と中村が合流いたしまし

た。しかし， こちらとの交信はとれません」

「山下，只今，キャンプ7に着きました」

「加藤たち2人も合流 した。そちら(山下)と

交信をしたい。山下開局のまま，しばらく待て」

第一段階の加藤，中村の合流がなり，あとは救

援隊との合流がひとつの山場となる。各キャンプ

からの情報が克明にABC. もしくは BCに伝わ

ってくる。しかし加藤，中村に呼びかけるトラ

ンシーバー交信は何の返事も返ってこない。加藤

が胸にトランシーパーをぶら下げているのが， ノ

ース・コルから見えるという。電池が無いのか，

あるいは寒気で機能が落ち，発信できないのか，

加藤がリードして下山する姿をとらえることが出

来た。 13時少し前. r 2人は第2ステップの梯子

を下りきりましたJという交信が入る。登りに，

中村省、爾，三谷隊員がサポートして， アタック隊

の下山用i唆素をデポし，折り返した地点に今，彼

らは達し，小休止している。

浜野副隊長は 2人の酸素を心配し， サポート隊

の中村省爾に交信を求めた。デポ地点(今， 2人が

休んで、いる地点)に新しい酸素ボンベが置いてあ
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ることを確認し早速，中村省爾隊員に，酸素ボ

ンベのある位置を 2人に指示すべく通信を何回も

くり返すよう命令した。

「保男さん，保男さん，早く臣室素を吸って下さ

い。デポ地のところに大きな岩があって，その岩

の稜線側…カンシェン氷河側のところに新しい酸

素ボンベがあります。早く酸素を吸って下さい…J，

「ヤスオさん， ヤスオさん……」

何回となくくり返す中村省繭の声が，この事態

の悲恰感を浮きぼりにする。それにしても彼らの

トランシーパーは通じるのだろうか。向こうから

の返信は無い杭こちらからの送信は通じている

気配を 2人の行動から感じる。

「省爾/もっと呼び続けろ」

BCの浜野副隊長がC6の中村省醸に強い口調

で命令する。

「保男さん…保男さん…岩場の上のカンシェン

氷河の稜線倶~にデポした新しい酸素があります。

早く吸って下さい…」歳のわりにはカン高い若々

しい中村省爾の声がトランシーパーに流れ，どの

キャンプでもこの異様な放送調の交信を不安の中

で閣いている。 ABCでは，交信に合わせ 2人

の行動を望遠鏡でとらえ，逐次BCの浜野副隊長

へ連絡を送ってくる。

「加藤が立って歩き始めました/J

「そして…中村は…中村はそのままです」

「加藤もウロウロうろついているだけです」

2人はもう8000机の高度で何時間もの間，酸素

を吸っていない。「保ちゃん，酸欠で頭がやられ

たんじゃないかな…」浜野副隊長は 1人つぶやく

ように言いながら 「大丈夫かな」と隣の神崎に

話しかけてくる。 Iまさか，そんなこともないで

しょう…」と楽観的に神崎は答えたものの決して

本心に基づく答ではない。浜野副隊長をなぐさめ

る意識の中での返事に過ぎなかった。神崎自身，

m やられたかな"とも思っていた。

神崎は， 1976年ソ連最高峰コミュニズム峰への

登山で高度 7000mのキャンプにおいて，隊員の 1

人が高度障害にかかった時の状況を思い出してい

た。その時と同じ状態に加藤でも中村でもがなっ

たら大変な事態を招く，という不安感が頭のなか
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で錯綜していた。しかし，もしそうだとしたら，

ここへ来るまでに既にその状態になっていただろ

う。高度障害の可能性も少ないと勝手に良い方に

判断し，自分自身の気を紛らわした。まら浜野

副隊長にすれほとういう状況下にあって，何か

あればとかく最悪な状況を考えたくなるものだろ

フ。

「加藤と中村が一緒になって下り始めました」

この時，加藤は中村省爾の通信を聞いていた。加

藤自身デポした酸素のことは知っていたので別に

問題なく回収して 2人で吸ったのだが，あまり C

6の中村省爾の声がしつこいので: また新たに酸

素がデポされているのかと思ってうろうろ歩きま

わったと言っていた。それを見て下では“頭がお

かしくなったのではないか"と判断したわけだ杭

後の笑い話とはこんなことなのだろう。

一方，救援隊の山下，三谷はC7で態勢を整え

て，更に上部へ救援の足を延ばした。救援隊自身

もかなり疲労しているはずである。もう第 1ステ

ァプの基部ではないかと山下が上を振り向いた時，

赤と青の点のようなものを見た。快晴ではなく薄

いガスがかかっていたが辺りは大変明るい。彼ら

ではないかと山下は顔を突き出すようにして上を

しっかりと見た。

「いた/J
声には出さない抗体全身が赤と青の点にヲ|っ

ぱられる程の感動を覚える。 15時10分，山下から

C 4に連絡が入る。

I 2人が私達に気がつきました。 300祝位上に

います。雪がパラパラ落ちてきます。 30分もしな

いうちに逢えると思います」

上からは加藤，中村のアタック隊，下からは山

下，三谷の救援隊の歩みよる光景が，見えないな

がらも，今，誰もの脳裏に浮び描かれた。早く逢

わないかーと誰もの心が早鳴った。

「只今アタック隊と合流致しました」

時に15時24分，歓声があがる。中国の人達も走

り寄って来て手をたたく。

「山下/2人は元気ですか」

思い出したように後尾に力を入れた浜野副隊長

の声が再び上へ飛ぶ。



「えーと， えーと…」

山下からは期待する返事が返ってこない。この

時の状況を山下は次のように報告している。

“加藤，中村両名の所まで駆け登る。加藤さん

と互いの両腕をたたき合い，無事を喜びあう。午

後3時半近い。中村進さんは，15m離れた所に岩

にもたれてうなだれていた。そばに寄って言葉を

かけるが反応が少ない。それでもテルモスの水を

少しずつ間隔をおいてほとんど飲んでしまった。

目が見えるかと聞くと， 自分の指先も見えないと

言う。酸素ボンベのゲージを読むと，ゼロを指し

ている。あと 3分の 1程残っている僕のボンベを

吸ってもらうことにし，すぐ下降にかかる"

そして，その後の交信で加藤は両手が凍傷にか

かっているが元気という。

この一連の登山記録を， 日本帰国後の 7月16日，

“これがチョモランマだ「生と死の36時間J"と

いう題名で日本テレビが放映。テレビの画面を見

ながらも……「只今，アタック隊と合流いたしま

した/Jあの山下の声に，全身の力が抜けていく

感覚の中で，思わず， ワァーと泣いて浜野副隊長

と抱き合ったことを昨日のととのように神崎は思

い出していた。

一方，北壁隊は映画としての記録はないものの，

北東稜につづいてこれまたドラマ的な頂上攻撃を

行なっていたo

5月2日C5直下の雪崩事故による宇部隊員

の死亡事故は，北壁隊の登頂計画を断念せざるを

得ないのではないかとまで思われた。しかし，北

壁隊の隊員の土気は決して衰えていなかった。た

だ宇部隊員の死に対する気配りがムード的に暗さ

を感じさせていた。 8550mまでのノレート開拓(第

1次北壁アタック隊最高到達点)は再度の攻撃

を誰もの胸に刻むものであった。

北壁ABCでは，宮下副隊長を中心に隊員間で

かなりの意見交換が行なわれ，最終的行動計画と

して，重広，尾崎の両隊員がアタックメンバーに

選ばれた。

5月10日， アタック目前夜のBCでは，北壁隊

チームリーダーの神崎と，宇部隊員の遺体に付き

III.海外個人活動一登頂物語

ム AB Cにて(左は神崎)

添ってきた小林隊員が期待と不安の中に夜を明か

した。

朝3時20分， A BCからの交信をキャァチ。

「こちら登頂隊……ABC感度ありますか 一一 j

「……・・」

r 2時30分頃起床しました。気iffilマイナス28度，

天気良好です」

「……・・」

アタック隊から発する声は聞こえるが， ABCか

らの声は聞くことが出来なかった。次に情報をキ

ャッチした時は既にアタ γ グ隊は天幕を出発し，

頂上に向っていた。 7時20分に交信が入る。

「ラッセルは第 1次の時より状態がよく登り易い

です一一」

声も明るく，聞くかぎりでは自信にあふれた光

景を思い浮べていた。 8時40分，重広の元気な声。

「只今，第 1次最高到達点に着きました。このま

えより体の調子は良いようです。天候も最高で無

風状態です」

そして，次の受信では更に楽天的な会話。

「神が我々に味方をしそうな気がします一」
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この頃より， B Cの望遠鏡で彼ら 2人の姿をと

らえることができた。ホーンパイン・クーロワー

ルを抜け， しばらくは頂上に向け直登する。頂上

直下に大きな岩雪壁がある。この岩雪壁の基部状

の所で右にトラパースして西稜に突き上げるノレン

ゼ状の雪氷にルートをとる。 BCからのぞく望遠

鏡でもまあまあのルートファインディングで登撃

が続けられているが， ここまでくると状態が悪い

のかスタカットで登っている。

「はい……わかりました……」

BCでは何だかわからない杭 ABCより注意

か指令が出ているのだろう。

午後 1時10分頃，西稜に突き上げるルンゼ状の

雪面を登り始める報告が入る。酸素が不足気味な

ので，休むときは， レギュレターは閉じて休んで

いるらしい。

1時30分，突然視界がなくなった。 60年前のマ

ロリーとアーピンの悲劇jもこんな状態だったのだ

ろうが，それは少し後になって気付いたことでー

しばらくは不安な気持ちでそんなことを考えつく

余裕もなかった。雲の中での登撃が続いているの

だろう……。かなり長い時間通信が途絶える。 A

BCもBCも不安感が高まる。

5時50分，待望の交信が入る。重広の声で，前

方を尾崎が西稜づたいに頂上へ向っているらしい。

「西稜に出てからルートが悪い状態です」

「今， ここではローツェが下に見えます」

「私達の上は強い風が吹いているようですが， そ

れが私達(重広)のK2の時と同じような頂上に

続く風であればよいと思います」

相変らず重広の交信は余裕のあるようなユーモ

ラスが言葉が返ってくる。

「ルート上は視界がけっこうあり，尾崎は順調に

頂上に向っていますー J

そのなかで，時間的にもタイムリミットが迫り，

一迫るというより，既に過ぎていたと言った方

が的を得ているといえよう一登頂の可能性に加え，

隊員の安全性に不安が募る。その後 1~2 回の

交信があり，もうすぐ頂上という内容のものだ、つ

たが，いっこうに吉報が入ってこない。

8時50分，突然尾崎隊員より交信が入った。

「頂上につきました」

「あと 1mぐらいで頂上です。これ以上高い所は

ありません。重広さんももうすぐ頂上につきます」

BCにいた締崎も涙をこらえるのが大変だった

が，ついに登頂を終えたかと思うと同時に下山の

不安が胸1こよみがえり，また不安の世界にひき込

まれる。

その日は，8000mの西稜上で2人はビパークを

し，翌日日，無事， C 4に帰ってきた。

オド

* 
1963年(昭和38年)日大山岳部から桜門山岳会

一要するに， 日大を卒業し学生から社会人とな

り，誰もがむかえる自分の山登りのひとつの転換

期であった。当時は，今の様に簡単に海外の山に

行ける環境でもなく，特に学生の海外登山などは

発想の段階で一笑に付された時代だった。しかし，

未知に憧れ，山に向う心情はその時代性は違って

も今も昔も変らず，その時代なりのアルピニズム

を追った気がする。今にしてみれば“遠征ゴγコ"

などと笑われてもいるが，この卒業の年に日大山

岳部の合宿(春山)の一環として，当時の部長瀬

能先生を総隊長に学生10名で台湾の山に出かけた。

その頃，台湾(中華民国)は今日の様に自由に

入国できる国ではなく， “行くことのできない国

の山"という魅力も含めて台湾の山での合宿計画

に，オーパーな言い方だが血が燃えた。台湾とは

いえ学生が10名もの隊を組んで海外で合宿をする

ということに強いユニーク性をもっていた。まず

入国という問題から登山準備が始められたが，そ

れなりの努力と苦労の中に実現したわけで， 日本

を出発する時は既に準備を含めた登山エネルギー

の80%を終えた感覚であった。

今ではヒマラヤや，極地にも行き易くなり，ま

た無酸素登山や少人数登山， アルパインスタイル

などといって，かなり高度な登山が行なわれてい

る。

登山に流行などということはないのだろうボ

そういったを山にひきつけられがちな登山界の中

で， この台湾の山を含め， グリーンランドやパミ

ーノレの山へ行けたということは， 自分なりの考え
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方で"行ける時に行っておいてよかった"と後に

なってその価値観を拾うことがままある。

今. 1970年のエベレストと1980年のチョモラン

マ登山の感想を書こうとするとき，過去私の経験

した 5つの海外登山の中で，この二つの登山はど

うであったのかという比較検討論法からの発想で

書き始めないと，普段文章を書いたこと のない私

には成文としての自信がつかめない。もっとも気

がつくことは，台湾の山もエベレストも規模や技

術的な違いがあったとしても， 自分の心に残って

いる山の良さ，登山のおもしろさというものは，

それぞれの山に，登山にあるということなのだ。

そういった中で，私が1970年のエベレスト. 19 

80年のチョモランマ ー との山に対する心は何だ

ったかというに，やはり世界の最高峰ということ

の魅力が強かったと思う。学生時代，よく「謙虚」

という言葉が使われた時があった。功績を自負

したり，有名志向でものを考えたりすると感覚的

に反動がすぐ返ってきたりもした。“自信とウヌ

ボレの違い……"こんな心情を気にした一時代を

通り抜けた自分とも思い込んでいるせいか，自分

の参加した登山隊が大きい登山隊， ハデな登山隊

III.海外個人活動ー登頂物語

と思われることを気に病む時期もあった。友だち

の誰もが「考え過ぎ」と言い，却ってウヌボレ思考

を自分で意識しているのではないかとも言われた。

これが，このエベレスト登山の後遺症になったこ

ともあった。エベレストやチョモランマに行った

とき，いろいろな言葉がまわりから入ってきた。

良いこと，悪いこと，正しいこと，間違ったこと，

当人はそんなつもりでやっていることではないの

だが……思い違い，理解不足，勘違い……な乙

そんな時に落込んだりして自分の弱さが山登りに

ひきづられたことも私の登山人生の思い出のひと

つだ。

エベレスト，チョモランマについては，かって

英国アルパインクラブが果敢な攻撃をかけ，つい

にチベット側から登れず，最初の遠征から30年目

にして初めてネパールサイドから登頂に成功した。

初期の英国エベレスト登山隊の記録を読み， ロン

ブグ氷河， ロンフーク寺院 ノース・コルなど，マ

ロリーの遭難も含めて，私のひとつのロマンの地

でもあった。 1970年代は，中国の政治情勢などで

自分が生きているうちにはチベットからのエベレ

スト(チョモランマ)はとうてい考えられなかっ

ムペリチェ付近より力ンテガ(中央)とタムセルク(右)
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回.海外個人活動一登頂物語

た。サウス ・コルに立って初めてチベットを見た

時の感激は，頂上に登ったに匹敵する喜びを感じ

たものだった。その時の第一印象は， I灰色の大

地」。自分の頭の中で勝手にロマンの地などとあ

たたかい空想をもっていたぽっかりに， よけい灰

色の感を強くしたのかもしれないが，あの当時の

中国という国のもつイメージとも重って，暗いチ

ベットを見たのである。ロマンの地杭呪われた

地ーではないが心に複雑な感覚を残したことを

今でも明確に覚えている。そして， 1980年，その

ロマンの地であり呪われた地でもあるチョモラン

マへの夢が実現した。本で読んだロマンと，サウ

ス・コルから見た灰色の大地は，よりチベットへ

の輿味と憧がれをさそい，半ば好奇心の気持ちで

チベット入りした。

登山に関しては，両方とも報道関係がスポンサ

ーだったこともあって広くマスコミにPRされ，

それなりの期待感をもたれた。期待に対しての使

命感というプレッシャーは，好きな山に登るには

負担であったに違いないが，気の持ち方では， こ

れが刺激剤となって，ややもすると衰え気味な土

気や技術面をささえ，隊員が十二分な実力を発揮

した。そうい った使命感のようなものが登頂成功

の一因になったことも見落とすことはできまい。

見栄を張ってもまずいカえ誇りをもって山に登る

という，いい意味での突っ張り/が使命感や期待

感にこたえる中から生まれ，これを自分なりの成

果とも思い，帰ってきた。

山登りを始めてから，山の良さ，仲間の良さ，

そして組織(クラブ・チーム)の良さを常に感じ

ながら自分の登山人生をみつめてきた。そしてな

んのわだかまりもなしひとつひとつの登山が思

い出の一頁に納められたということは私なりに価

値感の大きなを山だったと思っている。

最後に個人的なことにふれ，ると， 1970年ローツ

ェ7350祝地点の滑落による事故， 1980年， 7∞Om 

における高度障害による心臓発作一よく世間で

いう九死に一生を得たというにふさわしいでき事

は，私の登山史に残る事項であると同時に，あそ

こで死ななかったのだから今死んでは損をすると

いう，生命尊厳主義に徹してこれからの人生を強

く生きたいと考えている。

企ロンブク氷河よりチョモランマをめざす。後方はプモ・リ
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ill.海外個人活動 赤城山とチョモランマ

赤城山とチョモランマ
我が心の故郷 一一一

東京から北の方に向かつてなだらかに広がる関

東平野は，埼玉県をすぎて群馬県の前橋あたりま

でくると，次第に土地は傾斜をもって上がり始め，

やがて三国山脈谷川岳連峰が，まるで城壁のよ

うに績に広がり，裏日本と表日本の境界線をなし

ている。

それらの山脈の手前，関東平野側にまるで小さ

な砦のように妥える三つの山々抗上州三山とい

われる赤城山，榛名山，妙義山である。私は，そ

の三山のひとつである赤城山の麓にある前橋とい

う町に生れた。

「上州のかかあ天下と空っ風」がいつから有名

になったかは知らないが，冬，裏日本に大雪を降

らせ，からつからになった冷たい風が，なだらか

な赤城山の斜面を滑るように吹きおろしてくる。

そして，まだ十分に冷たいその風が最初にぶつか

る町が前橋なのである。

この冷たい空っ風のせいか，前橋の子供達は，

女の子も男の子もみんなほっぺたがリンゴのよう

に赤くなってしまう。かかあ天下は， との冷たい

風のせいかどうか知らない杭確かに上州の女性

は働き者である。しかし，残念ながら美人は少な

い。

ここで断っておく杭我が母は東京は深川，木

場の材木問屋の娘で，生粋の江戸っ子である。父

は千葉の出身。であるから，私には上川|の血は入

っていないのである。しかL.，空っ風の吹く前橋

で生れた私は，家のすぐ横を流れる広瀕川，そし

て利根川や敷島公園の松林など，川や林の自然に

囲まれ， さらに，北の方に顔を向ければ， どこま

でもなだらかな裾を東西に伸ばす赤城山が見える

のである。つまり，私は生れ落ちた時からその

赤城山を見て成長してきたのである。

父は，私が9歳の時からスキーに連れていって

(昭和 43年経済学部卒) 中村 進

くれた。最初に父が与えてくれたスキーは，前橋

の建具屋さんが特別に作ってくれたもので，一枚

の板をスキーの形に切り，先の方を湯につけて紐

で引っぱって曲げた手作りの味のあるスキーであ

った。ストックは，家の庭に生えていた竹を切り，

数日間乾燥してから父がリングと手皮をつけてく

れたもので，靴はスキー靴らしき形をしたゴム製

の靴であった。

朝5時，昔の家なので部屋の中でも吐く息が白

い。海苔としょう油の香ばしい匂いがプーンと鼻

をつく。母である。私達より数時間も先に起きて

七厘に炭を起こし，モチを焼いている。堅くなら

， 
守る.

'JrAi 
a襲

為
勺

ムアタック前 ノース・コルにて

後方はチョモランマ 1980年4月末

円

δ
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月
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1lI.海外個人活動ー赤城山とチョモランマ

ムチョモランマの麓(海抜5，OOOm)チゾン村のチベット人達と記念撮影

1979年11月，秋の偵察(中央が中村)

ないようにビニールで、包んでリュックに詰め込む。

今日のスキーのお弁当である。母に見送られ，父

と二人で上越線の新前橋駅へ向かう。 6時何分か

の始発列車に乗るためだ。まだ暗い道を家から駅

まで30分以上， スキーをかついでお歩かねばならな

かった。

一方，私は前橋の川や林を自由に飛び歩きまわ

った。利根川の急流を泳いで横切るのは少年達が

勇気を示す冒険の対象であった。私が初めてその

横断に成功した時比強い少年達の仲間入りをや

っと果し，子供心にも成長していくことを味わっ

たものである。林へ行けば，スイカ， トマト，ナ

シなどの畑があり，いかにうまく盗んで食べるか

が官険であった。

私は，真に野生の動物のように前橋の自然に囲

まれ，風の冷たさ，雪の感触，急流の波の力， 日

光で温かくなっているスイカやトマトの自然、の味

こうしたものを十分に味わいながら，少年時代を

過ごしていったのである。

ここで}私は履近のヒマラヤ無酸素登山による

クライマーの死を思う。

彼らは，そうした自然の恵みや，大自然、がもっ

力をどれ程理解していたのであろうかと……。

人間もまた自然の中に生息する生きとし生ける

ものの，ほんの一つぶにすぎないことを。さらに，

大自然、の力の前には，私達人間の力などまったく

はかないものだ， ということをどこまで理解して

いたのであろうか。

“自然との闘い"という言葉をよく用いるが，

彼らの死はあまりに即物的すぎはしないだろうか。

冬のエベレス卜頂上へ向かった加藤保男が8000

mの上から送ってきた交信は， rよーし，ガンバ

ルぞー/Jであった。私は， カセットテープで，

ゴーゴーと風のうなる音と混った彼の叫び声を聞

いた瞬間，身に震えるような戦僚を覚え，そこに

死を感じた。

一方， 1980年の春，私がチョモランマの8700m

付近で無酸素でビパークした時である。翌朝，次

第に意識が薄れていく中，心地よい気持ちになり，
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III.海外個人活動一赤城山とチョモランマ

なにか体が溶けて山に吸い込まれていくような，

それは母なる女神が優しい言葉で呼びかけ，私を

抱いてくれるような不思議な気持ちになっていっ

た。といま思えるのである。

とすれば，加藤，小林両氏とも，無酸素登頂後

消息を絶った二人は，恐らく和やかな美しい顔を

して眠っているに違いない。ただ，彼らは帰る先

を間違ったのではないか，彼らはヒマラヤの女神

の胸もとへ帰っていった杭やはり，彼らを産ん

だ母のひざもとへ帰るべきでなかったか……

ただ，加藤保男の死は，天才がもっ死であった。

地球最北の村， シオラパルクでエスキモーと 1

年間生活を共にした私は，そこから多くの貴重な

教訓を得た。

例えば， 自然に対する人間の心のもち方，生活

技術ーここでいう生活とは生きるという意味

などがある。

何を言いたいかというと，私達登山家の極地の

をι験や知識など，エスキモーの子供にも及ばない

貧弱なものだ， ということである。酷寒な地に生

き抜いて四千年の歴史をもっエスキモーと私達で

ある。ヒマラヤにしてもしかり。この世に生れ落

ちた時から四千メートルの高地でト聖なる山々を見

て育ったシェルパを初めとするチベット人達に，

生活の技術一一分化といってもよい一自然に対

する心のもち方な乙単にアルピニズムと称して

登山を始めただけの人間達が及ぶものでないこと

を知るのである。

チョモランマを母なる大地とし，その麓に生き

て，数千年の歴史をもっチベット人達と， ヒマラ

ヤへ行き始めてまだ50年にも満たない私達日本の

登山家である。

チョモランマーー母なる大地ーの麓に住むチ

ベット人達は，長い行商から戻る途中，前方にそ

の聖なる山の姿を再び見るにおよんで，そこに父

や母を思い，兄弟を思い，そ して妻や子のことを

思うのであろう。

上州の赤城山は，真に私のチョモランマであり，

我が心の故郷なのである。

私達の登山の中に， 自然、に対する人の心をもち

たいものである。さすれば，登山がもっと味のあ

るものになるであろう。

結局，主主山は人の心の中にあり， また人の心の

中に自然があるものではなかろうか。

(昭和58年 11月28日)

憧慢のヒマラヤ行

フェアウェザ一山群の偵察を終え，アラスカ州

都ジュノー上空に差し掛かった。着陸の時間待ち

で，旋回しているセスナの中でのことである。同

乗していた奥原(上高地西糸屋の跡取り)が，な

んとも気恥しい顔をして，小さな声で僕にささや

いた。

「松野…俺ゃっちゃったョ」と。

何気なく，何をしたんだ， と聞いてみると「漏

らしたんだヨ」と言う。彼の腰からシートのあた

りを見ると濡れているのである。とまどい呆九

(昭和 53年文理学部卒) 松野 丘包
f亘乙

声も出なかった。セスナを降りる時， レンズを拭

くために持ってきたタオルで，パイロットに見つ

からないよう，素早くシートをきれいにい早々

セスナから逃げて行った。

これが僕の初めての海外遠征，日本山岳会学生

部アラスカ遠征だった。ランゲル山群，サンフォ

ード(4950m )の登頂に成功い第2の目的だっ

たフェアウェザ一山群偵察をセスナから行なった

ものだった。奥原には，穂高へ行くたびに，立ち

寄って御馳走になる。街にいて，俗化していく自

F
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III.海外個人活動ー憧僚のヒマラヤ行

分の心と対照的に，いつ逢っても変わらない彼を

見ていると，何も言うことができない。我慢しき

れなくなって失禁し，済まなそうに謝まった彼の

心がわかる気がする。山岳部の諸兄も，穂高の帰

りには西糸屋でこの話を肴にすれば下山祝いの

ビールに，カツ井ぐらいタダで食べられるかもし

れませんヨ。

憧れのヒマラヤ行きが決まったのは，それから

2年後， 1980年の春であった。日本山岳会チョモ

ランマ登山隊である。とは言っても経験も実績も

無い，たかだかアラスカの5000m峰を登った人聞

が隊員に選ばれるはずも無い。周知のとおり， こ

の隊の後援が日本テレビ，読売新聞だった。読売

新聞は登山活動を記事にし， 日本テレビは，世界

で初めて最高峰登頂をビデオで撮影し，放映する

という事であった。その日本テレビでは，北極点

遠征を初め，何かと日大山岳部に馴染みのある岩

下さんと， OBの中村進さんが，今回も撮影を担当

する事になっていた。カメラマン助手に選ばれる

までの経緯はと言うと，北極点遠征のトレーニン

グで冬の富士山に登ったことが始まりだと思う。

それ以前にも中村さんとは，遠征の準備を一緒に

行なっていた。このトレーニング山行も頼まれた

ものだ、った。学生の合宿が終わってすく1 日本テ

レビのボッカアノレパイトとして，後輩の村口と参

加した。余談になるが，ここでもエピソードがあ

った。 OBの中山さんも我々と同じボッカで， テ

ントを運ぶはずになっていたのだが，登ってこな

かったのである。我々は，中山さんのことだから

一人でも大丈夫だろうと，先に頂上に上がったの

だが，待てど暮せど中山さんは来ない。別に中山

さんが来なくてもいいが(失礼I)テントだけは

来てほしい。師走になろうとする冬富士。アイゼ

ンを履くのが初めてというスタッフが数名いるの

に。さらに，天気は悪化し，吹雪となった。おま

けに， 30分もかけてやっと雪を解かすことしかで

きないガスコンロが 1台あるだけ。吹雪で夜とな

り，冬富士初めての人がいては，降りることなど

できる訳がなかった。結局，吉田口度上の嬢れか

けた便所に待退色村口と僕は， テントが無くてシ

ョックだったカミ ビパークの訓練だと思い，来な

いテントは仕方が無いと結構楽しんで、いた。大

変なのは，岩下さんと中村さんであ石。もしかし

たら中山さんが遭難 ?…顔には出さなかったが，

気が気ではなかったろう。

まんじりともせず，寒さに震え続けた夜がよう

やく 明けib濡れたシュラフから顔を出すと，隙

聞から入った雪でザシクもシュラフも，すべての

ものが真っ白になっている。シュラフから顔を出

すにも，雪がかかるのでみんな静かに， まるで泥

棒のように， そっと出てくる。見ていJて何とも滑

稽である。

起きて早々，荷をまとめ，中山さんはいないか

と，お鉢を一周するが見当たらず，一人で下山し

知らせに行く。九合目を降りた所で植木さんに会

うが，知らないとのこと。スワ一大事。 200mぐ

らい下に中村，鈴木，今野の後ろで，何やら怒鳴

っている太った人がいた。池田さんである。遠征

隊のメンバーも頂上に泊る予定だったのだ杭学

生がパテてビパークしたのだとわかった。僕が近

づくと，池田さん開口一番「こいつら使いもんに

ならねえやIJ 池田さんの愚痴をのんびり聞い

ていられず，中山さんの件を話すと，池田さんの

顔色が変わった。それもそのはず。遠征を来春に

ひかえ，僕も池田さんからは，学生の遭難は，絶

対に起こすなと，夜中に横浜のスナックに呼ばれ

たことがあった。中山さんは，池田さん達とも一

緒でなかった。頂上にいる中村さんの所へ駆け足

で戻る。 トレーニングは中止になり下山する。

佐藤小屋に降りると，上での遭難騒ぎの張本人

である中山さんが，何気ない顔をして座っていた。

話を聞くと， 天気が悪かったので行かなかったと，

悪びれた様子も無く言うのだった。どうやらツェ

ルトぐらいは持っていると思っていたらしい。中

山さんだか らなのか，喧嘩や嫌味も言われず，持

って来た肉で，佐藤小屋で大宴会になってこの山

行を終えた。

1980年のチョモランマ登山隊の日本テレビのス

タッフには，僕の他に 2名の助手がいた。その中

で僕が一番早く決まった。富士山での山行と，デ

ィレクターの岩下さんが何回か僕に逢った時の印
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III.海外個人活動憧僚のヒマラヤ行

象で決めたものであろうと思うが，山岳部のOB

諸氏の推薦が大きかったのではないかと，感謝し

ております。また，岩下さんへの中村さんからの

アドバイス，同じ山岳部で使いやすいということ

である。

今にしてみると，チョモランマにおいては， 自

分でも恥かしいくらいのエピソードがある。実は

僕は， 中村さんと一緒にチョモランマの登頂者に

なろうという大それたことを考えていたのである。

アラスカのたかだか5000飢の山しか登ったことし

かない僕が，それも準備をしている何ヶ月も前か

ら日本を出発するまでの間，いや，出発してから

も， ラサへ着き，ベースキャンプを設営い実際

に体を使い，5000m以上でヒマラヤがいかに厳し

いものh 高度JI頂化が大変なものであるか，身を

もって体験するまで，そう思っていたのだった。

振り返れば，自分でも苦笑し，赤面してしまう

ような夢物語である。中村さんを初め，メンパー

はヒマラヤの8∞Om峰登頂者を含め， 日本の中で

もトップのクライマーばかりだ。それ杭報道関

係は，夜遅いのはあたりまえとは言うが，準備期

間中， トレーニングもろくにせずi酒を飲む生活

では，話にもならない。チベットの首都ラサでは，

一部の隊員が朝早く起きて，市街をジョギングし，

裏山を駆け足で登り，早くも高度JI頂化のトレーニ

ングを始めていたということを後で聞かされて，

その並々ならぬ闘志に驚いたものだった。

報道関係もラサに入ってから忙しくなってきた。

朝は暗いうちに起きて，朝食もろくに食べずに隊

員を乗せたパス，食島装備を積んだトラックの

列を，いいアングルで撮るために 1時間も早く出

発し， カメラを構える。朝の 4時 5時。夕方は

その逆で， トラックの隊伍を撮ってから， 目的地

へ最後に着く。隊員達の食べ終わった食堂に入り

残り物を食べるのである。撮影は夜に及ぶことも

ある。隊員の宿舎での私生活を撮ることもあった。

仕事を終えて帰札機材の手入れ，バッテリーの

蓄電。登山活動でも，キャラパンでも，撮影した

ムロンブク氷河よりチョモランマ(中央)

司
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1lI.海外個人活動ー憧慢のヒマラヤ行

フィルムの何十分のーが，放映されるのである。

特にベースキャンプより上では，隊員を送り出す

のを撮影し，機材を持って追いかけ，いいアング

ルの所で、隊員を待ち撮影する。それの連続である。

6∞Omでー機材を背負つての駆け足は大変な労力で

ある。

北東稜に前進キャンプ(C 3 ) 6500mが建設さ

れ， ノース・コル (7007m)へのルートが確保さ

れ，数日たった頃，胃の痛みを覚える。その痛み

は，日に日に激しくなり，夜だけだったのが，昼

にも起こり，やがて眠れなくなってきだ。当人し

かわからない痛さである。夜，昼となく襲ってく

る痛みに， うめき声さえ出すようになった。高度

障害からくる急性十二指腸潰蕩だった。

僕が， AB Cの隊員テントぺ食糧を取りに行っ

た時のことである。同じ潰蕩で苦しんでいた浜野

隊長は，痛さがわかるのか，岩下さんにベースキ

ャンプへ降りるよう言ってあげると言う。岩下さ

ん，浜野さん，スタッフの数名が集まってすく1

僕は岩下さんから烈火のごとく怒られた。その時

のことは今でも鮮明に頭に焼きついている。岩下

さんにしてみれ』式 日本テレビのスタッフは， 自

分が管理しているものであり，仕事であり，登山

隊には迷惑をかけないというのが基本線であった

のだろう。スタッフを管理し，動かしていくべき

立場である。岩下さんも僕をベースキャンプに降

ム1981年ヒマルチュリにて

ろすことは，深く考えていた折に，隊の方からそ

の件を言われたのである。また僕が浜野さんに早

くベースに降りられるよう，頼んだとも受け取った

のかもしれない。ベースに降りることを言ってく

れた浜野隊長，僕の体のことを誰よりも心配して

いた岩下さんにも，本当1こ済まないととをしたと

悔やんだ。

ベースキャンプを建設して38日。第 3キャンプ

から僕はベースキャンプへ下って行った。ベース

へ戻ると，先輩の神崎さんと尾崎さんが休養して

いた。神崎さんは， C 3への荷上げ中，心筋梗塞

になり，尾崎さんは，気管支炎を起こしていた。

日本テレビのテントは広く，誰もいなかったので〉

3人でこのテントに入ることになった。夜になる

と， このテントは悲惨なものであった。僕が痛み

でうなり声をあげ;神崎さんは，酸素を吸いっぱ

なし。尾崎さんも苦しい咳。

しかし，尾崎さんは日に日に良くなり，斉藤ド

クターからスト γ プされているタバコも隠れて吸

えるようになった。僕も一週間程すると，痛みも

無くなってきた。神崎さんは依然調子が良くなく，

食事も，果物 カン詰だけという程だった。神崎

さんとは，先輩，後輩。お互いに慰め合ったが，

出るのは愚痴とため息ばかりで，虚しいものだっ

た。

4月17日，尾崎さんは北壁へ戻って行き 5月

10日には登頂に成功した。僕も斉藤ドクターの看

護と，休養で痛みもなくなり， 11日目には ABC

へ向かった。北東稜は，アタック態勢にすでに入

っていた。僕と木村カメラマンはABCをとって

返し，登頂時のベースキャンプの歓びの瞬間を撮

影をする仕事にあたった。

5月3日，北東稜隊は，加藤さんの単独登頂。

北壁隊は 5月10日，字部さんの遭難を乗り越え，

重広，尾崎両隊員の初登頂となった。

登山という行為を報道という立場で経験させて

もらったわけだカミ今まで僕が経験した登山は，

頂きに登るために，いろいろな方法でルートを変

え，高みを目指すものであった。たとえ頂上を極

められなくても，苦.しく端ぐ登山でも，登ること，

ただそれだけに喜びを感じていた。しかし今回の
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遠征は，登ることは仕事であり，それに喜びを感

じてはいけなかった。 山という大自然をノミックに，

隊員の感情，思考を，登山隊とはまるっきり別の

第三者の立場で見なければならなかった。

登頂態勢が整い，ベースの浜野さんから，登頂

隊員の発表がトランシーパーでアタァクキャンプ

に告げられる時のことである。ある者はマンカ、を

読み，ある者は爪を切っている。また登山隊とは

全然、関係の念い者のように，背をまるめ，横にな

っている者もいる。時間が凍ったような流れ拍登

頂に成功したかどうかわからず，8800m付近での

ピパーク。双眼鏡を通して，アタック隊員の一挙

一投足に，一喜一憂するベースキャンプ。登山と

いう行為の中での人間の神聖さと醜さ。見てはい

けないものを見てしまったような気がする。

山，それ自体を対象にしていればよかった今ま

での登山とは違い，登山者の葛藤，輿ぶり，挫折，

エゴイズムを目の当たりに見てしまった。隊員と

いう中であったなら，当然ありうるそれらの感情

は， あたりまえのこととして受け止められただろ

う。 しかしカメラマンという第三者的立場になる

と，今まで何の経験もなかった僕にさえ，妙に冷

ムガウ リサンカ ール南東稜
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ill.海外個人活動ー憧僚のヒマラヤ行

静にとらえることができた。

チョモランマの思い出といっても，これといっ

て無い。あまりにも大きな遠征で，撮影の手伝い

で精一杯で，他のことを考える暇など無かった。

僕は元来，無器用なタイプであると思っている。

ひとつの物に没頭していて，他の物を， それと同

じようには，解せないのである。それに，報道隊

と隊員との聞には，越えてはいけない一線がひか

れていた。

そんな中での，チベ γ トからのチョモランマ。

ガンパ・ラ(峠)から見下ろしたヤムドク・ツォ

(湖)の青色荒涼と したチベット高原から突然

目の前lこ現われた毅然と連立した白いヒマラヤの

ジャイアントたち。青く鋭く尖った氷塔の合聞か

ら見え隠れするチョモランマ。数え上げたらきり

が無い程の景色が脳裏に焼きついている。言葉で

は，言い表わせない強烈な印象だった。

いろいろな思いを胸に秘め，チョモランマのベ

ースキャンプを撤収して，帰りのキャラパンが始

まろうとしていた。 70日間の登山活動が終わった。



III.海外個人活動 憧僚のヒマラヤ行

動き始めたトラックの荷台からチョモランマを

見続ける。いつの山行でもそうである。山から遠

ざかる時が一番やりきれない気持ちになる。おそ

らく二度と来れないだろう，チベットからのチョ

モランマ。そんな寂実とした気持ちの中で，満足

した仕事ができなかった後悔と，仕事とはいえ，

自分の求める山と掛け離れてしまった遠征。

お金をもらって仕事として行ったのだから左割

り切っても， なぜ、か納得できないというのが，心

の隅にひっかかっていた。その思いが，チョモラ

ンマから遠くなればなる程，強く心を揺さぶる。

次の山への憧れが，次第に頭を持ちとげてきた。

その日， シガールの町に着いてすく:未踏の北壁

の登頂者，尾崎さんに，東海支部のガウリサンカ

ール遠征に参加で、きないかどうか尋ねていた。

ちょうどチョモランマ遠征の話が出始めた頃，

名古屋の和田さんからも，ガウリサンカールの話

が飛び込んでいた。結局，チョモランマ遠征に参

加することで，そちらの方は断わってしまった。

尾崎さんは， ガウリサンカーノレ遠征のメンバーに

入っており，尾崎さんを頼るほかなかった。

帰国後，早々，名古屋の和田さん，総隊長の尾

上さんに連絡をとった結果，残りの準備期間中，

精一杯，名古屋に住み込むくらいの覚悟があるな

らOKしようという返事がもらえた。

ガウリサンカール遠征隊は，今までの登山隊と

は違い，つまり登頂だけを目的とした遠征隊では

なく， ロールワリン谷に橋を架け， ネパールで陶

器技術の指義医療協力，教育施設援助などを第

一の目的にしていた。そのうち，陶器技術指導と，

医療協力は，専門分野であり，登山隊員は，橋の

建設を第一目的とした。教育隊には，愛知学院大

学の女生徒 5名が参加し，橋の建設地， カ、ウリサ

ンカール登山の基地でもあるベディンに滞在した。

女性も混じり，登山専門でなく，各分野の人達の

集まりで華やかな親善隊であった。地理的にも，

数ヶ月前のあの荒涼としたチベットの茶褐色の世

界とは別の緑の多いネパールだ、った。亜熱帯の花

が咲き，動物も多く，暑かった。

初めてのカトマンズの印象は，汚くて騒々しく，

落ち着きのない街のように思えた。だが日が経つ

につれ，好きになってしまった。言葉で言い表わ

せない魅力がある。

キャラパンは，雨期のためヒルが多て，悩まさ

れたが，結構楽しかった。

参加した隊員の多くは，名古屋出身である。名

古屋弁は，かなり語気がきっく相対的に感情がす

ぐ表に出る。当人同士が冗談のつもりで話してい

る時も，僕には喧嘩をしているとしか見えないこ

ともあった。そんな中で僕は割とうまくつき合っ

ていけた。親睦をはかる意味でも， ギャンフソレを

進んでト楽しんた主 トランプ 1組で結構心が通い合

うものだ。これが僕流のコミュニケーション作り

でもある。言葉も，帰国する頃にはすっかりな九

日常会話に名古屋弁が出てくる程であった。

10数年前，現役バリパリだった和田さん。僕が

3年の時，夏山合宿に来て一緒に立山東面を登っ

たのが出会いだった。差し入れに， コーラを 1ケ

ース持ってきて，内蔵助カールで昼寝をしていた

ことを覚えている。岡田さんの話を聞く L 体力

も技術もしっかりした先輩だったと言う。今回の

親善隊では，食糧係を担当し，橋の建設でも主務

という仕事だったせいか，忙しかったと思う。 O

Bの中には，外国で生活している人も多いが，和

田さんの英会話は，いまいちどころかいまよんぐ

らいであった。それに輸をかけたのが，岡田さん

である。ヒマルチュリ遠征の時は，何から何まで

岡田さんにつきっきり。本人も， 出入国などの時，

心細いのか，僕のそばについて離れなかった。そ

の和田さん，ベディンに着いて，個人装備を開け

てみると，買ったばかりの二重靴が無くなってい

た。他人の個装を見てみる杭見つからない。す

っかり気落ちし，嘆いてばかりいる和田さんを見

た隊長の湯浅先生いまにもなぐらんばかりの剣

幕で，一喝されてしまった。結局， ドクターの靴

を借りることで落着したのだ杭そのことが響い

てか，登山にも精彩が無かった。

チョモランマで潰蕩のできた僕は，今回は，何

の異状もなく南峰へのアタック隊のサポートとし

て，荷上げ荷上げの毎日だった。登山は結局，南

東稜支峰ツ z リンマを落とすのに時聞がかかり，

その後も，鋸のように鋭い南東稜のルート工作が
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思った程，順調に進まず， 日数切れで終了となっ

てしまった。隊員の中には，仕事上，早く帰国し

なければならない者も何名かいた。戦力の低下，

悪天候の接近も敗退の要因のひとつであった。ベ

ースへ-E!.ひき返し，撤収に第2キャンプへ上が

った杭悪天候で，テントは飛ばされe 跡形も無

かった。

ガウリサンカール登頂は失敗したものの， ロー

H1.海外個人活動-1童保のヒマラヤ行

ルワリンに橋を架け，陶器技術の指導をし，医療

協力教育施設援助にも大きな成果をあげた日本

・ネパール国際親善隊。これからの遠征隊のあり

方について，試金石となるべき遠征であると思う。

何年か先， ロールワリンに行ける時があるだろ

うか。ベディンの村jこ架かっている僕らが作った

橋に，再び立ちたいと思う。

( 1983年 10月20日)

ムガウリサンカール南東稜後方は南峰

宅
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N.海外活動一年譜

日本大学山岳部部員・桜門山岳会会員 海外活動年譜
1983年 8月現在・村口徳行編

Nn 1年次 隊 名 参 力日 者 備 考

1 11953 日本山島会第 1次マナスノレ登山隊 |石坂昭二郎

2 11954 日本山岳会第 2次マナスル登山隊 |松田雄一

3 11956 日本山岳会第 3次マナスル畳山隊 |千谷壮之助，松田縫ー

ノースコル経由 7.750mVC達す

サマ村民K登山をはばまれガネッシ
ュ・ヒマール偵察

マナスル登頂成功

411956-571第 1次南極観測隊 平山善吉〔夏隊)

平山善吉(夏隊)511957-581第 2次南極観測隊

6 11958 日本山岳会ヒマルチュリ偵察隊 |金坂一郎(隊長).石坂昭二郎 東面より偵察

711958-601第 3次南極観測隊 平山普吉(越冬).西田勇一(夏隊)

8 11959 日本山岳会ヒマルチュリ登山隊 |石坂昭二郎，松田雄 ，木村勝久 (報道) 東北壁 7.400mVC達す

911959-611第 4次南極観測隊 深瀬一男(超冬).村石幸彦(越冬).宮原挺(夏隊)

木村勝久(報道)

深瀬一男(夏隊)

1011960 慶応大学ヒマルチュリ登山隊

1111961-621第 6次南極観測隊

1211962 ※日本大学ムクト ・ヒマール学術調|石坂昭二郎 (隊長).平山普吉，熊谷義信，宮原鋭 |ホYグテ峰(6.556m)校澄頂，周辺ピ

査隊 ー-!Jを登り，ζζの地形を明確にした。

後，北側よ担チュ-v:/・ヒマーノレ偵察。

13 11963 ※日本大学中華民国親善登山隊 |瀬能重衛 〔隊長) 斉藤磨積，神崎忠男，関孝治. I玉山，雪山登頂

山平情，広田亮，青木潤.)11口洋之介，長島宏，小栗孝康

14 11964 南極グィクトリアラ Yド調査隊 |平山善吉

15 11965 東京薬科大1965年日本カナダ親善隊 |平山普吉

16 11965 国際アルピニスト集会 |君島久登

カナディ7:/・ロッキーズ.Mtテyプル
(3.547m)登頂

7レート ・デ・γャルモKて遭難死

17 11965 ※日本大学第 1次グリーyラyド遠|宮原鋭機長).池田錦重，片柳実，今村文彦，高緑繁伸.1:1')-:/ラYド東部.Mt九一レル山説

征隊 スキー ・人ゾザで 400km踏査
池田新三，多和田忠

1811966 ※日本大学第 2次グリーンラ yド遠|中島啓(隊長). 池田錦重，五月女次男，神崎忠男. 1 Mt.フォーレル (3.360m )登頂

征隊 スキー ・人ゾリで 500km歩行
尾上昇，三好勝彦

19 1196ト 671第 8次南極観測隊 森田博正(夏隊).川口洋之介(夏隊)

2011967 日本大学スピッツベルグY 登山隊 |五月女次男 (隊長).小島一男
スピァツベルゲ:/s，・西海岸山岳地帯
1 キーで 200km踏査

2111967-691第 9次南極観測隊 森田博正(越冬)

2211968 ※日本大学第 3次グリー Y ラY ド横|池田錦重(隊長).五月女次男，菅原省司，小栗孝康， 長島宏.1東海岸 Angmagssalik，Sermili 
断隊 1 gacより，西海岸Jakobshaunまで

三好勝彦，小島一男，多和田忠，嵯峨野宏，中村進 1 850 km. ""← ・人ゾリ・犬ゾリで横断

2311968-701第10次南極観測隊 関孝治(越冬)

2411969 日本大学グリ-:/ラ Yド踏査隊 |五月女次男(隊長).嵯峨野宏
グリーンラY ド東部Wattkins山脈
犬ゾリで 960km踏査

デオ ・ティバ(6.00Im)登頂及び
スキー滑降

2511969 日本ヒマラヤ・スキー登山隊 |川崎吉光.)11口洋之介

2611969 中野市体育協会中華民国台湾省玉山|丸山精一 (隊長)
登山隊 1 

2711969 日本山岳会第 2次エベレスト偵察隊|木村勝久(報道〉 南壁偵察

2811970 日本山岳会エベレスト登山隊 1970 1松田雄一，神崎忠男，嵯峨野宏，木村勝久(報道南東稜，南壁

2911970 日本山岳会東海支部マカルー登山隊 |尾上昇.)11口洋之助 南東綾より 2名登頂

3011970 ※日本大学ヰパールヒマラヤ登山隊 |清田清(隊長).高橋正彦，中村進，古畑勇，平戸伸之.1:/タ ・ツヅラ峰 (6.740m)初登頂

31 11970 マッキンリー・スキー登山隊

平野隆司，原因洋，樋山規夫，中山昌之，柴田健一

川崎吉光(隊長)

三好勝彦(隊長)

マッキンリーよりスキー初滑降

3211971 八王子ヒマラヤ遠征隊 ガyガプノレナ

3311972 同流山岳会7:/ナプルナ南峰登山隊|多田勇三(隊長).山本芳雄 中央峰(7.150m)登頂
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N.海外活動一年譜

Nn 1年次 者 考隊 名 参 力日 備

Ef記号明J?部ピ7 ・|川久保持 (隊長)，柴田健一， 三好勝彦，小川郁男 |イヤYプー何，349問〕登頂3411972 

3511972-731グリーYラYド調査隊 大島育雄

3611973 道

士

政

冨

鍋

木

真

村

隊

ラ

征

プ
遠

・

会

ル

子

ャ

隊

の

チ
山

山

マ

登

B

ヒ
ヤ

O

部
ラ

部

生

マ

岳

学

ヒ

山

会

・

高

岳

ュ

=
一
山口
γ

大

本

イ

日

日

デ3711973 

3811973-741奥アマゾン探険隊 今村文彦，川上伸生

エJばメ7島調査，シオラパル'7['1:て超冬

インド・ヒマテャノレプラデ均三ノュ・ダハホグョァト
周辺，無名峰登頂

fャ ル・ナ ラ周辺，無名峰登頂

源流地域探検

3911974 ※向学ヤルY ・カY登山隊 |石坂昭二郎 (隊長)， 三好勝彦， 加藤捷治，古相|前衛峰(且4川 )まで到達

樋山規夫，平野隆司，中山昌之，半谷{申俊.宗方慎二，

西川正雄 (歯 )，福島佑二 (歯 )

4011974 |※ 日本大学マッキ Y リー登山隊 |橋本健 (隊長 )， 村木富士，真鍋政道， 渡辺削1].

風巻和男，森田英夫

41 1974 NTVヱノレズメア島隊 五月女次男，大島育雄

42 1975 エベレスト日本女子登山隊 中村進 (報道 )

43 1975 函館中部高校ヒマラヤ登山隊 橋本健

44 1976 富士山告会マッキ y リー登山隊 三好勝彦 (隊長)

45 1976 直江津山岳会マッキ Y リー登山隊 多国勇三，山本芳雄

46 1976-77 NTVグリー y ランド隊 五月女次男，大島育雄，中村進

4711976 日本山岳会パミール学術登山隊1976 1神崎忠男，前回猪佐雄

4811977 ※ZF山岳部第 2次訪華親善|木津直人 (隊長)，渡 辺将則川郡辺一呉佳紋

マッキンリー南峰 (6，194m)
北峰，カヒ Jレトナ・ドーム登頂

シオラバルクより Smith海峡横断

ランタY ・ヒマーノレ周辺

シオラパル7['1:1年間滞在

コムニズム峰 (7，495m)登頂

玉山，雪山登頂

4911978 ※日本大学北極点遠征隊 1978 清田清 (総 隠 れ 池田錦重 (隊長)， 多和田忠， 1日本人として初めて北極点K到達

川久保芳彦，菅原省司，小川郁男，大島育雄，村木富士，

植木博章，橋本健，中村日出，鈴木弘之，今野善郎，

五月女次男 (報道)，中村進 (報道 )

神崎忠男，中村進(報道 )，松野豊(報道)

尾上昇 (隊長 )，和国政治，松野豊

今野善郎

多田勇三 (隊長)，山本芳雄

橋本健(隊長)，岡田貞夫，渡辺将貝1].松野豊，木津直人， 1ヒマノレチュリ南西綾， 7，600m 

まで到達

50 1978 ※日本大学アラスカ登山隊

51 1978 日本山岳会学生部アラスカ登山隊

52 1978 日本大学ヨセミテ登山隊

53 1978 日本園長野県信濃教育会中華民国

台湾省友好親善学術霊山隊

54 1980 日本山岳会チョモランマ登山隊 1980

55 1980 
日本山岳会東海支部ガウリサYカーノレ
登山隊

56 1980 
日本山岳会学生部イ Y ドヒマラヤ
登山隊 1980

57 1981 上越山岳協会7ムネマチY 友好登山隊

58 1981 ※日本大学ヒマルテュリ登山隊 1981

村口徳行 (隊長 )，森和彦，大上淳，神田秀仁

松野豊

伊藤豪 (隊長 )，田口克巳

丸山精 (隊長 )

今野善郎，村口徳行，向笠茂雄，大谷直弘

5911982 信濃教育会中華民国台湾省友好親善 |丸山精一 (隊長)

玉山登山隊

6011982 ヨーロッパアルプス・モンフ・ラy登頂 |沢野新一朗

61 11982 日中国交回復10周年記念チョゴリ峰 |川那辺ー

登山隊支援隊

テュガチ山群，マーカス・ベーカー蜂
(4.017m)登頂

サ:Y7.:r-ド登頂，フェアヲェザ一山群偵察

北東稜，北壁より成功

ガンゴトリ山株プリ;/!Tヤ ト峰(6，667m)
を目指すがa 雪崩事故Kより断念

モY プラン・モ yテローザ登頂

6.050m無名峰初登頂

(注)※は当会プロパーの計画である。

参考文献 (1)会報 1号-25号 (2)日本大学パウダ登山計画書(1970) (3)日本大学ヒマルチュリ登山計画書(1981) (4) r岩と雪」

内
ぺ

U

円
ぺ

U
qru-



N.海外活動一概括

当会会員による海外登山活動の概括

この昆村口徳行会員杭当会会員による海外

活動年譜をまとめられた杭これをみて驚いたこ

とは1953年に石坂昭二郎氏杭第 1次マナスル登

山隊に参加してから1982年までの聞に，実に61隊

に延 176名が何らかの形で参加していることがわ

かった。この機会にこの年譜をもとに当会員によ

る海外登山を概括してみたい。

先ず，戦後は海外渡航が自由化されておらず，

日本山岳会の様な国を代表する登山隊(1種目 1

団体 1行事)しか外貨の割り当てがなかった。こ

のような訳で，単独での遠征隊派遣はむずかしい

こともあり， 日本山岳会のマナスル登山に第1次

1名 2次1名 3次2名が参加してきた。次い

で当会が企画し， JACに計画を委譲したヒマルチ

ュリには偵察隊に 2名，本隊に 3名が参加してい

る。その後の日本山岳会の公式な計画には1970年

のエベレストに 4名， 1980年のチョモランマに 3

名が参加している。

一方，南極観測隊には 1次より 10次までの間，

平山善吉会員を中心として延12名の隊員が継続し

て夏隊及び越冬隊員として参加しており，主とし

て設営の面で協力をしてきた。

当会プロパーの計画としては，計12隊を派遣し

ている。これを整理してみると， ヒマラヤに 4隊

グリーンランドー北極点、へ4隊，現役を主体と

した合宿遠征の形としては，台湾へ2隊 アラス

カに 2隊を派遣している。この中， グリーンラン

ドでは1965年の第 1次から1966年の第2次フォー

レル登民第3次の1968年の氷床横断と成果をあ

ばその総決算として1978年に日本人として初め

ての北極点到達を果た しているが， この間グリー

ンランドを中心に 5隊の調査隊を送っており，中

松田雄一

でも大島育雄会員のエスキモー帰化は特筆される。

1974年のヤルン・カンでは，頂上直下にまで迫

りながら時間切れのため届かなかった杭 1984

年の日本山岳会カンチェンジュンガ縦走隊に，会

員の誰かが参加して， この点の完結をすることを

期待している。一方ヒマルチュリは1958年以来，

当会にとって宿命の山である。 1978年.， 7600 mま

で到達した未踏の南稜からの再挙を期待して止ま

ない次第である。

その他，日本山岳会の学生部で計画した登山隊

にも，村木，松野，今野会員らが参加しており，

日本山岳会東海支部のマカノレーやガウリサンカー

ルでも，尾上，川口会員らが中心的役割を果して

いる。また三好会員は八王子を中心とする山岳会

で，多国会員は上越市を，丸山会員は信州中野市

を中心とする山岳会で隊長として数回の遠征を成

功させていることも特筆される。

その他，特筆される点としては，芸術学部出身

者の活躍である。木村カメラマンは毎日新聞で，

今村カメラマンは共同通信で代々，多くの遠征登

山に参加している。 TVカメラマンとしての中村

進会員はエベレストの東南琉北東稜の高所で活

躍している他，五月女会員や沢野会員も加えて，

極地でのTVや映画撮映でも活躍している。

当会の多くの会員が，このように機会をとらえ

ては多くの遠征隊に参加し，経験を蓄積してきた。

この上は， とれらの力を結集して桜門山岳会プロ

パーの計画として，野心的なヒマラヤ80∞m峰登

山を企画し，成功させることを期待して止まない

次第である。

( 1983年 12月4日)
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VI.寄稿

仇名をつ けろ

仇名とは一-i軍名，縛名，仇名と三通りが辞書

にのっています。「人の特徴をとりあげて，本名

のほかに呼ぶ名」と説明されています。

考えてみると仇名(以下これに統一)自体は単

純な名詞ですが， これを応用する，つまりつける

段になると容易なことではないのです。頭をひね

る必要があります。子供に名をつける場合，親達

はかなりの苦心をするもので“苦心惨傍"考えあ

ぐねた末， r-Jとつけたヤツがいます。これな

んか初めから「一 Jにしておけば下手な考えー

にならなかったはずです。しかし，簡にして要を

えたといえましょう。

仇名命名には苦心は無用，むしろ害になるくら

いで，苦心より無心がよいのです。

仇名とは，一言で本人を表現できるもの。一度

つけられると一生涯つきまとうものなので，つけ

た親は少しは恨らまれるかもしれません。しかし，

名付け親の方は早く忘れさられ，本人は永く生き

ながらえることになります。小学校の時丁戴した

ものを遂に墓の中まで持ってゆき，ある人は中学

で，或いは高校での仇名が就職先まで随行する運

命を背負う場合もなきにしもあらずです0，

本人が死んでトも仇名が生きている場合もあるの

です。「らくだ」というのは古典落語の名作です

が， rらくだ」という主人公の仇名は生きつづけ

ています。兄弟の間柄ではお古を弟が継ぐことに

なり，大柄と小柄では大小に分けられます。

本人にしてみれば仇名ほど嫌なものはないとい

うことでしょう。ですからつきたてはブツブツい

っていますがやがてあきらめてしまいます。

友人に「ナポレオン」と名をつけられたのがい

ました。略して通称「ナポ」は最終の就職先まで

ついて廻ったのです。

行く先々に付きまとって離れない仇名は一方大

変有益なもので，得意先からはお名差し(仇名指

名)で註文が舞込んできます。そして成績抜群ボ

ーナスホイホイとなる盆・暮が連続し，遂に笑い

初見一雄

が止まらず締りのない顔つきになったそうです。

こうなると家庭内でも仇名が通用し，いつしか

本名はどこか遠くの方におき忘れたようになるの

です。これが好いととかどうかは別にして，せっ

かく丁戴するものならできるだけ芳ばしい名こそ

願わしいものです。

我々の仲間に傑作な仇名ありや否やですが，思

わず息がつまって涙が溢れる程の名作はありませ

ん。姓と名の一字をつめて呼ぶのは往荷あります。

これは並程度に優れていますが正式な仇名とはい

えません。仇名銘々伝とでもいうのを，傑作も秀

作もないまま列挙してみましょう。

松田雄一君ーりという仇名です。全体がふ

造りの故も加味されますが性格からきているよう

です。コマメに動き廻り骨惜しみしない真に重宝

な存在です。

熊さん -2人います。坂省三君と熊谷義信君

です。北海道生まれの坂君はいわゆる道産子とい

うことになりますが，身体全体の感じは動作を含

めて全く熊に似ています。噂によると，熊との対

話が出来る数少ない人間の一人だそうです。彼は

合唱が好きで現役時代は美声をはり上げていまし

た。そして隊員を各パートに分けて発声を強制す

る特技があります。昨今のカラオケの隆盛を早く

も予見していたとすれば敬意を表すべきでした。

一段格落ちの熊コーとも熊サンとも呼ばれる熊

谷義信君は建築士で一級(日本酒なみ)。芸術家

的なカッコーの良さは髪の毛の長さに比例してい

るといわれます。仇名の由来は姓からでしょう。

儲かる仕事を見つける才能が発達しているので，

笑いのとまらない口です。

関西に移って，

印さん一佐藤耕三君の別名ですが，最初はそ

の意味が分りませんで、した。頭髪の分け方(昔の

こと，今は面影を残すのみ)と顔色からきたのだ

そうです。

親元はドイツ人です。それも大分前に死にまし

-235-



VI.寄稿

たヒシトラー名はアドルフです。悪名高きナチス

の親玉の髪の分け方が似てしまったのです。そし

て健康すぐれて顔色黒しときて，インドヒットラ

ー，略して印サン。彼は薬屋さんで薬学土です。

しかし，良心に忠実な人間ですから薬の調合はし

ません。蔭ながら人命救助に貢献したわけです。

マックー管原省司君，陸前宮古の産で寸。兄

貴が明大山岳部で活躍していました。その兄貴か

ら借りてきたリュックサックにM ・A.Cと書い

てあったのです。メイ ジ・アルパイン・クラブの

略です。そこから発生したのだそうです。今はN

. A . Cーナックサックです。

カラス一三井英夫君です。原の町にある神山

勉の会社に勤務になった時にベンちゃん(勉)が

つけたのだそうです。彼は東京に殆ど来ませんか

ら余り有名でーはありません。神山君の仇名は今い

ったベンちゃんです治主 これは仇名とはいえます

まい。そして今はあの世の人になりました。

翻って考えますと，我が山岳部には秀逸な仇名

をもった人は暁天の星のようです。一寸拾っただ

けが上のようなところでしょうかb

そこで他の山岳部の人， 0 Bなどを代用してみ

ようと思いましたが，小生の友人共になると老人

が多く，今の現役諸君になじみのない人ばかりで

すから興味の対称になりますまい。

で，仇名のつけ方に話題をかえてみます。仇名

をつけるには第一にウィァトがなければなりませ

ん。ウイットとは何か。機智といっています。字

引きに「その場に応じですばやく働く鋭い才知，

又は奇抜な才知」とでています。との鋭い才知，

という持ち合わせがないと仇名はつけられません。

平凡なもの， ありきたりの形容詞的なものになっ

てしまい面白味に欠けることになります。

山岳部々 員， 0 Bなどひと通り眺めわたしても

この機智の所有者は実に稀にしかいません。否い

ないといってもいいくらいです。

ウィ γ トとユーモアの関係はどうなのでしょう

か。ウイッ卜がなくともユーモアがある人， ユー

モアはまあまあだがウイットに欠ける人がありま

す。してみるととのウイットとユーモアは表裏を

なすものでしょうか。ウイットを裏がえせばユー

モアになり， この逆もありとするのは少し短絡か

もしれないのです。ユーモアとは何か， との講釈

は長くなるから止めますカLウィッドの方は生ま

れつきの資質，性格がものをいう，つまり天才的

な閃きといえます。頭の働きの鈍い人は世の中に

大勢いますから，そう悲観することはありません。

しかし鋭敏な脳味噌の持主は稀少価値があるのも

事実です。鈍い味噌を鋭いミソに入れ替えたいと

は誰れしも考えることなのです。これが無理なん

です。そこでせめて脳の回転を早めるための潤滑

油ぐらい注入してみては如何。

ここでウィシトの方は天賦のもの，元々ないも

のとあきらめて，成るか成らぬか，ユーモアの道

に磨きをかけることです。どう研磨すればよいの

か。本を読むことです。書物に親しむことによっ

てユーモアを理解することです。

本といっても漫画とか劇画では困るのです。漫

画には面白味もあり，なかにはユーモアを感じさ

せるのもないわけではないのですカミ 田舎臭く，

泥くささが目について感心できません。ギャグに

すぎないものと思うべきです。

夏目激石をよむことを推めます。主なもの 3~

4冊をよく読むととです。この際読み込むという

表現を使っておきます。激石の本にはユーモアが

あります。かなり程度の高いものですが数回繰り

返してゆくと，なるほどと合点します。この合点

が続けば身についてきたといえるでしょう。

仇名命名の要点

1，生きた言語であること。

死語というのがあります。難かしく考えなくとも

よいから生きのよいのを見つけること。

2，品格のあること。下品はいけない。

3， 2字か 3字にまとまるもの。

4，勿論ウイットに富んで奇抜なもの。

5，その人の癖とか動作を盛りこんだもの。

以上のことが根底になりましょうが，これなどを

踏まえて，秀抜なものを考えて下さい。一度つけ

た仇名はなさけ容赦なく実施すること。仇名とい

うものは山岳部を出てからも友情の紳を生涯つな

ぐものなのです。

( 1982年 8月15日)
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V1.寄稿

エベレスト滑落記
一一一 1970年 4月19日の出来事一一一

4月19日，第 3キャンプ (7ωOm)を後に，第

4キャンプ地の偵察に，平林，神崎， シェルパの

ピンジュは出発した。ここからは ウエスタン・

クウムのどんづ、まりで， ローツェ・フェイスと呼

ばれる氷の壁を登り ，途中より，左にトラパース

して， エベレストとローツェのコノレ，サウス・コ

ル (7985m )に出るルートの偵察である。3J歳以

上の隊員は7000mから， 30歳以下の隊員は7500m

から酸素を吸ってもよいというような考え方が，

隊の中にいつの間にかできていた。私は 5月1日

が来ると30乱 「今日は，まだ29歳ですョ 」など

と笑いながら二人でひとつの酸素を持つての出発

であった。

我々 は， アイスフォールの崩壊とこのローツェ

.フェイスの雪崩を最も恐れた。実際に登撃に入

ると，雪崩はもとより堅い氷は，かなり高度な氷

雪技術を要し，滑落に全神経を注がなければなら

なかった。ローツェ・フェイスに取り付くと面白

い様に高度が稼げるのだ杭低酸素での登撃の苦

しさを避けるため，時折立止まってしまう。両足

をやや広く聞き，前かがみになって頭を下げ，右

手は伸ばしてピ γ ケルを握り，左手は膝の上に置

き，大げさに「ハァ…ハァ… Jと呼吸する。自分

でもうるさいと思うが，高所での呼吸法だ，など

と先輩が話していたのを実行してみた。

立ち止まる股の下から， C 1， C 2， C 3がの

ぞける。 C3は足元の直下に見えるといってもオ

ーノミーではない。早く登れと言わんばかりのキャ

ンプ，庇でも一発ブッ放してやれと強気になるこ

ともあるが…。真っ白い白銀の氷河の上，青，赤

の天幕は誠に鮮やかそのものだ。ローツェ ・フェ

イスを背に，左にヌプツェ，そのピークからロー

ツa に伸びる切り立った雪稜。正面にはこの近辺

で最も美しいプモリ降左にエベレスト，そして

西稜の最底コルのロー・ラからは，中国，チベッ

トの山々がのぞかれている。遠くチョ ー・オユー

神崎忠男

もどんと座っていた。空の育，氷雪の白，そして

岩肌唱自然色の中にキャンプの青，赤黄の人工

色。このとり合いは，犬や牛が赤い布を見ると興

奮するという杭今，正に二人は興奮させられて

いる。ノレートに気を使いながら上へ上へと登った。

ルート的には右が良く見えたが，雪崩のことを考

えてまっすぐ登ると，小さなアイスフォール状の

ととろで詰った感じとなった。

「まあ，神崎，一服 しろや...J

平林さんがいう。助けの神と思ったのがいけな

かった。

IABCと交信してみよう。通信機出して」

私は無言の中に， この上のノレートを思案しなが

ら通信機をとり出し，静かに平林さんに渡した。

「サクラ，サクラ， (A B Cの呼び出し名)こ

ちらローツェ・フェイス偵察隊，感度ありました

ら応答願います…」

歳の割には若々しい平林さんの声。さっそく A

BCからの返信がある。

「こちらサク ラ，サクラ，感度良好です…どう

ぞ…」

「エーただ今高度 7300m地点ぐらいと思います。

ローツェの壁は大きくて中に入るとなかなか現在

地点が感覚的にわかりません。 ABCから我々が

確認できますかーどうぞ/J

「ハイ，確認できます…先程から双眼鏡で君達

の行動を見ておりました。体の状態はいかがです

か…… 」

「元気です。初めて試験的に酸素を使いました

が， なかなか良好です。」

「このあとどうしますか…」

「今，ちょっと したアイスフォールを前に休ん

でいますが， これを直登しようと思います。これ

から元気な日大の神崎君が氷壁登撃をご披露いた

しますので，双眼鏡で見ていてやって下さい…ド

ウゾー 」

円
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「無事を祈ります。もしそちらから何もなけれ

ばこれで通信を終ります。」

余計なこと言いやがってと内心思った。通信機

をザックに納め，いよいよアイスフォールへ向か

う。先の通信の会話…双眼鏡でのぞかれていると

思うといやでも下を意識してしまう。まあとこは

一番スターにでもなった気持でオーバーにいっち

んやってや九と思い切りアイゼンの爪を立て

るが，考えと行動がともなわない。下で見てるぞ

…ナンダそのザマは，頑張って神崎…そんな声が

聞こえてくるようだ。アセリにアセッタ神崎君…。

心を落ちつけようと苦肉の索，

「平林さん，試しにアイスピトン 1本打ってい

いですか…」

「オイ，そんなにやばいか…君の好きにしろ」

冷静に見ればそうだが，こっちは意識し過ぎて

早く上に上らなくてはいけないのに，気ばかり上

っちゃって体が全然上にあがらない。腰のカラビ

ナから20cmぐらいの赤いU字形アイスピトンを手

さぐりで取り出す。「君がこの場を救う。救いの

ピンなのだから頼むぞ.1Jと念じをかけ，左手で

ノミのように持って打ち込む氷面を探す。登挙に

効果的なととなどどうでもよい。打つことで心が

落ちつき，冷静さをとりもどすことにあった。

「タ…ノ…ム…デ…」と言葉にならないセリフを

言いながらハンマーでどトンの頭をたたく。少し

氷に入るとキュンキュンというような氷に音もピ

ンも吸収されるような手応えを感じ，一瞬ピンに

神経が統一された。「バッチリだ-Jこの言葉で

既に心のウワズリは終わり，体がスムーズに上へ

と伸びていった。

「登りました。いいですヨー平林さん一」と声

をかける。ピンが赤い点となって自にとまる。思

わず「ありがとう，助かったヨ」と笑顔で右手を

上げて敬礼のポーズをとった。

後日その話をしたら，下では全然見ていなかっ

たとのこと。大笑いをした。

その場から少し登ると突然太いロープが上から

のびてきていた。水分で膨張して太くなった麻ロ

ープは，前のインド隊のフィックスロープに間違

いないということがすぐに分った。

「平林さん，古いフィッ クスロープがあります

ヨー Jと言うまえに見つけていたのだろう。上の

方を見ながら早足で私の方に近づいで来た。

「神崎君， これはインド隊のものに間違いない

だろう…0・ルートもこれで間違いないと思う。今

日はとの辺で引き返すとするか… J

意を得たりと下山の仕度にとりかかった。下り

は，斜面が急なだけにかなり緊張もし，それなり

に慎重に楽しみながら下り，往きに交信した地点

まち下りて来た。ここで一服。

「さて，下るか…神崎君，慎重に行ケヨ… 」

「ハイ，平林さん頼みますヨ…」

10歩ぐらい下っただろうか一。「神崎君，止め

てくれー.1Jという戸を背中に聞いた。当然こ

の言葉から予期出来る非常事態が起きていた。と

っさに後を振り向くと，平林さんが雪面を流れる

ように落ちていく。不安というか恐怖というか，

一瞬思考力を失う。私が落ちた時に止めてくれる

はずの平林さんが，無情にも私の 5mぐらい右を

過ぎていく。ザイルに少々の余裕があるから，ま

だ私の所に何らショックはないが，すぐザイルに

ヲ|っぱられることはわかり切っていた。左の手に

4つ5つ巻いたループを雪面の上に置き，その上

に体を乗せるようにして私自身の体を確保するた

め，思い切りピッケルのピックを雪面に刺した。

思うように突き刺さらない。何回か雪面に刺した

記憶はあるが定かで、ない。そのうち腹の下のロー

プが伸びはじめる。思わず小指に力を入れ今 目を

つぶりザイルの伸び切るショックを待った…。こ

の時が一番「不安感」を感じた。ガグー/…音こ

そしなかったと思うが，そんな表現のショックが

体を走ると同時に，雪面に刺し込んでいるピッケ

ルを握る腕にショッグが流れる。「ヤバイ」と思

いながらも力に敗けて腕が伸び切る杭 ピシケル

を離したら終わりと握る子に力を入れる。そのと

たん， ピッケルのわずかなくい込みだったのか，

雪面にピックの跡を残しながら私の体も流れはじ

めた…。これはいけないと， ピッケルを胸まで、引

き寄せ肩でプレード，体でシャフトと基本通り雪

面にピッケルを打ち込むが止まる気配はない。そ

うこうしているうちに，ぶつかるような強いショ
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ックを感じた。体の下にあるピッケルの石突が，

氷の凸部に突きささったのだ。止るかに思えたが，

そこを支点に再び体があおむけに後に引っぱられ

る感覚が走った。雪面に頭をつけ体を低く，本当

に万身の力を入れた…そこで何とか止った。「助

かった」と思ったら気が抜けたというか， 自力で

立つことが出来ない。伏せになったまま下を見る

と，自分のザイルを思い切りたぐり上げるが反応

がない。そのうちまた滑りそうなので， 自分の体

を確保して呼吸を整えて，ザイルをたぐり平林さ

んの所まで下りて行くと，彼もムクッと膝を立て

た。

「平林さん大丈夫ですか…」

「スマン…どうしたんだ神崎君… J

こっちが聞きたいことを先に言われてとまどっ

た。平林さんは，背負子の酸素ボンベの先に着い

ているレギュレーターが破損しかなり雪面に背

負子がくい込んだ跡が見られた。そして平林さん

を安全な場所に移す民そろそろ私も冷静さがも

どって来たが，それまで気がつかなかったが，あ

たりはガスで視界がきかない。幸い背中を上に向

けていた私のザックに入っていた通信機は無事で

VI.寄稿

あった。すぐにABCに事故発生の連絡をした。

「サクラ，サクラ，こちらローツェ隊ただ今

滑落事故を起しました…」

「こちらサクラ…よく聞きとれません…もう一

度どうぞ一」

「カツラクジコ起こしました…了解ですか…」

突然 ABCではテンヤワンヤ。それも昨夜C

3で一緒に泊った平野隊員がかなり体調をくずし

今日 ABCに下り，その看護の最中に緊急速絡が

飛び込んで来たのだ。

「神崎，絶対にそこを動くのではないぞ…今か

らすぐに救助隊を出す…」

通信機から飛び出してくる戸は心配そのもの

であった。私は皮肉でも何でもないが，心配して

くれていることがわかっただけでかえって冷静な

気持ちになった。完全なノレートができたわけでな

いので救助隊はノレートに迷いながら， 通信機で私

が誘導するがごとく 7時間後ぐらいに合流するこ

とができた。近くに比較的安全な場所にテントを

建て平林さんを休養させ，私は他の隊員に付き添

われて暗い壁をABCまで帰った。長い長い一日

であった。

r56豪雪」の中で

昭和55年12月半ばから，北陸地方を中心に百本

海側の大雪は翌年 1月半ば頃まで断続的に続いた。

この間，山形・高山・敦賀では最深積雪の極値を

記録するなど，昭和38年 1月以来の豪雪となり，

各地に大きな災害と山の遭難をもたらした。

昭和55年度，冬山合宿が夏山終了後ほぼ白山に

決定されて以来，例年どおり私達はこの山域につ

いて過去の資料を集め冬山出発まで4度の偵察と

荷上げがなされた。これによって白山の地形，風

向，雪庇の形成など，ある程度の把握はできたと

いえる。しかし，冬山の成功，不成功の大きな要

である気象全般に関しては実際に入山してみない

ことにはしかたがない。北陸地方の豪雪について

矢崎裕巳

はとにかく凄いものであることは頭で理解できて

はいるものの想像がつかない。

ただ私達は， 白山という特異な豪雪山域に入る

のであり，そのための対策としてあれこれと装備，

食糧の工夫を考えた。しかし，最終的に私達の成

しえることのできることといったら「いかに一つ

のパーティーが長期戦に耐えられるか」のみであ

る。

寒冬，大雪の原因のひとつに 「季節風指数」の

経年変化がある。これは日本付近の冬型気圧配置

の特徴である西高東低の気圧傾度の強さを表わす

ものである。これはシベリア高気圧と太平洋低気

圧の地上気圧の差を平均値で出した比較的明瞭な
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昭和55年12月降水量介布図北陸地方 5地点最深積雪合計値 (56年 1月)

(新潟，富山，高田，金沢，福井)

cm 
1000 

トー1.8且 日-→|

..56.~民曾

-来

ょ-38..吉正雪

6~7年の周期性を持つものである。この他 9

年ないし18年の寒冬，大雪の周期性があり，最近

では 9年周期の空襲冬ははっきりしなくなってしま

って18年周期だけが残っている。 156豪雪」によ

ってこれがはっきり したとい える。たとえこれら

の周期性を理解していたとしても，今年は豪雪で

あることを頭にたたき込んで冬山に望ん芯

との年の冬山合宿は12月18日より始めたが， も

しあと 1週間入山日が遅れたら白山入山口である

石川県白峰村の最終部落さえ入るととはできなか

った。年も押しせまった頃，北アルプスの登山者

6パーティー計26名が下山できずS0 Sが相次い

芯気圧配置も 「山里混合型」となり，積ってゆ

く雪が肉眼でわかるほどの早さだったに違いない。

私達，白山でもすでに 1晩 1mずつの積雪で除雪

も追いつかず完全に行動不能にされた。豪雪の恐

ろしさはやはり痛い目にあわないとわからないこ

とであった。

昭和56年1月14日現在白峰村で積雪量470cm 

(全圏第 1位)を記録したのを見ると，標高2700

メートルの白山山域での大量の積雪がわかる。偵

察時に 6~7 メートルある樹木が完全に雪の下に

埋まってしまっている。

冬型気圧配置の持続は雪崩と共に冬山登山の危

険性が増大してゆくと考えられる。 ζれこそ防ぎ

ようもなく，空から砂利が降ってくるのと同じで

ある。積雪表面はフワフワしていていかにも軽そ

うだ杭 3分の 1でも天幕が埋まったら除雪作業

'.0 

85ヰ

「石川県農業気象月報」より

は困難で、ある。冬山において雪洞は雪に締りがな

いため不可能に近く，体力を消耗するのみに終始

する。

輪島上空500ミリパール高度の温度を克明に聞

いていると寒波の襲来がある程度予測できる。も

しも強い寒波の中にはいってしまったらもう時す

でに遅く 7 日 ~10 日間に I 度晴れてくれればよ

いほうである。それもまる 1日とは限らない。等

圧線の間隔が一瞬ゆるむ疑似晴天を狙って行動す

るしかない，吹雪時の行動はノレートもわからず，

体力も消耗し，凍傷になり，距離も稼げず良いこ

とはひとつもない。灰色の空を見つめて晴天を待

つことが一番ではなかろうか。

遭難の種類にもよるが，大雪で行動不能となり

救助依頼やヘリコプターを呼ぶことは， トランシ

ーノミーを持っていれば簡単なことである。しかし，

冬山に望む以上，大雪はあって当然、であり，様々

な危険性を承知のうえで入山するのではなかろう

か。必ず自分達の力で無事下山する自信がなく，

あやふやな気持ちで入山するのは，冬山へはいる

以前の問題ではなかろうか。

昭和44年 1 月の北アルプス剣岳大量遭難も 6~

7年の周期である「季節風指数」における豪雪で

あることを考えると，気象庁の“警告"も今後ま

るっきり無視するわけにはいかない。豪雪に当た

る年は，十分気をつけて冬山に望んだほうがよさ

そうだ。
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圃固
浦義明君のこと

タガ

三浦君は司法官の息子である。例に違わず日本

の主だった都会を転々として移り住んだ。

裁判所長となった父親の最終任地は長崎で，そ

この名士として名を連らねてしまった。名士の娘

である姉は造船関係の人に嫁したのである。後年

三菱重工業の首脳になったT氏である。従って彼

もエリート階層の末端に腰掛けることになった。

彼が創設されたばかりの工学部予科に入学した

のは第一期生としてであった杭翌年進級不能と

なり，学生生活は 6年間になった。

機械科卒業と同時に王子製紙入社，苫小牧工場

勤務となって，温暖の地，長崎と正反対の寒冷地

に住むことになる。

偶然，手稲山の登山口である軽川駅で出合った

のはその翌年の 1月半ば頃であったと思う。スキ

ーを含め，装備一式が新品ずくめの出で立ちで，

顔つきまでが新品に見えたので} 最初は見違えて

しまい，二，三歩すぎてから後戻りした具合であ

った。

お互いに仲間連れだったので立ち話もそこそこ

に別れてしまった。ついでの機会あらば苫小牧へ

よってみようという気もあったが，つい実行でき

なかった。

王子製紙の工場団地ともいうべき静岡の富士工

場に転勤になってのち朝鮮へ出向するまでの数年

聞はさっぱり消息をきかなかった。忙しく仕事に

打込んでいたのであろう。富士勤務で落ちこぼれ

・なければ幹部社員への道，間違いなしとの社風で

あれば，乗り遅れるテはあるまい。

北鮮製紙化学工業という王子製紙の子会社は，

パルプからアルコールを蒸溜して焼酎を造ること

が主になって，製紙は従となったのである。朝鮮
トフbク

民衆の問委好品マッカリは日本でいう濁酒で， 原料

は米だ。戦争準備に窮々たる総督府(日本政府)

(昭和 8年商経卒) 初 見一雄

は，米の使用を禁止してしまった。いかに末世に

なろうともアルコールの需要は絶えるととはない。

困ってきたのは民衆である。北鮮吉川↑(キルチュ)

に建設された工場は大歓迎をうけたようで，機器

設置責任者である三浦技師はそテモテであったと

いう。

やがて敗戦。戦後処理要員として残留。彼はい

う，金日成君の要望によって工場継続のため残っ

たのだと。かの国の最高権力者を君ヅケで呼ばは
ジジヨ

る間柄のような話であったが， この爾如のつきあ

いの次第は金君に聞いてみないと斉はあくまい。

しかし戦争とそれに続く混乱の真っ最中だ。次の

ような成り行きはあったかもしれない。

革命後の人心収揮の要諦は， アルコール飲料の

供給にありというドクトリンがあるそうだ。そこ

で白頭山中のゲリラ基地より恵山(へサン)

吉州線に沿い，急逮南下してきた金日成将軍は，

すぐさまアルコール工場の接収に乗り出し，格下

げされていた三浦工場長代理を復元したのかもし

れないのである。このアルコール政策は中華人民

共和国でも実践されていたらしく，中国の僻村(

海南島)の人民公社の売屈の陳列棚は，大半が安

物の酒瓶であったのを見たととがある。

王子の富土工場へ再び転属になったのは朝鮮動

乱の前年あたりだったと思う。引揚げのタイミン

グはよかった。金君のおかげかも知れない。

しばらく富士山に馴染めば垢も落ちてくる。そ

して東京の江戸川工場へ配置され， 部長と呼ばれ

る地位につく。山岳部の会報の用紙など無尽蔵に

{大袈裟かな?)しかも無償で出荷して部長の威

光を示してくれたのである。

世田谷の病室にて……との入院通知ぐらいでは

たいして驚きもしなかったが，見舞いにいったら

本人が玄関まで迎えにでてきた。脳の手術だから

ーi
A
は
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V.追悼

頭蓋に穴を聞けるまでは無事なんだという。

やがて手侃これが命取りになってしまった。

どうしてもやらなければならない手術だったのだ

ろうか。そこに疑問が残る。脳外科というのは，

日に日に進歩，退歩なしという最新，斬新な機械

医術で，不成功の一端は無言のメカが責任を負っ

てくれる便利さが，何ともいえないそうだ。

聞くところによると，手術は失敗だったという。

詳しくはわからないが，血管の繋ぎ方に手落ちが

あったという噂がたった。不幸なことが，不慮の

死が，全く突然に襲ってきた。

* *ヰ〈

予科時代から，死に到るまで熱心に取組んでい

たのはエスペラント語であった。本邦でも指折り

広田賢治

広田賢治は富山県の下新川郡の，名は失念した

が日本海の沿岸からほど遠くない村落の出身であ

った。

その在所を知っているわけは，私がそこを一回

だけだったが訪れて一泊したことがあるからだ。

村中で一番とはいえないカえ相当規模のある年故

りた建家で，その天井の高い広聞に寝床をしつら

えてくれた。

その部屋は，寝具の一人分だけでは余白があり

すぎて，もてあまし気味だった覚えがある。しか

もそこに宿をして貰いながら彼の両親と挨拶を交

した記憶がない。不審なことだがこれは広田の遠

慮深さによるものであろう。

叙岳の帰りで夏の終りであるにしては生暖かい

風が蚊帳の裾を捲り上げていたい木立が家を囲

んでいる故か，部屋の中は薄暗く，湿り気のある

空気は重たげに澱んで，藤色を墨でぼかしたよう

な陰繋が全体を包みこんでいた。

おしなべて日本海側は太平洋側に比べると，明

るくないという説がある。これには芭蕉の紀行文

が多少共影響しているといわれているカミなるほ

のエスベランチストになっていた。山岳部では，

戸村君が初期のエスベ語学習者であったから，影

響をうけたと思う。三浦君も凝り性め方だから，

遂にこの世界語にとりつかれてしまったのだ。今

一つ凝ったのは，朝鮮時代からの「キムチ」であ

る。ニンニク臭のあるこの漬物は，確かに旨い。

それには寒冷さが必須の条件になる。北鮮のよう

な亜寒帯でなけれぷ，本当のうま味はでないはず

だ。野沢菜も雪の降る地方でこそ美味なので「キ

ムチ」もその例にもれない。

三浦君の逝去後，令夫人からその製法の秘伝を

授かった。しかし，温度の差はどうしようもない。

今頃彼は笑っているにちがいなし、。

( 1982年 6月10日)

君の死

(昭和8年商経卒) 初見一雄

ど，市振近辺の描写はそれを思わせる。しかしそ

の土地に住みつき，つい最近，世を去られた池田

弥三郎氏の「魚津だより Jを読むと必ずしも然ら

ず，天候，気温のありょうは太平洋側と余り異る

ものではないといっている。

のっけから表裏日本の風土論を持ちだしたのは，
:;17-クレ

この土地の土塊一つ一つにまで融けこんでいるあ

る種のかげりがーそれを日本海的と仮りにいっ

ておこう一一車トタに染み抜きできるものでは

ないと押し強く迫まってくるからだ。そしてそれ

が住民の気質の成り立ちにも影をおとし，かかわ

り合い，絡みあって，放くことのできない牽固と

した根ッ子にな っていると考えられるからだ。
カミ

明るさはあっても華かさに欠ける，少くとも上

努万才のエースには選ばれない越中人，その典型

を広田のなかに見出すことができるからだ。

立山の連なりは信州への直通をさえぎり，親不

知の険は北への道を塞ぐ環境が明治のなかばまで

続いていたとすると，住民の移動はごく限られた

ものになる。おろした線の横への鉱がりはせまく，

底へ底へと深みだけが増‘していくのが越中の人た

-242-



ちの宿命だったのだ。恐らく数代以上つづいたで

あろう広田家の次男は移動を開始したのだ。

彼の東京での下宿は「明倫館」という昔の落校

の名を継承する富山藩の子弟のみを預かる授業の

ない学塾といえるもので，場所は文京区の伝通院

の近くであったと記憶する。大きな長屋式二階建

で，殺風景きわまる男世帯の集まりであった。そ

して日本海的な体臭を発散して，越中弁だけが通

用する小さな世界をかたちづくっていた。

この「明倫館」にはもう一人山岳部々員がいた。

土肥信義(仇名をドッべといった杭 これは明倫

館が命名したもので我々が進上したものではない)

である。この二人は仲はよかったが親友とまでは

いかなかったように思う。どちらも我が強い。似

たところといえば気前の良いこと，子煩悩だった

こと，そして双方とも娘だけしか生まれなかった

ことだ。

日本海的な修屈を剛直さで包んだのが彼だよグ

このひと言がその人柄を表現していると思う。そ

れ故ユーモアを解しないところがあったとしても

やむをえないが欠点とはいえない。進んで面白お

かしく語ることは殆どなかった。生真面白なのだ。

加えて責任感が強かった。この資質，今にして底

光りを感ずる。

それは昭和13年1月，横手山ガランの谷で消息

を絶った朝倉君の捜索においてみられる。あれは

単独行だったのか同伴者がいたのか今となっては
タグ

糾しようもない杭彼は捜索に自己の全能力を投

入したといっても過言ではなく，一つの執念'とい

える程のものであった。

その捜索も多くの場合，彼独りだけの行動で，

豊かでない月々の収入からひねりだす費用も積れ

ば莫大なものになったろう。しかも遺体は未発見

に終ったのではなかったろうか。

この悲劇は彼に癒すことなき打撃を与えたらし

い。後年これまた悲しむべき彼の最低 自決の道

につながるもの一一総てではないが一一に思えて

ならない。

彼は勤務先を替えたことが二回程あった。しか

し安住の地をかなえられたのだろうか?その剛直

さ，それにある程度を越えた頑なさは周囲の了解

V.追悼

を得るのには生易しいことではなかったろう。こ

うと思いこんで信念を曲げないところは，はたか

らみれば雄々しさを感じさせる杭世の中は理解

ばかりがあるはずはなく無理解の渦が巻いている

のだ。情に樟させば流されることがあるにしても，

時には流れに逆らわない身の構えも必要なのだが。

戟倉君の事件以来，彼の登山の回数は減ったよ

うに思う。悲しみとやり場のない憤り，その重な

りは彼の精神まで打ちのめしたのだろうか?

過ぎ去ったととだが互いにもっと突っ込んで話

合っておけばよかったと思う。事実彼と語り合っ

たことは一度もなかったの芯それどころか全く

疎遠になって十年近くを経過したのである。ある

日彼はやって来た。

娘の高校入学についての相談であった。中学を

出た娘のことで父親が奔走するなどとは，父性愛

に欠如性のある小生などは思い及ばぬことなので，

彼の愛情の示し方には感動に似た思いをしたので

あった。

下の娘さんのことはさっぱり記憶にないけれど，

共に健やかに育てあげたに違いないし，嫁入りも

したし，婿とりもすませたはずで、ある。

娘二人，限りなく注いだ愛情， 測りしれない

思いやり，その真実なこと，無垢なこと，それを

我々は知っている。しかし，然、」何ということ

だ。何故， 自らいのちを絶たなければならなくな

ったのか。

ヰ< * * 
彼は働き者だった。図難をものともせず乗りこ

えて突き進んでいったことを我々は知っている。

彼は「働き蜂」のように働いたと一友人は感心し

ている。働いて働いて燃えつきてしまったの治、

そして何かの弾みでノイローゼに陥ってゆき，妄

想というか自虐思考としかし、いようのない泥沼に

はいり込んでいったのだろうか。そうしてもしも

彼が独り言をいったとしたら次のようなものでは

なかったかと想像するのだ。

“己れは働きつくした，義務は終ったぞ，否し

かし，父として，はたまた夫としての働きは未だ

終っていないというのか， もっとつくせというの

か，ああ早くこの重荷を降ろしてしまいたい。"
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V.追悼

彼は自問自答する，そして繰り返す，しかし心休

まる答は浮んでこない。迷いは深まる一方だ， こ
ォヲノヲ

の果てしのつかぬ襖悩に身悶えする幾夜があった

ことだろうか。生きるのだ，生きぬくんだぞと己

れに鞭ったこともあったに相違ない。しかし生き
ホムラ

んとする焔は;燃えさかる時を失っていった。

眼をこらして先行きの路をみつめたであろう。

明るいのか暗いのか， 光明があるのか，誰かが足

元を照らしてくれるのか，寝つかれないまま朝を

迎える苦しさを続けたのではあるまいか。

広田が家を出たと聞いたのは，その直後ではな

かった。帰ってこないそうだと聞かされたのは，

10日以上もたってのことであった。

今はやりの蒸発か?と簡単に片づけられない気

持ちが強かったのは彼の性質を知る友人達だった。

書置き一つないのはどうしたことだ。衝動的に姿

を隠しただけなのか?

* * * V ゲ

東京都の水源泊養林の繁茂地を終駕の地とした

広田発見の報らせは，細々とつながれていた希望
イノチ

の糸を断ち切った。自ら生命を絶った場所は見る

に忍びずその死にざまを筆者は知らない。しかし

確かに彼は戦ったのだ。しかし戦い抜いたのでは

ない。無惨にも心の髪にしみだけが残された。

角張った顎を突き出し，ゆるりと振り返りなが

ら， r乃公について来るかいIJ といっている

ような感じは今だに消し難い。

それにしても『剛直院煙猛居土~，賢治よ，君

は今いずこに居るのだグ

( 1982年 6月10日)

追悼 長岡道男君

昭和11年頃，工学部建築科には置塩さんを頭に

前田，薄，千谷，西村，そして私と，山岳部員が

大ぜいたむしろしていた。そんな中に長岡君が成

城から入ってきた。彼は栂池のヒュッテで噸えた

スキー術と独特の人間味ですぐに我々の仲間にと

け込ん芯

その頃の積雪期登山は，スキーが必要条件だか

ら毎年暮れに行なわれたスキー合宿は，山岳部の

行事の基幹をなすもので60~70人もの大合宿だっ

た。そんな中で彼は本式のスキー術を教えるべく

(昭和 14年建築科卒) 津村 利 男

大活躍したことは云うまでもない。

イランが物騒な状態になり，鹿島建設の代表で

テヘランにいた彼は，帰国して間もなく千葉のが

んセンターに入院した。 54年真見舞った時には，

もう豪快なクリスチャニヤをやる彼ではなかった。

そして54年10月22日昇天す。

* * * 
西村，薄の両君既になく，今また長岡君を失な

う。復雑な気持である。

( 1982年 6月20日)

追悼 富沢潤之助君

富沢君は昭和12年4月，当時の東京府立第2中

学校から予科理科に入学，同時に山岳部に入部さ

れました。彼の父君は金鉱関係の仕事を， 日本内

外で行なって居られた関係上，彼も中学時代から，

(昭和 17年機械科卒) 野田福五郎

よく山歩きはして居た様可吹雪の天幕内ではよ

く金鉱の話を聞かされたものです。彼も採鉱・冶

金に興味を持って居た様です。入部後は熱心な部

員として，山岳部の主な山行にはほとんど参加，
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その他彼の持論である単独行また小人数の山行

を行なって居りま した。

彼は小がらの丸々と した体で，性格も丸やかで

「お富さん Jrトンチャン」のニックネームで親

しまれ，彼の行くと ころ，吹雪の厳しい中の登高

時も，真夏のむす様なやぶこぎの時にも，また町

で登山を論ずる時にも，いつも和やかな雰囲気に

包まれていたものです。そんな彼の人格のため当

時の部の運営が円滑に行なえた一因とも思われま

す。

昭和16年 9月に国策上，昭和18年 3月卒業予定

の彼は半年繰上げの，昭和17年9月卒業と決定後

は学生時代最後の一年の山行に情熱を燃して居り

V.追悼

ました。そ して昭和17年 9月卒業後，陸軍の技術

将校として終戦迄，軍務に服 して居られま したボ

復員後は十条製紙株式会社の伏木工場，針11路工場

などに勤務さ九その間も山に対する情熱は人一

倍強く持ち続けられe ひまを見ては登って居られ

た様です。十条製紙株式会社を退職後は，東京の

千住製紙株式会社に勤務。自宅も埼玉県に移し，

我々の近くになりましたが，昭和52年 4月突然に

不帰の人となってしまいました。なんとも残念な

ことです。

謹んで哀悼の意を表 し， ご冥福をお祈り致しま

す。

( 1982年 7月 8日)

三好勝彦君のこと

もう既に三好が亡くなってから 7年にもなる。

我々の間で三好の話がでると，いまだに僕らの記

憶から遠ざかるどころh ますます鮮やかに彼の

童顔が匙る。

三好が僕らの前にあの巨体をみせたのは，確か

昭和38年に日本大学法学部に入学した時が始まり

である。とはいえ，僕はまだその時，何も知らな

かった。彼の名前を知ったのは，翌年の春:， ;fヒア

ノレプスの横断に行った隊が事故をおこし， 当時の

コーチ会で問題となり，そのメンバーの中に雪崩

で流さ九胸を強く打ち，一時部活動を遠ざかっ

ていた部員があった。それが三好であった。

まもなく彼は我々の中に戻ってきてくれた。そ

して卒業と同時に， 1966年の僕らの東グリーンラ

ンド登山隊に参加した。帰国後，彼は迷わずお父

さんと同じ教職の道に入っていった。その後，三

好の登山活動は，亡くなるまでの約10年という短

い年月の聞に，川の流れが堰を切った様に， とど

まるところを知らず拡がっていった。

1968年のグリーンランド氷床横断隊に春の先発

(昭和 36年建築科卒〉 池田錦 重

隊から参加。 1971年，八王子山岳会のヒマラヤ登

山隊隊長と してガンガプノレナを目指す。翌1972年

医学部の南米アンデス登山隊に参加。ヨーロッパ，

台湾，韓国と広く歩き， 1974年には， 日本大学ヤ

ルン・カン登山隊で活躍する。さらに， 1976年，

アラスカの最高峰'7'7キンリーへと，すばらしい

山歴を重札世界の山々に彼の足跡を残していっ

た。もちろん，その間穂高の岩場や，南アノレプス

の山々をはじめ様々な登山活動を行なっている。

こうした三好のひたむきともいえる山への情熱

とはなんだったのだろうか。より困難な， より高

きを求める登山をはじめ，ひろく山岳をさまよい，

深く自然を味わいながら旅をするといった両面を

もっており，三好のその行為は一方に偏ることなく，

ただひたすらに自然、を愛し，求めた息の長い山登

りをしていった。

いつでも三好は山に出かけると，行き先々です

ばらしい経験との出合いを楽しんだ。どこに行っ

ても誰とでも友達になり，友情をもち帰ってきた。

あの天性ともいえる天真燭漫t あけっぴろげな
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V.追悼

やさしく憎めない人柄の成せる業であった。

こうした中で，後輩だった三好がいつのまにか

同僚にみえ， また人生の先輩に育っていくのを見

るにつけ，僕らにない三好の人間としての重みを

感じる様になった。

僕は当時，津久井が気に入り，そこに住んでい

たことから，よく三好が上野原の自宅に帰る途中，

オート バイで立寄ることがあった。最初は一人勝

手なあまり気のきかない後輩としか映らない三好

杭家の中で一杯の紅茶に時間を忘れ今山登りの

話，旅の話，教え子の話，人生の様々な話をして

いく様になり，いつしか僕も三好の話を聞く様に

なっていった。亡くなる前日も，三好から電話が

あり，彼の学校の始まること，彼のやってきたヒ

マラヤの後始末の話，僕らが当時計画していた北

極のことなど， とりとめもなく話したことを覚え

ている。しかし，翌日神崎から突然の電話t 亡

くなった知らせを受けた時は，昨日の今日で信じ

朋友

彼との出合いは戦後の混乱期に，いち早く名乗

りをあげなければ，と法文の教室の一つに「山岳

部」の看板をだした翌日であった。

すこし目つきの厳しい二枚目然とした青年杭

『山口です』と名乗ってきた。同じ法学部で顔を

知らないというのは変な話だ杭彼は専門部から

学部への移行低そして英法。私は予科からで，

独法， しかも学徒出陣ということ可学ーから学

二にかけては軍隊生活をしている。知らないのも

当然である。

早速相談などもしたかったが，その教室も誰か

が住んでいて，軍隊毛布で仕切りをしている有様

で， とても落着いて話し合える状況ではない。ま

た，私としてはできるだけそこにいる状態を保た

なければ連絡がとれない。ということで，本当に

彼を知るということではしばらく日数がかかって

いる。

られなかった。三好の死はあまりにも突然でお，彼

自身でさえ予想外の出来事であわてたのではある

まいか。彼はよく僕の所に来た時， この間韓国の

山へ行ってきたとh アラスカの山に行ってきた

という話ーをするが，今度は僕になんと話しかける

つもりだったのだろうか。

* * iく
彼は死に直面し，死をむかえる一院なにを考

えたのだろうか。教え子のことか， ご両親のこと

か， これからの人生のことか， あのすばらしい過

去の山旅の様々なことだったのだろうか。あまり

にも早すぎた死であった。

もし，彼，三好がいまだ健在で、あったら，さら

にいくつものすばらしい山旅をしていたに違いな

い。そのたびに僕は彼からすばらしい旅の話が開

けただろう。今日そうした話が聞けなくなったこ

とを思うと残念でならない。

( 1983年 12月2日)

山口摂 a~

(昭和 21年法学部卒) 秋庭鉄之

もし，早くに彼の特性を知っていれば，私達は

もっと効率的な活動ができたであろう。

その頃は生活すること自体が大へんで，誰もが

食糧を求めており，私も毎月のように買い出しに

行かねばならなかった。ある時，彼はすこぶる安

い値段で石鹸を世話してくれたことがあって，相

当量の米にかえることができたが，彼自身はそん

なに苦労をしている節はみられなかった。専ら相

談にのってくれ，協力してくれる側であり， これ

は大物ではなかろうかと思ったものである。

やたらと議論の多かったその頃の雰囲気の中で，

彼は余り議論を好まなかったから目立ちはしなか

ったが，学校側との事務的な処理などは手際よく

やってくれた。学生にとって最も不得手な部分で

ある庶務事務は， 彼が始末してくれたのである。

また，重要な課題であった食糧や器具の入手な

どでは，大いに助けられた。凡そ口ばかりで実社

-246-



V.追悼

会的には余り能力のない一般の学生とは異質とい

えるが，実務面で発揮される彼の能力は抜群であ

った。

春山の谷川岳でもそうだったが，夏山の剣では

本隊として入山し，そこに累積された食糧の量に

驚かされたものである。参加は20人を越えていた

と思うが，縦走は別としても一週間分の食糧を確

保したのだから当時としては驚くべきことであ

った。

しかし，その期間中味噌汁には必ずキウリが入

っていた。彼の好みなのか，野菜がそれより入手

できなかったからなのかわからない杭明け方の

忙しい一時，手にする味噌汁にはカマドを覆って

いる這松の葉が入っており，それをさけるように

飲もうとするとグンニャリした固体がでてくる。

未だに情景が思い浮ぶ程強い印象が残っている。

いつの間にか「キウリの歌」ができて，夕食後

にどこかの天幕で歌いだすと各天幕の合唱になっ

たりもした。彼がいる私達のリーダ一天幕では歌

えなかったカ主彼の顔を見ていると笑いにしてし

まう訳にもいかなかった。彼は真面白だったし，

一度は彼が怒鳴ったために歌が止まったというこ

ともある。彼にすれば集めるのに努力があったの

であろう。

当時の山岳部は随分と議論の多いところであっ

た。なにをそんなにやり合ったのかはよく思いだ

せないが，神山大先輩らが中心になっていたよき

時代の山岳部と，すべてが変わりつつあった戦後

の若者達の考え方との断層一それも混乱期'とい

うこともあって，胎動期だったとみていいであろ

う。よく終電車を逃して歩いたものだ、った。

いまは有名人になっている円山雅也杭当時は

予科の責任者で何度か話合ったことも懐しく想い

出される。彼は山行は個人のものであり，気の合

った仲間の山行の集合体として部の存在を認める

といった考え方でi 仮に事故があってもその責任

は，個人が負うべきものとしていた。新橋駅に近

い喫茶庖が彼らの集まるところで，彼は既に学外

の仲間とも広い交流をもっていた。結局は，お互

いに理解し，道は別れるとして彼は予科の山岳部

に影響力を与えないと約束し，部をぬけることに

もなった。

あれこすし大筋としては山岳部の軌道をどう敷

設していくかということで組織化のための議論が

多かったが，山口君はこの表街道ともいえる諸先

輩や現役，そして他の学部の連中との話合いとい

ったものには全くといっていいくらい入らなかっ

た。専ら裏方主んである。例えば学割の証明書な

どは彼に言いさえすれば何枚でももらうことがで

きた。そうした実務面の始末には彼なりの苦労は

あったと思うが，凡そ愚痴を聞いた記憶がない。

人の面倒をみることは彼の性格でもあったに違い

ない。

卒業後は旧山岡研究室を主宰するようになって，

更に山岳部の面倒をみることになった。数多くの

後輩が世話になり， 図らずも私自身も一度は山岳

部に籍をおいた長男をあずかったことがあって，

個人的にも恩義をうけている。

何度か研究室を訪ねて雑談したが，後輩達に自

宅を解放し，部の面倒をみていながら話し方はい

つも陽性なものであった。彼自身は毎年高文を目

指しながら失敗しており，個人的には侮もあった

かもしれないが，その生き方は彼らしい過し方で

はなかったろうか。

凡そ頼んだことは必ずやってくれるという信義

に厚い人柄であり，大きな計画を進めるのに彼の

力は大きく貢献していたと思う。

惜しむらくは夫折したが貴重な友人を失ったも

のである。

( 1982年 8月13日)
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V.追悼

岡正

山岳部思いの，後輩思いの，岡正二君が，昭和

53年8月'z1日他界された。病気一つしない，頑丈

な体格の持ち主であった彼，穂高で，立山で彼の

英姿を知っている誰もが，こんなに早く逝去され

るなんて信じられないことであった。

岡君は「オッカチャン jの通称で皆から親しま

れていた人である。何時もにこやかな笑顔の持ち

主で真面白な人，而も物分りの早い，心豊かな人で

あったからである。

彼は伊勢鳥羽市の出身で，昭和13年工学部建築

工学科を卒業，直ちに矢嶋建設入社，後日大和ハ

ウス株式会社に移り，発展途上にあった大和ハウ

スに貢献された功績は，誠に大なるものであり，

脇田

「オーバ一手がありません 」これ杭脇田が私

達の視界から姿を消して，再びめぐりあい，迎え

に行った北村と松田に発した第一声だったという。

時は1951年 1月 8日15時すぎの頃で，北鎌尾根

独標上のC1を撤収して， B Cに向けての下山中

の出来事である。

脇田が私達の部に入ってきたのは， 1950年の春

山剣岳生活の前の頃であったろう。彼の部活動は，

北鎌で終っているから，わずか 1年間にすぎない。

しかし脇田のことというと，前記の言葉や[""腹

一杯食べたことがありません」と例のボールで二

三杯もおかわりしたあとで，端正な顔を動ずるふ

うもなく向けられたことなど，あの頃のメンバー

は誰しも忘れないだろう。

脇田が肺癌で半年余の闘病のはて， 1978年9月

18日に亡くなったことを私達の仲間は誰も知らず，

あとで奥さんから「亡夫が生前山岳部に何もして

君を偲ぶ

(昭和 13年機械科卒) 鈴木 克 己

特に軽量鉄骨などの特殊建築分野に残された優秀

な技術は，社業の発展に寄与し，若くして役員席

に列し，長く監査役を務めた優秀なエンジニヤで

あった。

生前，山岳部OBとして，部の将来，後輩の指

導などに寄せられた温かい気持ちは，亡くなられ

るまで口にしておられた由，承り誠に有難く目頭

の熱くなる思いであります。

生来好きだった旅行，山行，スキーなど，あの

世に於いても，あの笑顔で楽しんで、居られること

と信じて筆を摘き，御冥福をお祈りする次第であ

ります。

( 1982年 7月 19日)

昭君のこと

(昭和 26年経済学部卒〉 石坂昭二郎

あげられなかったので」と寄付を申し出られて，

はじめてわかったことなのだ。

この時もしまったと思った。一声かけてもらえ

なかった悔しさも残ったし，脇田の心情を思って

つらかった。 10月7日， スコチャンと奥沢の家に

弔問し， “谷の影山岳会"の頃の仲間，千葉大の

中馬君達が最後まで彼を見舞っていた話などを伺

うと，全く頭の下げどうしであった。

脇田と最後に会ったのは， 1974年2月4日のこ

とであったろうか，私のためのヤルン・カンの壮

行会の席上であった。文房具屋の親父ぶりもすっ

かり板についたといった姿があった。

あの頃，彼は“アイスマンシップ"というピッ

ケルを作っていた。当時元気だった小林伊三郎さ

んの主宰する前記の山岳会で，けっこう活躍して

いたようであった。そんなことでたまたま入部を

申し込んできた脇田を，春の剣に連れて行く決断
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ながらも，心は千々に乱れていた。もうやり直し

もできないし， チャンスもないだろう。

あの頃の我々の山登りは春の剣あたりから確か

に勢いがあったと思う。その強さが，当時北鎌で

唱われた“長崎の鐘"のマリヤ様や脇田の信仰心

ともあいまって，彼を死から生へと呼び戻してく

れたものと，私は思っている。そうでなければ，

200 mもスリップして，かすり傷ひとつ負わずに

助かることなど考えられるだろうか。

岡本が愛情をこめていった「けとばしても死な

ない男」も癌には勝てずに逝った。 1975年から，

父，祖母，母と毎年野辺送りし，息子さんや，三

人の娘さんの教育もほぼ呂鼻がついた矢先であっ

た。晩年はテニスなどを楽しんでいたらしいのだ

が， とにかくこれから奥さんとの人生の花が咲く

時であったろう。

北鎌会のメンパーでは，一番手で旅立ってしま

ったが，弥陀ヶ原でのラッセルのごとく，

くは先発隊で頑張ってくれるのではなかろうか，

と虫のよいことを仲間うちで話している。

脇田にはとうに愛想をつかされているとも思う

のだ杭交通事故で危うく命ぴろいしたり，胃癌

にとりつかれたりしていると，剣岳の先ん広田

先輩と同じ墓地に眠っている脇田に，今後ともよ

ろしくと手を合わせてしまうの芯享年48歳。

笑顔がほれぼれする男だ‘った。

( 1983年9月4日)

悼

をした訳だった。気持ちょいほどよく食べたが，荷

物もしっかり担いでくれた。何しろ当時の山登り

は，芦時寺からスキーをはいて，ラッセルしなが

ら荷運びするという，麓で大あごを出すような山

ばかりであったから. 30kg位背につけても，腰を

ピンと伸ばして， ぐいぐい雪中を進んでゆく脇田

に怯大助かりしたもの芯彼も好天にも恵まれて，

本剣を中心として歩き廻り，技術的にも進歩した

はずだ。それから北鎌までの 1年聞は，部の活動

に専念してくれて，岡本，丸山北村，松田とい

ったエースと一緒に歩いて腕を上げていった。そ

V.追

しばら

して冬山である。

独標上のカマボコ天幕は，松田のアイデアで，

風と平行に張り，八分目まで天幕に密着させてブ

ロックを積んだので，少し位雪が降っても，

っと風が吹けば飛ばしてくれた。

風の強い所には全くおあつらえ向きの居住性の

良さだったし，脇田が主としてすごした北鎌平の

アークチック天幕も，見事な張りで建てられて，

すとぶるその住みごとちの良さだったろう。何し

ろ天ぷらなども作って楽しんで、いたのだから，彼

がいく分へばり気味であったというのは，考えも

ちょ

及ばないことだった。

脇田がスリップして姿を消した瞬間， しまった

と思った。 1948年の夏山で伊知地の遭難に立会い，

それからというもの万全をつくしてきたつもりで

あった。それがこのありさま芯彼を求めて降り

昭和45年2月 1日病死

昭和45年 7月15日死亡

昭和47年2月16日

昭和48年 5月12日

昭和50年10月22日

昭和52年4月

昭和52年 9月 6日

昭和53年 2月17日病死

昭和53年 5月 5日病死

昭和53年 5月19日病死

昭和53年 8月27日病死

昭和53年 9月18日 病 死

昭和56年 5月19日 病 死

元山岳部部長

昭和55年3月25日逝去

瀬能先生(元部長)夫人

昭和55年 8月29日逝去

氏

氏

久

も

戸u，
吊

と

田

能

桜

甑病死

氏

氏

氏
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Eコ
アア 25号

日本大学山岳部

<1号> 1-4頁 1948年 秋の奥日光の記 河 内節子

創刊に寄せて 初見 雄

終戦後の山岳部 金坂 自R <4号> 19-22頁 1949年

冬山穂高生活 森下吉雄 山岳部々長に瀬能教授を迎えて 山 口 摂郎

冬山批判 千谷荘之助 山の人でにやきや 瀬能重衛

春山穂高横尾谷生活 石坂昭二郎 終戦後初めてのアクシデント 帆足輿之

春山批判 真島恒雄 昭和 23年度冬山遠見生活 石坂昭二郎

沢田道夫君逝去 昭和23年度春山生活(遠見尾根) 石坂昭二郎

春山回顧 石坂昭二郎

<2号 > 5-12頁 1948年

伊地知宏君遭難報告 <5号> 23-26頁 1949年

遭難現場報告 恩田敏造 山と友 相良 次 郎

東京本部記録 小 島 八 郎 療養日誌 沢田道夫

遭難当日を偲びて 松田 雄 山行と食糧 野 田 福五郎

逝ける友に捧ぐ 赤川| 蕎

東京本部連絡報告 草 薙 靖 一 <6号> 27-"S2.頁 1949年

祈りたい心 落 ぷE当] 晋 北鎌計画について 横沢利武

其の日の朝 北村一 良日 山行と食糧 野田福五郎

遭難についての感想(1 ) 金 坂ーリ郎 スノークラフト輿論 金 坂 郎

遭難に対する所見(1 ) 真島恒雄 療養日誌 沢田道夫

山日記周辺 神山 勉

<3号> 13-18頁 1948年

伊地知宏君を悼む 瀬能重衛 <7号> 33-40頁 19田年

今はなき「マンチャン」の想出 石坂昭二郎 昭和24年度春山剣岳生活報告 石坂昭二郎

遭難についての感想(2 ) 金坂 Êl~ O源次郎尾根八ツ峰登挙

遭難に対する所見(2 ) 真島恒雄 O 池ノ谷左俣下降右俣登掌

伊地知君へ 小島八 Êl~ O黒部別山主峰 雄山東尾根

日記帳より 森 下 吉 雄 春山総合批判 千谷壮之助

努力と幸福 帆足輿之 昭和 24年度万座スキー合宿報告 岡本如矢

あの頃のとと 秋 庭 鉄 之 春山随想 雷鳥と花 丸山精一
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会報目録

41-44頁 O剣岳毛勝山

ヒマラヤ通信 雄田松矢古口本

士
口差

1954-55年

平山

83-98頁<13号>

富士山以降

富士山雪崩遭難

富士ケルン建設山行

万座スキー合宿

衛

稔

勉

雄

重

回

能

回

岡

松

瀬

芝

神

19回年

山春の剣生活に就いて

春山生活 遠見尾根より五竜~唐松岳

昭和30年度冬山遠見尾根生活 大蔦

O 極地法による遠見尾根より鹿島槍ヶ岳

春山剣岳生活 熊 谷

O 八ツ峰・源次郎尾根登肇

雪崩机上談義

富士遭難一周忌に霊を捧ぐ

捜索報告余談

感想

芳正矢

~r5 

雄

官日

田

本

坂

松

岡

金

19日年

ザイルの弱さについて

45-日頁

今冬の計画に就いて

夏山生活を終りて

研究

<9号>

信

郎

衛

自日

鋭

義

重

雄

坂

坂

田

原

能

金

松

宮

瀬

金

マナスルより帰りて

CllIでの偶感

昭二郎

郎

功

雄

坂

田

村

島

石

松

北

1951年51-日頁<10号>

99-110頁 1956年

南極の旅より 平

昭和31年度冬山穂高岳白出谷生活 熊

O ジャンダルム飛騨尾根~奥穂高岳

O 潤沢岳西山稜~奥穂高岳

白出谷の概観

春山穂高行動報告

O 白出谷天狗尾根より北穂，

吉

信
善

義

山

谷

<14号>

二

英

雄

雄

田

田

鹿

松

松

郎村~t 

男

彦幸

瀬

石

深

村1952年59-66頁

前穂

信

昭二郎

富 雄

義谷

坂

自民

石

西穂登頂

所感

白出谷思いつくままに

利尻岳紀行

自日村北

池菊1952-53年67-82頁

リーダーシップに就いて

<12号>

衛

雄

吉

男

男

雄

重

戸三2・
昌

<8号>

夏山を前にして

北鎌尾根偵察報告

天懇同行

辰近のルーム

春山回顧

昭和25年度冬山合宿報告

O極地法にて北鎌尾根独標側稜

より槍ヶ岳を経て北穂高岳登頂

O器具・装備に関する報告

O食糧に関する報告

O気象報告

昭和25年度春季スキー合宿報告

O立山弥陀ヶ原定着

昭和25年度春山剣岳生活報告

O剣尾根池ノ谷右俣八ツ峰

春山感想

<11号>

昭和26年度冬山穂高生活

O極地法にて奥叉白谷~前穂~槍ヶ岳往復

並びに前穂東壁登挙，及び明神岳登頂

善

能

瀬

瀬

池

見

山

1958年

瀬

初

平

深

深

菊

大日岳

111-1:-3頁

登山今昔

無題

南極雑感氷海を去る日

昭和32年度を省みて

冬山剣岳生活小窓尾根

春山剣岳生活

O弥陀ケ原より立山，飢

<15号>

雄

自日

ワ臼
「「

υ
ヮ
，“

晃

晃

頼

額

昭二郎

雄

延

延

見

坂

坂

山本

梅松

梅松

田

本

初

石

山

金

松

ヒマラヤに旅して

昭和27年度における“山岳部"

に対しての感想

昭和26年度春山合宿報告

槍沢小屋焼失事件について

冬山穂高生活

春山スキ ー合宿報告

昭和28年度春山剣生活
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剣岳遭難報告

昭和32年度夏山生活中に於ける

遭難に対する反省

鹿島紀行

城

積

矯

靖

洋

麿

沢

藤

平

柄

斎

山

博

洋之介

昇

平

口

山

林

川

尾

春山立山室堂生活

台湾山岳遠征

昭和38年度を省みて

冬山穂高生活

O明神主稜より奥穂高岳

春山笹ヶ峰生活

昭和39年度の我部の方針か ら

立山東面

男

田

力

説

瀬

瀬

深

深

宮

良日

原

坂

19日年

金

洋之介

洋之介

文宏

上

口

口

原

)11 

笠

JII 

自F坂金

積雪期山行報告

冬山山行

O鹿島槍ヶ岳，蓮華岳 ，赤沢岳，

スパリ岳西稜，南沢岳

春山平の小屋生活及び分散縦走

。針の木岳西稜南沢岳

桜門山岳会の組織について

海外遠征所感

啓

雄

隆

雄

富

省

回

島

池

原

井

松

中

菊

菅

赤

129-148頁

1958年

ヒマルチュリ登山より帰りて

昭和33年度を省みて

冬山横尾生活

遭難報告

滝谷遭難報告

穂高岳滝谷並びに潤沢遭難に

関する反省

<16号>

ヒマルチュリ

啓島中

雄田松19日-61年

村

149-1釦頁<17号>
.，r 

'" 

男

啓

善

耕

山

藤

瀬

島

平

佐

深

中

ロッキーの旅

入来，上関両君の23回思

故高橋計介君7回忌法要

菊池，中村両君の7回忌法要

彦

男

敏

幸

正

錦

石

瀬

島

深

飯

南極の一年

南極雑感

昭和34年度を省みて

春山剣岳合宿

O八ツ峰

重回池

1965年

片柳

多和田

菅原

初

217-236頁<19号>

源治郎尾根登肇

実グリーンランド踏査旅行重錦池

忠

司

郎

彦

雄

雄

省

勝

摂

見

好

見

ロ山

宏

宏

夫

明

義

雄

義

摂

初

嵯峨野

嵯峨野

福 武

松

f筒

回

穂高の雪と雲の中の生活

清田部長の紹介

瀬能前部長一周思

昭和40年度を顧りみて

秋の懇親会のことなど

冬山山行 穂高 ・越後分散縦走

冬山越後縦走

春山山行 北海道中央高地

関西桜門山岳会のとと

最近の海外登山に想う

ルームの思い出

日大三島校舎山岳部事件について

グリーンランド

錦

文彦

文彦

文彦

麿'積

重

回

回

村

村

村

藤

池

今

今

今

斎

O 奥大日岳

昭和35年度回顧

富士山七回思法要

冬山生活穂高横尾尾根

春山山行黒部源流

昭和36年度を省みて

冬山山行頚城山塊

春山合 宿剣岳北方稜線

立山

男

士

口

郎

隆

昭二郎

忠

善

摂

1962-64年

坂

崎

ロ

山

石

神

平

山

赤

181-216頁

自日

重

啓

錦

口

回

島

山

1966-68年

池

中

237-268頁

1966-68年

1966年

<20号>

グリーンランド報告

東グリーンランドの登山

q
J
 

F
D
 

9
白

光

積

靖

雄

吉

麿

井

崎

藤

平

回松

)11 

斎

山

ムクト・ヒマール

台湾雑感

ロス海紀行

瀬能部長逝去

先生の思い出

君島久登氏逝去

Q助のとと

昭和37年度を省みて

南アルプス縦走

<18号>

冬山
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)11 

豊

男

信

則

男

重

彦

万次郎

雄

奥

義

将

忠

錦

勝

原

田

野

池

谷

辺

崎

好

田池

松

三

中

松

菊

熊

渡

神

昭和51年度上半期報告

付ーノレ学術登山隊報告①

日本大学北極遠征隊1977~78計画

マッキンレー登山報告

グリーンランド紀行

書評 丸山精一著『野外活動の

仕方，考え方』

学生紹介

何か持って帰ろう

富士山遭難23回忌報告

男
重
一

明

利男

洋之介

宏

宏

次

錦

義
浦

口

嵯峨野

嵯峨野

五月女

村

田

津

池

重

男

男

彦

健

隆

則将辺渡

1977年<24号> 1-12頁

昭和51年度活動報告

昭和51年度桜門山岳会活動報告

勺ーノレ学術登山隊報告②

司

男

錦

次

次

正

隆

典

戸

野

池

池田

五月女

井

平

菊

スピッツベルゲンの旅 1967年

グリーンランド氷床の横断1968年

ねIfーるジャングルどらいぶ

神山勉氏逝去

薄知一氏逝去

吉川実氏逝去

昭和41年度経過報告

冬山槍平生活

。唐沢岳西稜より奥穂高

。南岳西稜より槍ヶ岳

春山山行分散縦走

O 日高山脈北アルプス縦走

日高縦走記

昭和42年度回顧

冬山山行穂高

O扉風無名尾根より奥穂高岳登頂

春山山行 黒部源流媛スキー登山

黒部横断記録

昭和43年度を省みて

冬山山行

O笠ケ岳より槍ヶ岳登頂

春山合宿中止について

関西桜門山岳会だより

ホテル・エベレスト・ビュー

五月女

橋

本

高

橋

赤

1977年<23号>

北極計画案

北極点遠征計画について

グリーンランドと極地探検

極北の二人の仲間たち

桜門山岳会に想うこと

北極計画総会にて承認決定

天懇に参加して

1-12頁

宏

治

進

之

之

之

進

進

捷

伸

伸

伸

嵯峨野

藤

村

村

村

戸

戸

力日

中

中

中

平

平

平

男

雄

彦
佐

忠

猪

正

崎

田

橋

神

前

高

彦正橋高

中近東放浪記

北極小史(その 1) 

中原万次郎氏死亡

故中原万次郎氏捜索隊報告

(会報24号・付)

信義谷熊

高

について

1 -6頁 1976年

桜門通信 「会報J発行主旨

麻布平ルーム撤去について

ξ ミールの山々

彦正橋ヒマラヤ登山計画の近況

<21号>

豊

彦

彦
正

正

野

橋

橋

松

高

高

1978年<25号> 1-8頁

昭和52年度活動報告

昭和52年度桜門山岳会活動報告

中原基金の設置

-254ー

彦

彦

男

康

正

忠

孝

正

橋

橋

崎

栗

高

高

神

小

1976年

合同慰霊祭報告

1-12頁<22号>



編 集

会報第26号の編集に携わって，既に 4年が過ぎ

去ってしまいました。まず初めに御協力いただい

た諸先輩の皆様にお礼を申し上げ，発行が遅れて

しまいましたことをおわびしなくてはなりません。

また，日大山岳部，桜門山岳会の活動を速やかに

報告し得なかったことに対し，編集を引き受けた

者として責任を感じております。

* * * 
会報の本来の役割を考えますと，即時性を要す

るものであり，その点においては，報告書として

の価値は薄れてしまっているかもしれません。 し

かし，これらの記録の中から，当時何を求めて山

を登っていたかが読みとれます。"個人と集団"

という一大テーマを中心としたクラブ活動の"流

れその中に学生登山のあり方を垣間見ること

ができるのではないでしょうか。そんなことを考

えながら，特に現役諸君に読んで欲しいと思いつ

つ，この会報をまとめました。

後 コレ-一一一ロ

編集方法は，部室に残されたファイルと，当時

のリーダーに依頼した原稿をもとに，積雪期の記

録を中心に各合宿を簡略にまとめました。最大限

に生きた文章，当時の反省や思考をできるだけ多

くとり入れ，読み手の心に訴えかけるものにしよ

うと努力しました。

* * * 
時の流れがあり，状況が変化する中で，現役諸

君がしっかりと現在地を確認し，新しい活力を創

造することができれば幸いです。

* * * 
多くの方々の御協力を得て，会報第26号が完成

しました。編集，作製においては，特に化学工業

日報社の桜井昭OB，寺元清氏に親身なアドパイ

スを与えて頂きました。年表作製にあたっては，

多くのOBと極地研究所の佐野氏，校正では元日

大山岳部員の辻川妙子氏，その他たくさんの方々

にお世話になりました。心からお礼申し上げます。

昭和59年 6月

会報第26号編集委員 村口徳行

木津直人

中村日出

矢崎裕巳

大谷直弘

〈写真提供〉

石疲昭二郎池田錦重神崎忠男中村進村木富士橋本健松野豊木津直人村口徳行森和彦

矢崎裕巳大谷直弘 その他日本大学山岳部

く参考資料〉

会報 1~25号，時報，ゲートル，計画書，報告書，行動記録，天幕記録，総会パンフレット，体育年鑑，

駄弁， I山岳J， I世界山岳百科事典J， I世界山岳地図集成J.I岩と雪」
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