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一平成元年度活動報告

CL 菊谷兼一朗

「あっJという問の 1年間だったという気がする。新人

勧誘が始まったと思ったら、もう春山合宿となってしま

った。昨年度の夏の事故の二の舞だけは繰り返さぬよ

う、しかし、前年以上の実力を養っていこうと心に誓っ

たものであったが、それが達成できぬうちに l年は過ぎ

去っていく。

とくに富士山においての 1年生の事故は無念でならな

い。リーダーである私個人にしても、その事故からずい

ぶん心に迷いが生じてきてしまった。登山というものに

これほどの犠牲が必要なのだろうか、それでもまだ登る

のは何故なのであろうか。私はそのような考えを話し合

うことでもっと山登りというものを深めていきたかった

のだが、その時に他にリーダ一部員がいなかったのはつ

らかっfこ。

その迷いを引きずった冬山合宿では、慎重になりすぎ

たせいか、カを有り余してしまった感が強い。そのよう

な反省のある一方、春からは、雪山を共通のフィールド

とし、様々な経験を個人に反映してきたのではないかと

思う。本年度は短かったが、一通りの合宿をこなすこと

ができたのではなL、かと思う。

平成元年度は前年度と同じ 2名でリーダ一会を出発し

た。年度始めには目的を話し合い、春山をメインに 1年

間の計画を進めていくことに決定した。

前年度まではリーダー会が未熟であり、しかも、った

ない 1年生と共に行なう登山であったが、平成元年度は

彼らもカをつけ、クラブ全体の自信へとつながってき

た。そのような現状も踏まえ、リーダー 2人の頭の中に

は、前年度からの夢である海外での春山合宿を実現させ

ようという考えが固まってきた。

そのために、全員で月 l万円の積立て貯金と、海外の

文献集めを行なうこととした。最終的には海外へ行く者

だけの積立となってしまったが、海外登山に対しての意

識の向上を生んだという意味はあったと思う。

一五月山行一

当初、新人勧誘において女性 1名を含む6人の部員が

入ってきた。その 6人の新人教育も意識し、 2年生の実

力養成を図る五月山行を計画した。分散形式で登山活動

を行なったが、自分の真の実力を知ったものも多かった

と思う。この時期からリーダ一部員を育てようと考えて

いたため、 2年生にとっては少し背伸びした計画もあっ

たが、それぞれ自分逮の実力をはかる意味で、いい山行

が多かったと思う。

また、 2年生の雪渓技術の完成を意図した雪訓を富士

山で行なった。

一初夏合宿一

最初の合宿である穂高の初夏合宿は久しぶりに徳本峠

越えを敢行した。新人は女子部員を含む6名おり、総勢

18名の大部隊であった。これだけの人数で登山を行なう

ことに喜びを感じると共に緊張感も強いものであった。

新人訓練を目的に横尾に8Cを置き、雨にはたたられ

たが、 08の参加もあって、それぞれの分散も成果をあ

げた。この中で、 2年以上の部員は合宿終了後に鍋冠山

への縦走を行い、体力増強に努めた。この合宿後にサブ

リーダーの中津留が休部を申し入れ、夏山不参加とな

り、リーダー会が有形無実化してしまった。登頂のー臨時

の喜びを得るための労力を必要以上に感じたときに、無

~なことをしているような疲れを感じるときがある。そ

んな空気が部内に漂いはじめたのはこの頃からのよう



だ。リーダ一会の 2本の柱のうち 1つが欠けたのだから

その影響は大きかった。

夏山合宿も目前に迫り、個人山行、トレーニングなど

のクラブのステップアップに力を注ぐことで、全体の雰

囲気をより良いものにしていくしかなかった。

夏山合宿

夏山合宿は立山東面、内蔵ノ助谷にて定着形式で行な

った。一番の問題となったのが、前年度に起こしてしま

った事故対策であった。とにかく昨年の因縁の場所であ

る三本歯の通過をどうするかに心くだいた。結局、フィ

ックスロープを張るという面倒極まりない方法をとった

が、この方法の良さは、そのついでに浮き石を全部落と

すことができることにあったと思っている。そのおかげ

で2日間の分散愛撃は充実したものであった。

前半縦走では大日と薬師から入ってスムーズにBCに

入ることができた。合宿後の後半分散は上ノ廊下と後立

山との 2隊が継続して入った。上ノ廊下の l年生2人に

とって、後半の笠ケ岳までの縦走は長く感じられたらし

く、疲労が色濃くみられた。しかし、去年の雪辱を晴ら

すことができ満足できた。しかし、一方の後立山の縦走

パーティーはメンバー聞の不和から途中で空中分解する

形となってしまった。残念なことであるが、この時期に

なって登山中にこのようなことが起こることに人間関係

の難しさを思じた。

リーダー l名を欠いた夏山合宿ではあったが、それで

も夏山に一応の成功をみたのは、確実に力をつけてきた

2年生によるものと評価していいと思う。

その頃から、ヒマラヤ登山について正式に動きだし

た。当初はOBとの合同登山でランシサ・リや、ロブジ

ェ・イーストを検討し資料を集めた。また漠然としたイ

メージを明確にするため、 OBから様々な話をうかがっ

た。トレーニングの状況ははかばかしいものではなかっ

たが、個人山行を多くすることで消化することにした。

秋山山行

秋には2年生の積極的参加により、穂高の岩山行と八

幡平の縦走、谷川の岩山行が上がった。谷川は雨で登れ

なかったが、それぞれに楽しむことができた。この時期

は今年度の特徴であるバリエーションに富んだ山の楽し

み方を実践できたと思う。

しかし、様々な山に興味を向けたことがチームワーク

に関してはマイナスに働いたのかもしれない。 l年生も

相次ぐ退部で3名に減ってしまった。

一富士山合宿-

l年生の骨折事故を起こしてしまい、各方面に多大な

迷惑をかけてしまった。この合宿には中津留も参加し、

安全に対しては留意したつもりではあったが、事故を防

ぐことにはつながらなかった。ちょっとした気の緩みや

過信から事故へつながってしまった部分があったように

思う。上級生の意識改革により体制をたてなおすことを

真剣に考えたが、 2年生をリーダーとするには冬山まで

待たねばならなかった。

冬山合宿

事故がおき、反省を終えた後は、具体的な冬のルート

について再考を迫られることとなった。ヒマラヤ登山を

意識し、またメンバーの数のことも考え、剣岳にするこ

とは決めていた。そして当初の予定通り剣岳の検討を始

めた。事故のことがあり、また部員の退部も相次ぎ最後

までメンバー配分でもめることとなった。色々なルート

を考えたが、パーティーを分けるにはリーダ一部員がお

らず、結局早月尾被に落ち着いてしまった。本来の実力

は今少しあるように思うのだが、リーダーとしてはこの

ルートで精一杯であった。剣岳には多くの大学が入って

おり、天気も良くあっけなく終わってしまった。

この合宿で、フィックス通過や2年生の実践による雪

山技術は、リードできるレベルに達したと思う。その後

サブリーダーに山本を迎え、次なる春山合宿に備えるこ

ととした。

春山合宿

休む暇なく、春山合宿に向けて動きだした。海外の方

は学生のみの登山となり、アイランドピークという具体

的な目標が決定した。また国内は北海道でのスキー縦走

とし、大雪に定め、同時に計画を進めていった。

ヒマラヤの計画をつくるにあたっては、様々なOBに

話を聞いたり、ヒマラヤ登山の経験者にアドヴ7イスを

受けたりした。計画を遂行する過程において、ためにな

る事が多く勉強になった。一方、北海道のパーティーは

山本をリーダーとして細部の検討を行なった。 l年生に

はスキーの訓練として吾妻連峰の縦走もこなし、実践面

に備えた。

両者とも異なる危険性が考えられ、それぞれの対策に

は慎重に時間をかけて行なった。ヒマラヤは初めての高

度に対して特に注意した。慎重に思えすぎる計画であっ

たが、現地で起こる数身の事故を見ていると、これでよ

かったのだと思えた。アイランドピークを登頂し、その

後のトレッキングではカラパタールとゴーキョピークに

登り、クーンブ山域を広くトレースできた。現地では楽

しむことはできたが、いろいろ不備な点も多かった。合

宿としての緊張感よりも解放感の方が大きかったからで
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はないかとも思う。

しかし、今回の海外合宿で 1つだけ言える事は、今後

とも「学生による海外登山Jを行なう価値は充分あると

いうことだ。特に 2年で海外登山を行なったという事

は、彼らが4年になった時にもう 1度彼ら自身で行く事

ができるという事でもあり、頼もしい限りである。

OBの方々には出発前に銭別をいただき、それを保険

や緊急対策費として使わせていただし、た。現役学生に対

してのOBのお心遣いには感謝の念に絶えない。

また日本にいる上級生は鹿島槍の天狗尾根を登撃し、

カをつけてから 3月中旬より北海道に出発し、 10日間と

いう長い縦走を無事終えた。スキーの機動性と未知への

挑戦を備えた、評価できる合宿であったと思う。

春山合宿は、 2つのパーティーが全く異なる山城に向

うという変則的な方法であったが、それはとてもうまく

行ったようで満足している。また、この山行で2年生は

クラブをリードしてし、く力を得たのではないかと思う。

私がリーダーをとった 2年聞を振り返ってみると、失

敗と挫折ばかりであったように思う。あまりよいリーダ

ーとは言えなかったが、海外での登山を現役で行きたい

という夢は実現できてうれしく思う。しかし、この2年

間で学んだところも多く、貴重な経験ができたと思う。

色々な思いはあるが、今は新しいリーダーにエールを送

りたい。大きな夢を持ち、そしてそれを実現できる力を

持つ者がいることに、自信を持ってクラブを引っ張って

いってもらいたいとa思う。

最後に、我々のために貴重な時聞を割いていただいた

すべての方々に感謝いたしますとともに、今後とも引き

つづきご指導をお願いいたします。

平成元年度コーチ会報告

ヘッドコーチ古野 淳

ヒマルチュリの事故以来、 4年目を迎えましたが、毎

年毎年、海外の高峰を目指す登山者は増え続け、遭難は

後を断たず、親しかった友人たちが次々と帰らぬ人とな

ってしまいました。高所での遭難は、大部分がエキスパ

ート指向の登山家達のもので、彼らの上昇指向の行き着

くところでもあります。しかし、自らの意志でチャレン

ジを繰り返し、結果として遭難という結末で終えたとし

ても、それを他人がとやかく非難できるものでないと思

いますし、私個人、冒険心のたくさんつまったハニトを

もっ人を最も魅力的に思い羨ましく感じます。そして、

学生活動報告(平成元年度〉

山岳部員の好奇心や冒険心が、未だ見ぬヒマラヤの高山

にエネルギーを向けることはとても自然なことであり、

未熟ながらも議論を重ねて導き出したきわめてオリジナ

リティーの高い彼らのヒマラヤ登山計画は評価されるも

のであり、いまの学生に欠けつつあるものを自ら得よう

とする意識はとても健全で好ましいとa思います。

昨年度10名、本年度6名の新入生を迎え、平成2年度

は既に 7名を確保しました。本年度、山岳部活動として

なんとか従来のカリキュラムを遂行できるようになり、

技術的には例年のレベルに達したように思えます。しか

し、一昨年夏山合宿での落石事故に続き、昨年の富士山

合宿でも l年生の平井が骨折し現在も治療中でありま

す。死亡事故こそは免れていますが、部員が増えればそ

れだけ事故に遭遇する確率も増えるわけで、強力なリー

ダーシップが要求されます。ところが、学生の気質がソ

フト指向になって行くなかで、普のようなリーダー神様

論が通用するはずもなく、リーダーもメンバーも双方が

望まない人間関係を長期間維持するのはきわめてむずか

しいと感じます。今後、リーダーシップの在り方を時闘

をかけて議論してゆく必要性を感じます。

春山合宿を年間目標にし、初夏、夏山、富士山合宿は

例年の場所で行い、無難にこなしております。個人山行

に関しては、圧倒的多数を誇る 2年生部員のカの向上が

目立ち、頼もしいかぎりです。トレーニング量は毎年少

しずつですが、減っています。しかし、体力的には例年

と大差無く、トレーニングは量よりも質を重視し、もっ

と科学的に、かっ合理化に改善して行くべきだと考えま

す。登山計画も「雪の日大Jを意識させる傾向が現れ、

平成 2年度の積雪期合宿が楽しみになってまいりまし

た。気掛かりなのは l年部員の減少で、現在、活動して

いるのは 2名のみとなってしまいました。 2年生の元気

さに気後れすることなく、田山・伊藤のコンビで、積極

的に計画に参加し、何とか4年間を乗り切ってほしいも

のです。

冬山合宿は久々に剣に入り、早月尾根からオーソドッ

クスにトレースしました。幸いにと言おうか、不幸にと

言おうか、またしても天候に恵まれすぎ、予備日に加

え、実働日を 1日残して登頂し終了しました。春山のヒ

マラヤ合宿を控えていることもあり、又、来年度に黒部

横断という大きな目標をすでに企んでいたためなのか、

控えめな合宿になった感がありました。

リーダー菊谷の2年越しのヒマラヤ合宿計画がやっと

実り、ネパール・ヒマラヤ、アイランド・ピークへ遠征

することができました。当初は、学生全員で参加しよう

。。



と、意気込んで計画しておりましたが、諸事情が重なり

4名のみの計画となってしまいました。全員がピークを

踏み、さらにクーンブ山群を広くトレッキングしてまい

りました。若干20才前後の学生達が自分で計画し、初め

ての海外の山を学生だけで計画どおり遂行できたことは

すなおに評価したいと思います。経験者の同行しないヒ

マラヤ山行がどんな危険性を秘めているのか。コーチ会

とすれば、とにかくマニュアルどおり行動させ、特に高

山病については神経質なほど指導したつもりです。

春山合宿はヒマラヤと北海道中央高地との 2本を計画

し、内容的にも合宿として充分な成果を上げることがで

きました。中央高地の計画は新期リーダー会発足後、次

期リーダー 2年生の山本をヘッドとして計画を進め、ス

キーを履いて北海道の山を歩いてまいりました。

本年の活動を振り返って、そして平成2年度に向かつ

て、のびのびと登山を楽しんでいる学生の姿に山岳部の

明るい展望を感じます。本年度と来年度は卒業・就職を

ひかえているリーダ一部員がいないことが好要因のひと

つになっていると思いますが、 3年生リーダーの山本が

どこまで部を引っ張って行けるものなのか、期待して見

守っていきたいと思います。そして、今回のヒマラヤ合

宿に対して先輩諸兄の多大な資金援助を得ることがで

き、心から感謝を申し上げます。

今後とも、ご指導のほど、よろしくお願い申し上げま

す 。(1990年4月)

記 録

.五月山行

1.北アルプス錫岳八ツ織

期間 5月3日-5日

メンバー L菊谷、田端

5月3日 曇~みぞれ黒部ダム→真砂沢

雪が多いが、トレースがしっかりついており歩きやす

い。しかし、ハシゴ谷乗越しからルンゼを下ってしまい

余分に時間を食う。午後からは雷を伴ったみぞれにな

る。真砂沢csには 8張りほど天幕があり、強風で l張

り飛ばされている。

5月48 快晴 cs →5・6のコル

最初の l本でルンゼの下まで行き、トップで取りつ

く。 E峰に直接登り、 E峰、 E峰共に残置シュリンゲを

利用し、懸垂下降を行う。高度感のある緊張するところ

-4-

だ。 5・6のコルには他に 4張りのテントがあり、風も

弱くシュラフがなくともよく眠ることができた。

5月5日 晴 cs→剣岳頂上→馬場島下山

他のパーティーの後からの出発になった。 VI峰、 w蜂

は、前半に比べると登りにはそれほど恐怖感を感じな

い。八ツ峰の頭は左側を巻いたため登らなかった。剣の

頂上では安堵感と共にゆっくりしてから馬場島に向う。

2.北アルプス餓鬼岳より表銀座を経て鎗ケ岳

期間 4月29日-5月3日

メンバー L山本、勝文、秋山

4月29日 快晴餓鬼岳登山口→銭鬼岳小屋

沢沿いの良く整備された道を行き、魚止ノ滝から尾根

に取り付く。地図を見ただけでは良く判らないので、ト

レースを見つけてそれを追う。その後はザイルを l回出

しただけで何事もなく、予定通り餓鬼岳に着く。

4月30日 晴 cs→燕岳への登り 2.123mピーク

の下のコル

初めの 1時間で剣ズリの最高点を過ぎてしまい、ここ

から一気に 200m位下り、東沢岳の手前に出る。岩峰が

あるので、トラパースを強いられた。そこで秋山と勝文

が滑落したが、 2人とも怪我はなかった。その後は順調

に進んだ。

5月 1日 雪 cs→大天井ヒュッテ

雪が降っているが風はそれほど強くないので出発。北

燕岳付近の岩峰帯で少してこずるが、ほどなく燕山荘に

着く。中大天弁岳に着く頃には風が強くなる。ここから

大天井ヒュッテへ下る稜線にはトレースがないが、地図

を頼りに下る。

5月2日 快晴 cs→槍ヶ岳山荘

右手に槍を従えて稜線を快調に進む。しかし赤岩岳を

通過する所で戸惑ってしまう。その後は順調に進み、水

俣乗越の上まで着いた。槍ヶ岳山荘に時間的にも行けそ

うなので、先を急ぎ念願の槍へ行く。槍ヶ岳の登頂は状

態が良くなく、又疲労が激しい為に翌日にする。

5月3日 曇 cs→新穂高温泉下山

物凄い風で目が醒める。朝食後、槍ヶ岳の登頂をあき

らめることを決める。後はただ飛礎沢をひたすら下り、

新穂高温泉に着いた。

3.北アルプス穂高速隊岳沢

期間 5月3日-5日

メンバー L、OB山本(修)、下村

5月3日 曇~雪上高地→岳沢



槍沢へ行く岡田OB、鈴木(弘)OBとタクシーで入

山するが、.さすがゴールデンウィークで人は多い。岳沢

への道は予想通り残雪が多く、穂高も未だに白い。岳沢

ヒュッテより 10分ほど降りた場所で司ツェルトを建てる。

その後は南稜の偵察と下村の雪訓をやり、明日に備える。

5月4日 快晴 CS→横尾

他のテントがうるさくて 3時半に起床する。南稜取付

きまでは雪崩の危険性もあるが、昨日の降雪も少なく、

また早朝でもあるので、あまり神経質になることもなさ

そうである。南稜は状態、も良く、重量無くこなし奥様に着

くが、頂上は人が多く下山は順番待ちをした。予定では

潤沢までだが、雪に埋もれた横尾本谷を横尾まで下って

CSとしfこ。

5月5日 晴 CS→上高地下山

山本OBの都合で2時起床、真夜中の横尾を歩き出し、

早朝の上高地に到着する。

4.南アルプス鋸岳

期間 5月1日-6日

メンバー L中津留、野本

5月l日雨

家口の足の捻挫による不参加や、雪の状態を出発前に

考慮した結果、鋸岳より鳳嵐三山へ行くことにした。時

間に余裕があったので、夜ではなく昼新宿を出発した。

富士見駅でタクシーをひろい、大昭和製紙の林道を行け

るところまで入って、テントを張る。

5月2日 快晴 CS→横岳峠

朝、中津留の調子が悪く、 9時15分出発。最後の砂防

ダムを越えると、道はとぎれとぎれしかなく、へつりや

渡渉も出てきた。源流部は、すさまじいやぶであった。

出発が遅かったせいもあって、横岳峠にたどりつくのが

a・

砂初夏合宿雪渓訓練
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やっとであった。

5月3日 晴~雪 CS→第二高点

第一高点の急な登りで野本がスリップしたが約 3m下

で止まった。その後大ギャップの登りで中津留のアイゼ

ンのバンドが切れたが、野本にトッフ。で行ってもらいな

んとかピンチを脱する。時聞が遅かったために第二高点

の直下でテントを張るが強風のためポールが折れる。

5月4日 快晴 CS→駒津峰

出発して間もなく、中の川乗越の下りで40mのアップ

ザイレン。三ツ頭までかなりのアップダウン。 15時30分

に甲斐駒の頂に着き、駒津隙の上でブロックを作りテン

トをかぶって寝る。

5月5日 晴 CS→早川尾根小屋

今日は出発が遅れたが、早川尾根小屋では駒大山岳部

と会い親交を深めた。

5月6日 曇 CS→夜文神峠下山

オベリスクまで行き駒大 3人と写真を撮り、広河原に

下ったが、あると思っていた交通手段が何もない。仕方

がないので夜文神峠まで15km歩いた。

.初夏合宿

一一穂高岳横尾定着一一

期日 6月14日-20日

メンバー L菊谷、中津留、秋山、田端、下村、渡辺、

野本、家口、勝文、山本、伊藤、田山、

平井、星野、樋口、大越、 OB古野、目黒

6月14日 晴新島々→岩魚留

昨年に勝る18名の部隊である。 l年生は辛そうである

がよく頑張り、予定通り目的地に着く。

6月15日 雨 CS→徳本峠→横尾BC

、、

，併

，. 
、.'*



...停滞日にチロリアンブリッジをする

重い荷を背負つての徳本峠越えはきついものである。

峠の登りの始まる所で隊を 2年中心と l年中心に分けて

進む。 1人の脱落者もなしに峠に着き、隊を合流する。

ケルンに参拝した後、全員無事にBCに着く。

6月16日 雨 BC骨本谷橋

食事の準備が遅れ、出発が遅れ、統一感のなさが表に

出た。とりあえず本谷橋まで進み、歩行訓練を始めるが、

雨がひどくBCに午前中に戻り停滞とする。

6月17日 晴雪渓訓練

上級生は 1日中、マンツーマンで l年生の指導にあた

る。残雪は例年より多く、雪渓訓練にも熱が入る。下り

は走りながら横尾に着く。

6月18日 曇~雨分散登挙

①槍 ②前穂北尾根 ③奥穂 ④北穂東稜

体調が悪いもの 2名を除き、分散登拳に出る。しかし

1名が体調悪く OBに連れられ、 BCに戻ってくる。一

部で仲違いが起こり不安点が浮かび上がった。

6月19日 雨~曇停滞

空模様がおもわしくなく、 BCで休養となる。デモン

ストレーションあり歌ありで、山での楽しみにひたる。

6月20日 曇 BC→下山

①上高地②大滝山→小倉

l年中心に上高地、 2年中心に小倉下山とする。小倉

下山は林道に出てから時聞がかかり、大変であった。

.夏山合宿

一一立山東面内蔵ノ勘左俣定着一一

期日 7月24日-8月5日

メンバー L菊谷、秋山、田端、下村、渡辺、野本、

家口、勝又、山本、伊藤、田山、星野、

樋口、 OB高緑、石111、目黒

<入山〉

1.薬師パーティー

期日 7月24日-27日

メンバー L渡辺、勝又、田端、伊藤

7月24日 晴折立→薬師峠

折立からの釜りはし、つもながら苦しし、。しかし、OB

の差し入れを l本のたびに食べて元気をつけた。今年は

天気が良く、去年とは別のところのようだ。良いペース

で歩き、昼過ぎに薬師峠に着く。

7月25日 晴 CS→スゴ乗越

今日は伊藤も荷物を軽くしたので誠子が良いようだ。

スゴ乗越に 1特に着いてしまった。

7月26日 曇 CS→五色ケ原

今日は伊藤も荷物を担ぎ早いペースで歩いたので、あ

っと言う聞に着いてしまった。途中、風がとても強く、

なかなか大変であった。明日は早くゴルジュを通過した

いので、午後5時には寝ることとする。

7月27日 晴時々曇 CS→雄山→BC

今日は最初から飛ばした。伊藤も頑張る。気合で雄山

の登りを越えると、もう BCは近くだ。 10時半の交信で

大日隊、室堂隊の元気な声が伝わる。山荘で全員と顔を

合わせ、 BCへ下る。

2.大目パーティー

期日 7月25日-27日

メンバー L菊谷、野本、下村、田山、 OB高緑

7月25日 晴~曇称名の滝→大日小屋

前日に菊谷、下村の 2人で後半分散用の荷物を黒部ダ

ムにデポし、立山駅で全員と合流する。 2本目で田山が

パテ、下村も調子が悪く、ゆっくりしたペースになる。

大日小屋では現在テントが張れないらしく、プレハブ小

屋に無料で泊めていただく事となる。その他、不手際が

多く先行き不安が募る。

7月26日 晴時々曇大白小屋→雷鳥沢

みそ汁とご飯だけの食事を済ませて出発。室堂乗越か

らの下降路で雪渓の直下降が現れ、田山がスリ ップした

ため、フィ ックスローフ.を使って下降する。

7月27日 晴時々曇 CS→内蔵ノ助山荘→BC

雷鳥沢から真砂沢経由で真砂岳へ登るコースを取る。

次第に風が強くなり、ガスと共に横殴りに吹いてくる。

内蔵ノ助山荘に着き、他パーティーを待つ。 11時半に高

緑OBと別れ、 12時頃から下降の準備をする。ゴルジュ

ではフィ ックスを2ピッチ張り、ザックを lつずつ降ろ

す。途中、不注意からザックをシュルントに溶としてし

。ロ



まい、回収に時聞を食う。安全な方法を取ったつもりで

あったが、時間がかかり過ぎてしまった。しかし、なん

とか明るいうちにBC入りすることができた。

3.窒堂パーティー

期日 7月26日-27日

メンバー L家口、秋山、星野、樋口

7月26日 晴時々曇室堂→内蔵ノ助山荘

荷物が非常に重く、 15分位しか歩けない。荷物を置く

石を探してはガンバリの繰り返しだった。今年は雪量が

多くて歩荷道を探すのに 1時間位かかった。

7月27日 晴時々曇内蔵ノ助山荘→室堂→内蔵ノ

助山荘→BC

デポを取り、星野、樋口と合流するために室堂に下り

る。その後、内蔵ノ助にて皆と合流。

く定着>

7月28日 稽停滞 (BC整理)

菊谷、家口の 2人で三本歯のコルにフィックスを張り

に行く。落石の危検がある箇所の草付きの方に15mのロ

ープを張る。 BCでは薪拾い、ハイピーシート張り、天

幕地の掘り出し等を行う。

7月29日 霧~雨雪渓訓練

ガスや霧雨で体が濡れてしまい、寒い。直登直下降の

後、カール底でツェルトにくるまり休む。

7月30日 曇雪渓訓練

石川OB、目黒OBと合流する。 1年 1人に 2年2人

を付けてザイルワークの訓練をするが、コンテまで終わ

らせることができなかった。

7月31日 晴雪渓訓練

本来はスペアであったが、昨日完成しなかったコンテ

A夏山合宿分散登筆にて立山東菌を眺める
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の完成のため今日も行動。上級生はゴルジュの駆け上が

りをする。

8月16 雨停滞

三本歯のコルへ向かうが、 l本目で雨が降り出したの

でBCに戻り、停滞を決定する。

8月2日 曇~雨 BC骨雄山

朝から台風12号の影響で天気が悪く、一時待機とする。

その後、家口リーダーで雄山を往復する。

8月3日 晴分散登拳

①中央山稜主稜 L菊谷、田端、秋山、星野

②ニ一ドル稜 L目黒、家口、下村、田山

③支稜 L山本、野本、伊藤

去年の二の舞を繰り返さないためにも、三本歯のコル

の通過は慎重に行う。台風が来ているとは思えないよう

な良い天気である。全員が合流した後の最後の lピッチ

のトラパースは、フィックスして通過する。

8月4日 晴分散登琴

①中央山稜主稜 L目黒、野本、家口

②ニ一ドル稜 L山本、秋山、星野

③支稜 L菊谷、田端、下村、田山

目黒OBが下山することを考えてのメンバー構成とす

る。ニ一ドル稜隊が大幅に遅れたため、目黒OBが降り

た後、昼寝をしながら待つ。最終日ということで、歌を

歌ったりスペシャルを食べたり楽しく過ごした。

8月5日 曇 BC→黒四ダム下山

出発が遅れてしまい、黒四ダムに着いたのもぎりぎり

パスに間に合う時間となった。最後のダムの登りの長さ

に全員汗だくとなり長い合宿も幕を閉じた。

<後半分散合宿〉

1.北アルプス黒鶴川上ノ廊下遡行

期日 8月6日-14日

メンバー L菊谷、野本、星野、伊藤

8月6日 曇~雨黒四ダム→奥黒部ヒュッテ

昨日のデポの回収が遅れ、本日、回収する。ペースを

上げて平ノ渡しに着く。途中から台風の影響で雨の中、

奥黒部ヒュッテに着く。

8月76 晴停滞

水量が増えているため停滞とする。

8月8日 晴 CS→口元のタル沢手前

今回、初めての渡渉である。苦労しながらテントサイ

トに着くが、距厳がさほど進んでいない。

8月9日 晴 CS→金作谷出合

下ノ黒ビンガ核心部があり、上ノ廊下で一番苦労した



1日であった。滑落したり、7J<で、流されたり、ハプニン

グの連続であった。

8月10日 曇時々雨 CS→立石奇岩

久しぶりに寒い 1日となった。渡渉の連続であったが、

次第に河原歩きが増えてくる。立石奇岩は一見の価値有

り。

8月11日 晴 CS→赤木沢→五郎平

赤木沢は噂どおりきれいな沢で、急いで抜けたのが惜

しまれる。最後はお花畑を経て稜線から長い縦走を行う。

l年に疲れが出てくる。

8月12日 晴 CS→双六小屋

最初にルートを間違え、時間を無駄にしてしまった。

そろそろ食料に関しての話短が多くなってくる。

8月13日 晴 CS→笠ケ岳

ジョギングシューズでーの行動のため、捻挫しないよう

に慎重に歩く。早く着いたため頂上を往復する。

8月14日 雨 CS→槍見温泉下山

最後、天気に恵まれなかった。露天風呂に入り合宿を

全て終了する。

2.北アルプス後立山~日本海縦走

期日 8月6日-12日

メンバー L秋山、下村

8月68 a-雨黒四ダム→南小沢出合

企後半分散上の廊下

-8-

上の廊下隊と出会ったり、別れたりしながら平ノ渡し

まで行く。天候が悪くなり、南小沢出合の安全な所で 1

日を終える。

8月7日 晴 CS→針ノ木小屋

水量が増し、渡渉も大変であった。

8月8日 靖 CS→爺ケ岳→冷池山荘

左手に黒部湖を従え、快調に歩く。遅れを取り戻すた

め予定より距離を伸ばす。

8月9日 曇時々雨 CS →鹿島槍ヶ岳→唐松山荘

キレット通過は予想、したほどでもなく、そのかわり五

竜岳の登りは大変であった。その夜、寒冷前線の通過の

ためテントのポールも折れる程であった。

8月10日 曇~雨 CS→白馬宿舎

単調に山を登り、下ってテントサイトにつく。

8月11日 晴 CS→白馬岳→長栂山尾根上付近

今日で長い後立山と別れ、朝日岳を経て栂海新道に入

る。しかし、ルートをまちがえた所で・日も暮れ、テント

を張る。その夜、 2人で相談した結果、明日下山するこ

ととなる。

8月12日 晴 CS→蓮華温泉

早朝、即座に下山を始め、昼過ぎに温泉に着く。そこ

で別れ合宿をうち切った。

3.北岳パットレス(自由華御池小屋定着)

期日 8月9日-12日

メンバー L山本、勝又、家口

8月9日 快晴広河原→白峰御池→北岳→BC

大樺沢の雪渓を登る。 bガリ一大滝に取り付き、途中

ルートを違えながら二尾根に取り付く。 R1ルートは、

高度感と適度な緊張感と爽快感を得られる好ルートだっ

た。

8月10日 快晴 BC骨北岳

皆それぞれ体調が悪い中、 Cガリ一大滝に取り付く。

そして四尾根に向い、すぐにマッチ箱のピークにつく。

8月11日 快晴 BC骨北岳

C沢の最も左から上がる。念願のピラミッドフェース

に取り付く。いやらしい所もあったが無難に終了する。

8月12日 快晴 BC→広河原下山

4.南アルプス甲斐駒ヶ岳~茶臼岳

期日 8月30日-9月7日

メンバー L田端、平井

8月30日 曇~雨竹字駒ヶ岳神社→黒戸尾根七合目

ほとんど風がなく、湿度が高い。道のりは富士山の吉



田口登山道のようである。

8月31日 晴 CS→仙丈岳薮カール

駒ヶ岳の畳りは梯子が連続し、慎重に行動する。天候

に恵まれ、パノラマを楽しむ。

9月1日 晴~雨 CS→熊ノ平小屋

1年生の調子が悪いのでペースを落して進む。伊那荒

倉岳手前の樹林帯は倒木があり難路であった。

9月2日 雨停滞

大雨で、しかも 1年生が風邪ぎみだったので、休養の

意味を兼ねて停滞とする。

9月3日 雨 CS→三伏峠小屋

予備日が2日なので、早朝に出発して時間の短絡をし

たい。あいにくの天気なので塩見小屋で休息をとる。塩

見新道付近でルートを違えてしまう。結局、 13時間の行

動を強いられる。

9月4日 曇~晴 CS→高山露営地

どしゃ降りの日である。ラジオで明日に寒冷前線が通

過すると聞く。にわかに今後の事を考え、少しでも進む

ことにする。昼には天気が回復してきた。

9月5日 晴~雨 CS→百間洞山ノ家

弁戸川、頭のトラパースをぬけ、やがて荒川三山の稜

線にむけて直登をする。登っても登っても高山裏避難小

屋の姿が消えない。赤石岳を終る頃には霧が出てくる。

9月6日 雨 CS→茶臼小屋

聖岳への鞍部を下った。この最低部の所で聖岳を見上

げると、厳しそうな岩稜が迫ってきた。そこからは疑似

ピークが多く、ダラダラした山城であった。

9月7日 晴 CS→畑薙第一ダム下山

最終日は天気に恵まれ、快調に下山した。計画の達成

を共に祝い、疲れをいやす。

5.南会津槍枝岐川下ノ沢遡行

期日 9月1日-4日

メンバー L渡辺、家口、野本、田山

9月l日 曇檎伎岐→下ノ沢出合

田山の遅刻で予定した汽車に乗れなかった。しかし、

予定通り目的地に着く。

9月22日 曇 CS→第三ゴルジュ出口

2段、 20m、30mの竜門ノ滝はすごい。あまり人の入

らない沢らしく巻道もない。遡行図と地図を頼りに進む

が、距離感を違えて苦労する。また滝の登りの連続で時

聞がかかり、あたりが暗くなり、竹ヤブの少し斜面にな

っている所でテントを張った。

9月3日 雨停滞
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9月4日 雨 CS→駒ヶ岳→檎技岐下山

雨は小降りになった。ヤブをこぎ、前一面に草原が広

がった。また雨が強くなり小屋に入る。縦走を断念し、

下山する。

<合宿を振り返って〉

今年こそは事故の無いようにしようと思い、入山した

夏山合宿であったの去年と同じ三本歯を通るにあたって

は相当な注意を払った。その甲斐あってか大きな事故も

なく終了することができた。しかし、ゴルヅュ内におい

て2年生の滑落が多かった。何度通過するにしても大事

故につながる可能性のあるところは気が抜けないという

こを、わかっていただろうか。自分としても、危険の存

在するところへ敢えて行く合宿の意味を改めて問いかけ

られた気がした。

雪訓に関して言えば、上級生特訓に関して不満が残っ

た。自分の身を守るのだと思わなければ今後何度やって

も気の抜けたものになってしまうだろう。また、 l年生

はカール底に行くまででパテてしまってはお話しになら

ない。体力増強が今後の課題だ。

前年行なえなかった立山東面の登撃は満足と共に楽し

く行なえたと思う。下級生の感想の中にも良かったとの

意見が多かった。ただ難を言うなら、 2年がリーダーを

とったパーティーは、技術不足からか、予定通りの時間

を守れなかった事だ。他の場合もいえる事だが、これは

自分たちのレベルを正確に評価出来ないことからくるお

ごりではなし、かと心配になる。

BCの生活に関して言えば、締める人聞がし、ないとこ

れほどいい加減になるのかという気がする程である。私

l人で全てをチェック出来る訳も無く、なあなあですむ

雰囲気ができてからでは遅すぎる。中津留がいない今こ

そ議論されるべき内容であろう。更に、今回意図したこ

ととして、リーダ一部員の養成という問題があった。も

う、私の影響下から脱した活動が必要なときである。後

半分散においてそれは多少発揮されたのだが、今後のこ

とを思うと事態は急を要する。

とにかく全体的に見てみると、今回の合宿は無難にま

とめではあるが、きちっとしたところのない印象を受け

る。本来なら、目的がはっきりしているのならこのよう

なことはないはずなのだが……。どうなのだろう。

(菊谷・記〉



-秋山山行

一一八ヶ岳南鶴・赤岳鉱泉定着一一

期日 11月2日-6日

メンバー L山本、渡辺、勝又、野本、家口、田端、

平井、伊藤、星野、 OB岡田

11月2日雨~晴

①美渡戸口→赤岳鉱泉BC L山本、渡辺、星野

5日間、のべ38人分の装備と食糧の重荷に哨ぎながら

予定通り BCに着く。

②阿弥陀岳南稜取付→美濃戸口→BC L野本、家口、

勝又、平井

4時に起きるが、雨が降っているので待機。 6時にな

っても変わらないので出発する。しかし、この様子だと

南稜は危険だろうと思い、撤退を決意する。その後は、

美濃戸から再入山する。

11月3日晴

①中山尾根登掌 L山本、勝又

岩壁には全く雪は付いていないが、練習なので毛手と

アイゼンを着けて行く。雪が無いとひどく単調だ。コー

スタイムの半分の時間で終ってしまった。

②小同心クラック塗拳 L渡辺、野本、家口

小同心の基部へのドラパースに手間取り時聞をロスし

てしまったが、 3人で lピッチずつトップを担当し、充

実した楽しい登拳が行えた。

@大同心稜 L田端、伊藤、星野、平井

今日、美濃戸から入山した田端、伊藤と星野、平井は

BCで合流して大同心稜を登る。しかし、大同心の基部

から先の崩壊が激しいので、そこで引き返す事にする。

11月4日曇

①小同心クラック登奇襲 L山本、勝又、田端

雪が無いので岩が脆く落石が多い。 1回ずつトップを

やり、満足して終える。硫黄岳を通ってBCへ戻る。

②赤岳→横岳→硫黄岳→BC L渡辺、野本、家口、

伊藤、星野、平井

1年生のアイゼン訓練のつもりだったが殆んど雪が無

く、なんとか赤岳の登りと下りで使うことができただけ

であった。あとはのんびりとした稜線歩きとなった。昼

前に岡田OBがBCまで上がって来られた。

11月5日晴 ~曇

①石尊稜→赤岳→キレット小屋 L山本、勝又、平井

横岳西壁は連日の晴天で雪は消え、夏と同じ状態だ。

取付からひどく脆い砂岩で苦労する。ガイドブッラでの

300mの雪稜は脆い岩稜とハイマツ帯で、かなり時間

を費やす。結局、 6時間17ピッチにおよぶ登撃であった。

②阿弥陀岳北稜→阿弥陀岳→行者小屋→美濃戸口下山

L渡辺、田端、伊藤、星野、 OB岡田

BCを撤収して行者小屋に向う。中岳のコルへの道の

途中からジヤンクションピークにトラパースする。雪が

無く上部の岩峰以外は面白味に欠けた。行者小屋にデポ

した荷を回収し、ちんどん屋のようなザックで下山した。

11月6日 晴キレット小屋→小淵沢駅下山 L山

本、勝又、平井

昨日の疲労度と今日の所要時間を考えて、少し出発を

遅らせる。後は走るように下っていった。

.富士山合宿

一一富士吉田口五合目定着一一

期日 11月21日-20日

メンバー L菊谷、中津留、渡辺、下村、田端、野本、

家口、勝又、山本、伊藤、田山、平井、

OB岡田、山本(修)

11月21日 晴中ノ茶屋→五合目 BC

前日 l泊した中の茶屋から元気よく出発したが、途中

からばてる者、ふらふらする者、下痢する者などいて、

全員本調子とは言えない。早く着いたので、元気のある

者で偵察を兼ねて七合目まで往復する。この時渡辺は無

理したらしく、発熱後、ダウン。

11月22日 晴氷雪訓練

まだ周りにテントがなく、雪訓場所の確保に苦労する

事無く太子館の績を取ることができた。鳥居館より先か

ら風が強くなり、強風のなかで急いでアイゼンを付ける。

直登直下降を終えた後、確保しながらジッヘルを行なう。

夜になって渡辺の熱が高くなり、一晩小屋に泊める。

11月23日 晴 BC骨八合目(事故発生)

昨日と同じ場所に行き、ザイルワークを行なう。しか

し、落ち役であった l年の平井が、前日作ったバケツで

バウンドし右足首を骨折する。比較的早い時間だったた

め、自力搬出で五合目まで降ろすこととする。途中から

岡田OBと山本OBが登ってこれらたので、車で東京ま

で運ぶこととなる。菊谷、渡辺も同行する。

11月24日 晴 BC→下山

登頂をやめ中津留がリーダーで下山する。荷物が多く

苦労するが、早いペースでおりた。

<富士山合宿を終えて〉

起こしてはならない事故を起こしてしまった、という

苦い思いが残った。安全に対して万全の用意をするべき
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砂冬山合宿剣岳頂上

訓練途中の事故であるし、山登りを始めたばかりの l年

生の事故である。計画段階の検討不足、上級生の注意力

不足など様々な反省がでてきた。この事故の教訓を生か

してリーダー会の建て直しが図られた。また、訓練の域

を越えた、危険の考えられるような登山について改めて

考えさせられるものであった。(菊谷・記)

.冬山合宿

一一一剣岳早月尾根一一

期臼 12月20日-12月25日

メンバー L菊谷、下村、田端、野本、家口、勝文、

山本、伊藤、田山

当初の計画では錫の小窓尾根やチンネ等の案も出てお

り、検討を重ねたが、富士山の事故と中津留の不参加な

どから、自分たちの実力を考え、計画がどんどん縮小し

ていった。それでも冬期の剣という魅力のあるエリアか

ら計画を移す事無く早月尾根を選ぶことになった。

計画を進めていく中で、他大学も同ルートに多く入っ

ていることがわかってきて、しかも、雪が積もる前とい

うことで余力を残しそうだという予想がたってきた。そ

のため、ルート工作とラッセルにはカを入れようと話し

合った。

結果的には実働日を 28残しての下山という異例の冬

山となった。正月過ぎには大雪で数々の遭難事故があっ

たというのに、我々は連日の晴天であっけなく終ってし

まっfこ。

唯一の救いは、アタック日に厳しい行動で今までの技

会

術を発揮できたことだけであった。

12月20日 晴上市→馬場島-1，430m 

前夜21時発の急行能登で雪のない富山に着く。タク シ

ーが伊折の先の小又橋まで入るため、 lピッチで馬場島

まで行ってしまう。馬場島の派出所で「ヤマタ ンJを借

りる。前日降った雪が積っているが、その前に入山した

明大と農大によってラ ッセルの跡がうっすら残っている。

途中田山のキスリングが簸れたりして苦しそうであった。

雪がないのは楽である。

12月21日 晴 CS→伝蔵小屋

2日目にして早くも伝蔵小屋に着いてしまった。 3ピ

ッチ自には荷上げをしている明大のパーティとすれ違う。

伝蔵小屋の横を整地しテントをはる。

12月22日晴 CS→ 2， 450mA C 

伝蔵小屋から 2ピッチで 2，450mのACに着く。同じ

ところに慶大と山岳警備隊がテントを張っている。彼ら

はすでにルート整備を始めているため、我々も幕営して

から後を追って出発する。 2，600mで50mlまどフィック

スしてから 2，614mは左を巻くルートをとる。 2，650m

付近で2ピッチフィックスした後、低圧部の通過に伴う

風を考え引き返すこととした。

12月23日 晴 ACφルート工作

夜が明けるのを待ってルート工作に行く。獅子頭で夏

道のトラパースのルートをとり、 2年生にフィ ックスを

行なわせる。雪は安定しておりそれほどの難しさはなか

ったが、鎖場は切れ落ちていて恐いところがあった@最

後のクーロワールそ偵察してから、 ACに戻る。
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12月24日 曇~雪 AC特剣

昨日までの好天から打って変わって甥らしい悪天とな

った。フィックス通過をスムーズに行なうためにパーテ

ィーを2つに分けたが、相Eの連絡がうまく行かず、時

聞を食った。獅子頭を通過中に風が強くなり、カニのハ

サミのスタカット 2ピッチは辛いものであった。頂上は

展望もなく、ツェルトにすぐくるまってしまった。下山

ではかなり風が強く、 l年の通過に気を使った。この合

宿唯一の厳しい 1日であった。

12月25日 晴~曇 AC→上市下山

予定では馬場島に泊まる予定であったが、馬場島まで

タクシーが入るため富山まで下山する。下りで何度もキ

スリングの壊れた田山は可哀相であった。

圃春山合宿

一一ヒマラヤクーンブ山繊・北海道中央高地

1.アイランドピーク及びクーンブトレッキング

期 日 2月18日-4月48 

メンバー L菊谷、野本、田端、家口

2.北海道中央高地

期 日 3月21日-3月30日

メンバー L山本、渡辺、勝又、下村、伊藤、岡山

<計画に当たって〉

いよいよ年間最後の目標である春山合宿となった。目

標は新しい山岳部の創造である。

今年は北海道とヒマラヤの 2つにパーティーを分ける

こととした。どちらの計画も違った困難が予想されるだ

ろう。ヒマラヤの方は海外が初めてのものばかりという

ことで、高度!瞭化には気を使った。文献を読み、経験者

に聞いてきた。計薗もゆっくりとしたものにした。現地

では山登りの原点に立ち帰った楽しみを見出していこう

と思っている。しかし、無事故に帰ってくることこそが

我々の義務であることを、忘れてはならない。それは確

実に次の世代の山岳部につながってゆくものであろう。

北海道もそれは同じく、地域の特殊性を踏まえた上での

より行動的な登山につながっていくことを期待する。ま

た、新しくリーダーとなるための自信をつける山行でも

あってほしいと思う。

この 2つを合宿の一環として考えることは、合宿に新

しい可能性を開いていくことであろう。(菊谷・記)

1.アイランドピーク登頂、クーンブ山域トレッキング

3月1日 曇りルクラ→パクeディン

待つこと 6目。ついにルクラへ飛行機が飛んだ。メン

ルンツェを横目に大揺れに揺れてルクラの坂道飛行場に

降りたった。ルクラでTHTに頼まれた荷物が何者かに

盗まれる等の事件があったが、酸素のシリンダーを手に

入れた後、ヤクに荷物を積み、トレッキング出発。明治

の大川君と明学の山本君の ICCの二人と一緒の金山隊

のように出発し、無事パクーディンに到着する。

3月28 曇り パグディン→ナムチェ 3.440m 

朝、雨対策をもう一度万全にし、 1時間くらいかかる

朝食を終え、先に出発したヤクを追っかける。前日は雨
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が降っていたが、道はしっかりしている。上高地から横

尾のような道だ。二度ほど吊橋を渡り、レンジョで昼食

を食べる。そこからナムチェまでずっと登りである。ナ

ムチェでは村長さんの経営するロッジで世話になる。

3月3日 晴れナムチェ滞在

今日一日で買い出しと高度順化を行なう。酸素のシリ

ンダーを購入し、装備を揃えた後に、エベレストビュー

ホテルへ順化行動に行く。途中樽物館によった後、雪の

残るドロド、ロの道を登る。道を間違えて手前の丘を登っ

てしまうことなどあったが、素晴らしい展望が望めた。

夜は!順化行動の影響からか、頭痛を訴えるものもいる。

後から高度の影響がでるというのは本当であった。

3月4日 晴れナムチェ→タンボチェ 3.860m 

エベレストビューのあるクムデの丘を巻き、穏やかな

景色を楽しみながら歩く。昼食を食べたプンキからは急

学生活動報告(平成元年度)

な登りで患がきれる。タンボチェの寺院は焼けてしまっ

たそうだが、加藤保男氏らの碑は立派に残っていた。

3月5日 晴れタンボチェ→ディンボチェ 4.150m 

まだ雪の残るところが多く時々滑る。マニ石の列の左

側を通ってしばらく行くとイエティの頭皮と手の皮があ

るというパンボチェの寺院に着く。そこで昼の休憩をと

った後、右にアマダブラムを見ながら歩き始める。二股

の川の織を渡って平らな所に出ると、プモリやロブヅェ

が見え始める。早く着いたためディンボチェの裏の丘を

登って順化する。

3月6日 晴れ~曇り ディンボチェ滞在

今日は、順応日ということでポカルデの東の丘に登っ

た。 5.280mの丘でさすがに疲れる。 150mlまど登った

ところで田端が頭痛を訴えたので降ろさせる。頂上から

ポカルデまではとても遠く見えた。

平成元年度春山合宿クーンブ山域トレッキング凡rート
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3月7日 晴れディンボチェ→チュクン 4.560m 

今日の行程は短く、ゆっくりできた。菊谷、家口はロ

ーツェ南壁下部 100mくらいを登る。チュクンはアマダ

ブラムがよく見える。

3月88 晴れチュクン→BC5.016m 

今日でBC (5. 016m)に入った。本当なら 5.100m付

近に張る予定であったが、水が得られぬとのことでBC

の位置を下げてしまった。また、ここで食天を作るため

の石が少ないため、ゴアツェルト lつを食糧テントとし、

lつを器具テントとする。サーダーは我々と一緒のテン

トで寝ることとなり狭くなってしまった。ヤクは 5日後

に来る約束をし、降りていった。今日の行動も長いもの

ではなかったが、非常に疲れる。

3月9日 晴れ荷上げ

今日の予定は休養日であったが、 BC整理は特にする

こともないため、荷上げをすることにした。本来のBC

の位置までは平坦な道である。そのパレシャヤギャブか

らは踏み跡づたいに登ってし、く。あわよくばACまでと

考えていたが、 5.400m付近で見上げたルンゼに恐れを

なして左側にあるキャンプの跡地に荷物をデポしてしま

った。 15分に一度の割合で休んでいる。夕方から雪がチ

ラついていた。

3月10日 晴れ AC(5.800m)往復

昨日よりだいぶ体が楽になっている。特に 2年 3人は

11債化うまくいっているようである。前日のデポ地で酸素

のシリンダ一等をザックにつめこみ、ルンゼ、の内側を登

っていく。ちょうど扉風の lルンゼをつめているような

感じである。上部までつめてから右側に大きく見えるリ

ッジをトラパースぎみに登って行く。そのリッジの先に

もう一本のこぎり状の狭いリッヅがあり、直上するとlV

級程度の難しさとなる。我々は一度そこでいきづまり、

右側の広いルンゼに降りていった。この辺からは 5分に

一度休むかのような感じである。

ACは 5.800m程の所で、氷河の取り付きの少し手前

である。あまり良い場所とはし、えない。ツェルトにくる

んで装備と食糧をデポして引き返す。下る時に水のない

場所にテントを張ったイギリス人が多人数で来ていた。

3月11日 晴れ~曇り BC→AC

前日よりも、より楽になってきている。朝もゆっくり

出発したため行動にも余裕がある。しかし、 ACについ

てみると大変であった。昨日デポしたツェルトがビ J)ビ

リになって破れており、食料・装備が散らばっている。

カラスの仕業で、食料の半分以上が食べられてしまった。

なんとか一日分の食料は集まったが、予備の食料がなく

an--l
 



リッジ状の岩壁はスタカットで抜け、そのままタイトロ

ープで氷河の通過を行なう。最初に40佃ほどのクレパス

が出てくるがピッケルを対岸につくことで跨ぐことがで

きる。次に斜面をトラパースし、もう一度クレパスを跨

いで、ブリッジ状になったところを確保しながら通過す

る。そこから広い雪原にでたところで l本休む。その頃

から晴れ間が時々見えるが、雲の動きがとても早くなる。

雪壁の取り付きには深いクレパスが横たわり、唯一通過

可能なボコボコと盛り上がった氷を登る。 5mほどの氷

を登った後に、ルンゼ内を田端トップで登ってし、く。稜

線までは全部で4ピッチ 150m(まどで、下部2ピッチは

菊谷・野本でフィックスする。上部 1ピッチは急な斜面

で、田端・家口が登り切った後、風が強くなり雪厘が上

がり視界が悪くなる。待っている間ずいぶん寒い思いを

していた。稜線からは軟らかい雪質のナイフリッジで、

ピッケルを突き刺しながら慎重に進む。

頂上は広い稜線でローツェ南壁などまったく見えない。

あそこが頂上だなどと何度かだまされた後突然広い所に

出て 12:30頂上についた。頂上でひとしきり感動しまく

った後、部旗を取り出して写真を取る。 20分ほどで頂上

から下り始めるが、南西から吹く強風のため緊張を解け

ない。ルンゼを下るときにはスノーパーをだし、最後に

菊谷が下る。後向きにダブルアックスのような形になる

ためひどく緊張する。フィックスロープの位置までくる

と安心であるが、回収に手間取ってしょうがない。その

ため、田端・家口は先行させ、 ACの撤収をさせること

とする。菊谷・野本でフィックスの回収を行なうが、ア

イスピトンなどの回収が時聞を食い、寒さのため体力も

消耗する。 ACの跡に着いたときには菊谷が呼吸困難で

あったので酸素を使用することとする。酸素を吸ってか

学生活動報告(平成元年度)

6.ACより急な雷壁をトラパースする

なってしまった。

ACは狭い棚のところで、板状の岩を敷きつめてテン

トを張れるように整地する。次にテントを張るときにな

って、内張りが小さいのに気がつく。この大きなミスに

呆然とする。なんとか誤魔化して内張りを張った後、家

口と菊谷でクレパス帯を偵察する。小さなクレパスはあ

るがなんとかフィックスを張らなくとも大丈夫のようだ

った。途中で ICCの二人に会い、ルートの様子を教え

てもらう。その夜は寒く眠れぬ夜を過ごす。しかし夕焼

けに浮かぶマカルーは素晴らしかった。

3月12日 雪アイランドピーク登頂

朝起きてみると雪が5咽ほど積もっており、最悪のコ

ンディションである。しかし、この場所にもう 1日とど

まるには、調子が悪くなりそうであるし、食料もない。

5時半には起きていたが、しばらく晴れるのを待って

7:50出発する。田端以外はあまり調子がよくない。最初

のリッジ状の岩壁でのトラパースの危険を考え、 ACか

らアイゼンをつけザイルを結びあう。ザイルオーダーは

野本・菊谷パーティーと、田端・家口パーティーである。
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らはとたんに回復し、下山に問題はなかった。荷物も重

く疲れているため、ゆっくり自分たちのペースで下りる。

暗くなってしまったが、 18:45全員BCに着いたときは

ほっとしたとともに深い満足感があった。その夜はサー

ダーの作ってくれた飯を食べぐっすり眠る。

3月13日 晴れ BC→ディンボチェ

今日はゆっくり休養と思っていたが、 14:00に来るは

ずのヤクが 11:30には参上。急いでBCをたたみ、出発

する。チュクンでサーダーとヤクを待った後、ディンボ

チェへ向かう。

3月14日 靖れディンボチェ→ロブチェ

ペリチェの上の広い台地を通ってロブチェへ向かう。

左手にはタウチェとチョラチェが大きく見える。途中で

ヤクが死にそうになってしまい、大変であった。

3月15日 晴れロプチェ→コeラクシェップ

今日カラパタール登頂の予定であったが、疲れていた

ので明日登頂することにした。そのため、食料などの残

りを村の人に売ることになった。あまり高く売れずにが

っかりする。

3月16日 晴れカラパタール登頂→パンボチェ

ゴラクシェップAM5:55出発、久しぶりの早起き行動

で頭がパッとしない。しかも朝食前の畳頂ということで

腹が滅つでしょうがな.い。非常に冷える中をしばらく歩

いていくと、突然まわりが明るくなり、エベレストとヌ

プツェの聞から朝日がさしてきた。カラパタールとはい

え 5.450m。さすがに多くの人が訪れるだけはあって、

エベレストこそ逆光であったがプモリは最高だった。

3月17日 晴れノfンボチェ→ナラ

昨夜泊まったパンボチェのパッティはよかった。新し

い小屋であって眠りも深かったようだ。今日からはヤク

と81Jれ、サーダーのみとゴーキョ行きである。ポルツェ

までは陽のあたる、 JIIの右岸を巻いてし、く。今日の宿泊

企ゴーキョピークにでヂョモランマを望む

地ナラでは、我々はヤクの寝床で寝ることになった。

3月18日 晴れナラ→ゴーキョ

今日で日本をたってから 1ヵ月となる。朝はゆっくり

と出発した。左に氷河湖を見ながらのんびり自分たちの

ペースで歩く。沢筋を抜けると 2つの湖が現われ、絶景

のコースである。ゴーキョは案外広い村である。

3月19日 晴れ ゴーキョピーク主主頂→ドーレ

5. 480mゴーキョ登らずしてゴーキョ語れずである。

最高の景色でびっくりする。チョー・オユ一、ギャチュ

ンカン、ゴジュンパカン、チョモランマ、ゴヅュンパ氷

河と有名どころが目白押しである。菊谷とサーダーは咳

がひどく消耗している。下りは早かったが、ゴーキョで

ついついのんびりしてしまった。ゴーキョからドーレへ

の道は、雪が解けてドロドロである。菊谷は登りではひ

どくつらい状態である。

3月20日 晴れドーレ→ナムチェ

懐かしのアン・プルパ村長の宿に到着。もうすでに雪

が解けている。ドーレからの道は対岸から見たように急

な登りが出てきて菊谷は遅れ気味である。峠で休んで、

クムジュンにむかう。クムジュンからはエベレストビュ

ーに向かい、そこで昼飯休憩をとる。

3月21日 晴れナムチェ休養

今日は一日休養として、装備を売ったり、両替をした

りで過ごす。久しぶりのシャワーを浴びたり、うまいも

のを食べたりして疲れをいやすことができた。
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3月22日 曇り~雨ナムチェ→ルクラ

ナムチェをたち、ついにルクラに着く。その瞬間から

急に雨が降ってくる。夕方には明日の欠航が決まる。

3月23日 雨ルクラ滞在

今日はチェスやトランプをやって長い一日を過ごす。

3月24日 曇りルクラ滞在

朝起きてみると窓の外は雪景色である。昨晩は雷まで

鳴っていた。不貞腐れて寝ようとすると、サーダーが今

日は飛ぶかもしれないと言う。準備して待っていると、

山と山との谷聞からツインオッターが見え始める。しか

し、 l番機乗客を乗せて飛びたった後、 2番機は我々の

前に姿を見せることはなかった。その後は全員お茶を飲

んで食うだけの無気力人間と化してしまった。

3月25日 晴れルクラ→カトマンズ

朝7時に飯を食って、急いで出発の準備をする。 9:30

頃には飛行機も現われ、全員の拍手とともに長いルクラ

生活に終止符を打った。と同時にトレッキングの終了に

深い満足を得た。帰りはサーダーの故郷の真上を通る。

一月足らずの問に、 6. 169mのアイランドピークと、



5，450mのカラパタールと、 5，480mのゴーキョピー

クに登ってきたわけだが、この経験が次なる山へとつな

がっていくと良いと思う。

トレッキング外行動表

く前半〉

2月18日成田→バンコク

2月19日 バンコク→カトマンズ

2月20日 THTに打ち合わせに行く。シェルパとミー

ティング。換金。レストラン富士にて宮原

OBと会食。

2月21日 THTにて支払い。装備買い出し。葉書購入。

村口 OBと会食。

2月22日 レーション及び装備買い出し。葉書書き。パ

ッキング。

2月23日 明日のフライト中止決定。

2月24日 フライト待ち

2月25日 H

2月26日グ

2月27日 H

2月28B 11 

3月l日 カトマンズ→ルクラ→パグディン

く後半>

3月25日 ルクラ→カトマンズインターナショナルG

Hへ。古野OB、松井OB、渡辺OBに会う。

3月26日 全員で土産物を買う。ウォンチュの家で焼鳥

-ーノえーアイ。

3月27日 パスでポカラへ行く。

3月28日 ポカラ観光。

3月29日 パスでカトマンズへ戻る。

3月30日 レストラン富士で宮原OBと会食。

3月31日 荷物のパッキング。

4月1B カトマンズ→バンコク。

4月2日 パスでパタヤへ。

4月3日 パタヤ海岸で海水浴。

4月4日バンコク→東京。

く出発まで>

4月12日 第一回ヒマラヤ登山委員会発足

この最初の会合で、これまで、 OB山本、中津留、菊

谷で話し合っていたヒマラヤ登山の実現に向けて、具体

的に動き始めることにした。参加は基本的に全員という

ことにし、海外登山に向けて積立貯金を始めた。会の目

的を「学生主体で海外登山を望む会Jと決め、時期は l

学生活動報告(平成元年度)

年生の指導に一息つく春休みということに決め、場所は

ネパールヒマラヤと定めた。

5.13258 第二回ヒマラヤ登山委員会

ネパールの山の中から、ランタン山群のランシサ・リ

(6，427m)を最初の候補にあげ、仮計画書を作る。しか

し、ルンゼの通過における雪崩の危険性が多く、学生ら

しい登山として適当でないということと、登山許可所得

がぎりぎりであったため、ライトエクスペディションの

中から考えてみることにする。

8月15日 第三回ヒマラヤ登山委員会

この時点で、パルチャモ、ロブジェ、クワンデ等の候

補があがった。選択の基準は、①全員登頂の可能性があ

ること、② 6，000m以上の高度、③適度の技術的困難さ、

④景観、⑤アプローチ、とした。また、実際にヒマラヤ

に行ける、行きたいというメンバーが絞られてきた。全

員で行くことはできなくなったが、圏内の登山も並行し

て進めていくこと、お互いに協力することを決めた。

10月218・22日 富士山高度順化登山

参加するメンバー全員で行なった山行であった。

10月28日 第四回ヒマラヤ登山委員会

最終的に 4人のメンバーが決まった。 OBの協力をあ

てにする形でロブジェの計画を具体化し、細かいところ

までつめていった。結局はOBの参加は望めず、縮小を

余儀なくされたが、この時期に考えたことが後にずいぶ

ん役に立った。高山病について、山の概念について学習

会を繰り返し、意識を高めていった。また、トレーニン

グとして、普段の山行の他に、走り込みと、富士山登山

にウエートを置いた。

11月16日・ 28日 第五回ヒマラヤ登山委員会

過去の写真などを元にしトレッキングルートなどにつ

いて検討していった。そしてこの後からミーティングを

増やし、 OBにも積極的に話を聞くことができるように

A富士山順化トレーニング

守，l
 



なった。そして、アイランドピーク登山検討会として、

食料担当家口、装備担当野本、渉外担当田端、高山病・

予算担当菊谷で進めていった。部会の後、トレーニング

の後と何度も会って検討した。

1月17日 健康診断

1月23日 アイランドピーク登山検討会

2月5日 酸素取り扱い説明会

2月8日壮行会

2 月 9 日 ~11 日 富士山高度!順化

2月8B・13日 肝炎予妨接種

2.北海道中央高地

3月21日 曇~晴白金温泉→美瑛富士避難小屋

前日は青森から丸 1日かけて白金温泉キャンプ場に着

いた。美瑛川沿いの林道をスキーをつけて歩き、美瑛富

士への登山道から取り付く。雲が低く垂れ込め、美瑛富

士は全く見えないが、一直線にひらけたなだらかな樹林

帯の中を黙々と歩く。急な斜面をやぷこぎして、はっき

りしない尾根上に出る。このころから天気が良くなり、

視界が開けるが、北海道とは思えない暑さに全員汗びっ

しょりの登りになる。自の前に迫る美瑛富士に向かつて

まっすぐ進み、中腹から左へ大きく回り込むようにトラ

パースする。予想、に反して小屋の位置が奥であったため

到着が遅れてしまった。小屋は入口付近が埋まっていた

が掘り出して使用した。

3月22日 雪停滞

5時半に朝食を取り、出発の準備をするが、外は風が

強く、ホワイトアウトの状態なので待機とする。 9時に

天気図をとるが、どうも気圧の谷の通過中らしい。 10時

になっても良くならないので停滞を決定する。

3月23日 晴~曇 cs→1. 569mと1.668mのコル

雪面が堅いのでアイゼンを着けて出発。石垣山からべ

ベツ岳へはスキーを履くが、いまいちスキーの有効性に

疑問が残る所だった。オプタテシケ山への登りはアイゼ

ンが良く効きスピードが上がる。少々悪いリッジを越え、

だだっ広い斜面を 1I時間かけて下る。遥か遠くの雪原で

スノーモービルが走り回っているのが見える。昼過ぎか

ら天気が悪化する。

3月24日 雪 cs→ツリガネ山の先のコル

少し強めの風と共に雪が降っているが、視界はいくら

かあるのでコンパス片手に出発。しっかりとコンパスを

見ていたつもりだったが、コスマヌプリの頂上から違う

尾根を下ってしまう。かなり下ってから気付き、トラパ

ースしでもとの稜線のコルに戻る。次のピークはアイゼ

一18-

ンを着けて越す。ツリガネ山からは視界が良くなったの

で、緩い斜面をのんびりスキー滑降。下り切った、だだ

っ広いコルで幕営する。

3月25日 晴~曇時々雪 cs→天沼

スキーを履いて出発するが三川台への塗りがきっく、

アイゼンを着ける。三川台の上でスキーを履くが、トム

ラウシ山の手前の急な斜面でもまたアイゼンを着ける。

トムラウシ山は登らずにトラパースして先を急ぐが、ガ

スのため、コンパス片手に慎重に進まざるを得ない。下

りで再度アイゼンを着ける。天沼とおぼしきところで本

格的にガスってきたので行動を打ち切る。スキーとアイ

ゼンの脱着が 7聞もあり、視界の悪さもあって、距離が

稼げず、もどかしい 1日だった。

3月26日 雪停滞

西高東低が決まり、昨日の夕方から強烈な北西風の猛

平成元年度春山合宿



吹雪。いつも通りの時間に朝食をとったが10時に停滞を

決定する。

3月27日 雪停滞

昨日に比べて視界は良いものの、風も強く、行動すれ

ば凍傷患者が出ることは明らかなので11時に停滞を決定

する。昼過ぎから日が差すようになり、気分的にも随分

明るくなったのでトランプをして過ごした。

3月28日 晴 cs→白雲岳避難小屋

念願の青空になる。いつもより 1時間早く出発する。

csの地図上の位置を間違えていたために、稜線からは

るかに東にずれたピークに立ってしまう。しかし、開き

直って、そこから見える五色岳へ一直線に進むことにす

る。アイゼンを着けてそのピークからヒサゴ沼に下り、

あとはスキーを履いてひたすら歩くのみ。五色岳の頂上

からのんびり滑降し、忠別岳は中腹から右へ大きく巻き、

忠別沼へ下る。平ヶ岳はめまいがしそうなほど大きく平

坦な山だ。正面の白雲岳が全然近くならない。全員汗だ

くで黙hと歩く。平ヶ岳を越した所からは地面がf!Jき出

しになっているので30分程スキーを担いで歩く。スキー

を履き直して30分程で白雲岳避難小屋に着く。今日のよ

うにスキーを有効に使うことができるとスピードが上が

り気持ちがいい。

3月29日 晴 cs→黒岳石室

白雲岳と小泉岳のコルまでスキーで登る。稜線上は強

風で視界が効かないのでアイゼンを着け、稜線どおしに

歩く。スキーを担いだまま間宮岳まで行き、頂上に荷物

をデポし、飯小限の荷物を持って旭岳へ。 1時間半程で

頂上に着き、晴れ渡った空の下でいままでの行程を振り

返り、満足してから記念写真を撮って戻る。再び重荷を

背負い歩き始める。北鎮岳の肩から少し下った所からス

キーを履く。やはりスキーは速く、あっさりと黒岳石室

に着いてしまう。がんばれば今日中に層雲峡に着くこと

はできるが、予備日も余っているので、ここで幕営して

食いつぶしをすることに決める。

3月30日 快晴 cs→層雲峡下山

空には雲ひとつなく、絶好の下山日和。スキーを背負

って出発。あっさり黒岳の頂上に着く。しばらくのんび

りし、眼下のスキー場を目指して下る。かなり急な雪の

斜面なので緊張して下り、なんとかリフトの終点に着く。

まだリフトは動いていないので、全員好き好きに滑るこ

とにする。

学生活動報告(平成元年度)

「ヒマラヤ山行を終えてj

菊谷兼一朗

「ヒマラヤに行こう。 J r海外で合宿をしよう。」そ

んな発想が声になってでたのは私が2年生の時であった。

最初はOBの話を聞くだけであったが、 2年間ある時閣

を有効に使うことによって自分達の体験談としてヒマラ

ヤ登山ができるのではないかと考えるようになった。現

役のうちにヒマラヤで登山を行う、それは考えるだけで

も胸躍るものあった。

我々の世代は音に比べると容易に海外に出ていける。

それは事実だがその反面何が何でも外国に行けさえすれ

ばよい、というがつがつとした気持ちだけでは時代に乗

り遅れているのだとも言える。しっかりしたモチベーシ

ョンの認識した上での行動をしたいと思った。目的を持

って海外に行くことが自分のためになるのだと信じて疑

うことはなかった。最初は行きたいだけの気持ちでしか

なかった。しかしはっきり行くんだと決めたのは山岳部

の皆と行くことを決めた時であった。そして行くために

はどのようにすればいいのか考えはじめた。

最初にしなければいけなかったのは、クラブのことで

あった。まず、後輩が後輩らしく育ってくれなければな

らなかった。昔は、クラブに迷惑をかけないという誓約

書をもって海外に行くこともあったと聞く。それが最終

的にクラブの人聞のためになるのなら考えもするが、リ

ーダーがいなくなってしまうのは何ともまずかった。結

局、ゃったことがやれることでしかなかったわけだが、

例年行われている合宿を精一杯やっていった。海外に行

くために特別にしたことなどなく、圏内の登山を充実さ

せただけであった。いま思えば、海外だけにしやかりき

にならず、日本の登山と同じに考えて計画したのはよか

ったようにも思っている。本当は全員で行きたいと思っ

ていたヒマラヤであったが、どうすることが自分の登山

につながっていくのか考えた結果であり、いまでは行く

人間、行かない人間などと区別する必要はないと思う。

園内の登山と同等の価値を見出せる人間であることが大

切であるように思う。ただ、最終的には自分だけでも行

くのだという気持ちをそれそ.れが持っていないと簡単に

あきらめてしまうものでもある。

実際には多くの妥協を繰り返した気持ちが残る。自分

が満足できることは何か、何をしたくて行くのか考え続

けた。アイランドピークはヒマラヤ登山の中ではもっと

も危険率の低い山であると思っている。たぶん「頂j の
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みを目指す登山であったなら行くこともなかったのでは

ないだろうか。それでも行くのは「頂きJ以外に何かが

あると思っていたからに他ならない。道穫が苦しければ

苦しいほど達成感が深まるということは、裏返せば頂上

に着かないことには達成感を得ることはできないという

ことでもある。我々のような、ヒマラヤ、ましてや海外

さえ初心者には「頂j だけでない「ふもとJを楽しむこ

とで充分満足感を得られたと思っている。現地の人々の

食習慣、生活、喜怒哀楽、人との交流など「ふもとJを

楽しむ余裕があってよかった。

ともかしこれで自分の山岳部は終った。大きな事を

成し遂げることはできなかったが、あとに残るものが何

かを感じてくれればよかったと思う。私が先輩方から伝

えられたことを後輩に伝えることはできただろうか。色

々疑問や悩みも多かったがそれら全てをひっくるめても

良い山行であった。

「タシディレ一、ネパールは楽しいJ

野本修

僕は『ナマステー』より fタシディレー』の方が好き

だ。タシディレーとはシェルパ語及びチベッタンの言葉

で、意味はナマステと同じくおはよう、こんちわ、こん

...チョラツェ

ばんわ、さよなら、のすべての意があり、とても便利で

ある。ネパールの人々の中でも、シェルパ族や、チベッ

タンはとても日本人と似たモンゴル系のため、親しみや

すい。

ネパールに行く前、僕が頭の中で描いていた景色は、

もちろん白い山々、そしてヤクを連れ歩く人々など、山

の麓の景色でしかなかった。バンコクから飛行機でカト

マンズへ、窓から赤茶けた家が自に入り、あっと言う聞

に着いた。空港を出るやいなや、あやしいインド系の連

中に閉まれ、勝手に僕達の荷物を持っていくではないか。

あげくのはてには、 「チップ、チップ」とおねだりをす

る。宮原OBのTHTのパスがお待ちかねで、そこに行

くと、今度は御丁寧に車に荷物を積んでくれるではない

か、まったくさっきの連中とは違って、さすがTHTの

社員だと思ったのは束の閥、 「チップ、チップJと言っ

てきやがった。片目がないおじさんや、まだ 7才ぐらい

の子までもいた。なんとか振りきり、車に乗ると、クラ

クションを鳴らしながら暴走するではないか。うるさい

くらいクラクションを鳴らすが、人々はあまり気にして

いない。そして牛が道の真中で昼寝をしている。もう何

が何だかわけがわからん、それでいてとても楽しい。こ

れが僕のネパールに来た第一印象であり、日本で描いて

いたネパールとはまったく違ったものであった。ほっと

できたのは、ホテルに着いてからだった。

THTで僕らのサーダーを紹介してもらった。名前は

ウォンチュ・シェルパと言い、ソロターンブ出身のシェ

ルパ族である。彼は26才で、独身であり、 14才の時から

エクスペディションに加わり、キッチンボーイを経て、

今ではサーダーとなった。エベレストには 7回も行って

いるが、釜頂はしていない。そんな彼と僕らはほとん

ど毎日、一緒にいることになった。ウォンチュは時々、

. 88年の三国友好チョモランマ登山隊の時のヤッケを

着て歩く。ネパール入用の緑色で、ちょっときたないが、

暑いのをがまんして着ている。帽子も遠征の時に作った

オリジナルなもの、そして、ザックにもワッペンを張り

付け、自分は優れたシェルパということをアピールして

L 、るようだ。

僕は装備を担当し、ウォンチュと買い出しに出かけた。
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彼はこういった買い物に慣れているせいか、うまい具合

に安く仕入れてくる。ナムチェバザールでは、バザール

が終わる時に行くと安く買えると言い、ケロシンを半値

で手に入れた。ほとんどの装備は日本でそろえて持って

きたので、ネパールに来てあたふたする所もなかった。

さんざんフライトを待たされ、いよいよカトマンズを離



れ、白き神々の地に行くことができた。飛行機の中から

は、ガウリサンカール、メンルンツェ、などが見え、白

い山並みが近づいてくる。初めて見るヒマラヤの山hは

感動しないはずがない。飛行機が降りるのはルクラ。こ

こはもう僕が想像していた通りの場所で、また違う国に

来たかな、と思わせるほどであった。荷物はゾッキョと

いう動物に持ってもらうことになった。ゾッキョという

動物は、ヤクと牛をかけ合わせた動物で、ルクラからナ

ムチェぐらいまでのあまり高くない所で力を出す動物で

ある。しかし、ナムチェからも僕らの荷物持ちはゾッキ

ョで、ロブジェという村の手前で高山病になってしまい、

一命をとりとめるというハプニングもあった。このゾッ

キョ使いのぺンパさんもシェルパ族で、うまく口笛を吹

きながら歩かせていた。ぺンパさんの弟さんが、アン・

ツェリンという田部弁淳子さんとエベレストに登った有

名なシェルパであった。兄弟でこんなにも知名度が違う

ものかなと思った。そういえば、 THTでお世話になっ

た、アン・ギャルツェンの兄さんも、ナムチェ村の村長

で、アン・プルパであった。おかしなもんだ。

僕らが行ったエベレスト街道は、シェルパの故郷とい

えども、外国人がとても多く、英語又は日本語で会話が

できる。彼らも必死で言葉を覚え、商売している。そこ

の所へ、ウォンチュから教わったシェルパ語で、タシデ

ィレーと言うと、彼らはピックリするわけで、とても珍

しがられる。

楽しかったネパールでの日々を思い出すたびに、また

行きたくなってしまう。ネパールには、何か魅力がある

のではないでしょうか。ウォンチュは帰りの飛行場でカ

ター(絹の織物)を渡してくれ、 SeeYou Againと言っ

ていたのがいまでも忘れられない。

僕のヒマラヤトレッキング

田 端 宏 好

日大山岳部員としてはアイランドピーク登山を前面に

おし出すべきであろうが、飛行機に乗るのが初めてであ

る田舎者としては、海外旅行、街での買物、そして、ト

レッキングがなんと言っても心の中にしみ込んでいる。

ネパールは工業資源に乏しく、ヒマラヤをベースにし

た観光によって外貨獲得をめざしているようである。

高度障害をひきずりながら、アイランドピーク登頂を

はたし、いよいよトレッキングがはじまった。その中で

もなんと言っても、カラパタールからの御来光。ゴーキ

ョの 360度の景観などが素晴らしいものであった。そし

学生活動報告(平成元年度)

て、こんな光景の中でなぜか、自分でも神聖な気持ちに

させられた。

トレッキング中は、ただボーっと歩いているわけでは

なく、もちろん自分の位置や、地形のことも思ってはい

たが、いきなり非日常的な、あまりに巨大な山々に図ま

れていると、考え方も格好つけてみたり、哲学的 (7)

になってくる。

単純ではあるが、神様のことについて考えてしまった。

そして、もう一つ「誇り Jについても、あるでき事から

考えさせられることになった。

トレッキング街道、特にクーンブ山域ではポーターの

給料が高く、ヤク、ゾッキョが主体になっている。当然、

自分たちも、ヤ夕、ゾッキョを利用することにした。細

かく言えば、自分たちが使ったのはゾッキョである。ヤ

クと雌牛をかけ合わせたもので、高所ではあまり強くな

い。偶然と言ったらいいのか、雇っていたゾッキョが、

高山病で倒れてしまったことでそのことは、はっきりわ

かった。

われわれのアイランドピーク登山隊についたサーダー

はシェルパ族出身のウォンチュという若者だった。よく

民族の誇りというものがある。このシェルパにも、ひし

ひしと感じるものがあった。しかし、剰軽な所や、すけ

べなところも多身あった。

トレッキング街道では、ゾッキョの行列がたくさん通

っていた。トレッキング街道と言っても、やはり山道で

あり、日本の縦走路のように狭い所もある。そこへ、前

らゾッキョの行列がやってきた。ゾッキョは、けっこう

気性が荒いところがあり、前に立ちはだかっていると、

角ではじき飛ばされてしまう。僕は、ゾッキョが通れる

くらいの幅を確かに開けた。これは記憶に確かである。

しかし、なぜかシェルパがどなっている。いや、しかり

つけるような強い調子で、怒っているというような感じ

だった。最初何をどなっているのかわからなかった。そ

して、やっと、ちゃんとどけ、と言っているということ

がわかった。しかし、自分は、きちんとどいている。ま

だどなっている。さすがに少しムッとしてしまった。ア

イランドピーク登山の時も、帽子を子供にかぶせるがご

とく、強引にかぶせてくるのである。見下げられてるな

という感覚が、ずっとトレッキング中にあり、この時も、

よくわからないことでどなられていたので、あまりいい

気持ちはしなかった。そして、最後に、反対側にどけと

いうことがわかった。

彼は三国友好エベレスト登山隊にも参加しており、そ

れだけでなく、エベレスト遠征隊には何度も参加してい
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る。油ののりきった、 20代のシェルパである。剰軽さも

手伝って、今までの実績、コネクションは暇さえあれば

アピールしてくる。誰が見ても、すごいシェルパである

ことがわかる。しかし、なぜか、自慢して、その結果、

すごいことがわかっても(事実一流のシェルパである)

素直に受け入れることができなかった。

うちの山岳部は、一日の行動の記録としてリーダーは

行動記録、メンバーは天幕記録というものを書くように

波される。ゾッキョの事件があったB、さすがに天幕記

録は、心の小ささが如実に表れていた。今思えば、谷側

にどいていたのだなということがわかり、たいへん恥ず

かしい。天幕記録とは別に、誇りに考えたメモがある。

さきほども言ったように、トレッキング中のものの考え

方は、少しキザになってしまう。

『誇りとはいったい何だろうか、思うに誇りと自慢す

る心は紙一重であると思う。自分本人は誇りとして誇示

し、その誇りに対して当然なる敬意を求めているのであ

ろうが、見方を変えれば自慢しているのと変わらないの

ではないだろうか。では自慢する心とZ寄りとはどのよう

な違いがあるのだろうか。それは思うに、前者は相対的、

後者は絶対的なものであると思う。つまり、相対とは、

自慢とは、その本人は自信まんまんであったとしても、

あるものと比較すればむなしいものであったり、滑稽で

あったりする場合のことなのである。誇りとはその周り

をとり囲む入荷の心の中にごく自然に、または必然的に

敬意、尊敬の念が湧いて出てくるような存在、または存

在感も持つものであろうと思う。思うに誇りを真実行使

しているのは、人聞が作り出した絶対的存在、神または

光の速度のようなものしかいないと思う。極言をすれば、

人間には誇りは所有できないのである』

ゾッキョ事件の日から数日後、ゴーキョピーク登頂が

あった。そこでは、後で、谷側にどいたことから心の小

ささを後悔したのではなく、もっと別の意味から、ウォ

ンチュ・シェルパにおわびの気持ちが湧いたのである。

『神に怒りなどない。神には、人間のもつ喜怒哀楽の

ような感情とは超超したものを持っていると思う。人聞

が怒った時、その心の小ささ、醜さに後悔するであろう。

世間では、神の怒りとか言う時があるが、これは、おそ

らく、邪心や、悪魔のしわざであろう。怒った神様なん

て格好悪い。山を歩いていると気分が高揚する。それは、

人聞の感情の中では楽か喜に近いと思う。それらの感情

と違うのは、その高揚している心の下に、何か勇気みた

いなものがあるのである。山にきて頂上に立っと、誰で

もそれを持っと思う。もしも、神様がその感情を少しで

も持っていらっしゃるのなら、僕は、恐れながら光栄で

す』

ネパールの食事

家口寛

僕がアイランドピーク登山の計画に参加した理由は、

他の学生では味わう事の出来ない経験がしたかった事と、

ヒマラヤの山やそこで生活している人聞を見てみたかっ

たという理由です。しかし、本当に山を始めて 2年の人

聞に、ヒマラヤの 6.000mの山が登れるのだろうかとい

う不安はありました。高所登山の本を読めば読むほど高

山病の事が恐ろしくなり、自分の体は、仲間の体は、

6.000mという高所で動けるのだろうかと不安に思い

ましたが、無知より恐ろしい物はないのでコーチ会、理

事会、また、医師に話を聞いたり、本を読んだりして高

山病の予防や、高山病にかかった時の対処のしかたなど

を勉強して、いくらかは不安をやわらげていきました。

もう一つ日本にいる時からの不安であり、また楽しみ

であるものがありました。それは現地での食事です。僕

は生まれてこの方日本以外の固に行ったことがない人間

です。その人聞が2ヶ月弱をまったく日本と違った大陸

の風土で過ごし、食事をして体をこわさず山に登れるか

不安でしたが、旅の一番の楽しみはその土地の物を食べ

る事です。なんでもこわがらずに食べてみようと思って

日本を出ました。

カトマンズはさすがにネパールの首都だけあって様々

な料理が食べられますが、やはり熱い地方なので、どの

料理も香辛料を多くさん使っていて味は辛いです。また、

日本の米とは違い細長く、ばさばさしているので御飯だ

けで食べるには、やはり日本の米に慣れているせいか、

味はもうひとつでした。

さてアイランドピークを登る為にカトマンズを飛び立

ち、クーンブヒマラヤの入口であるルクラという村に行

くとそこは、カトマンズとはまったく違った国に来たよ

うです。

カトマンズはインド系の人身であり、ヒンドゥー教徒

であるのに対して、クーンプの人々はチベット系であり、

熱心なラマ教徒であり、家々には、国王の写真とともに

ダライラマの写真がかぎつであります。村のあちこちに

は仏塔やマニ石と言ってお経の刻んである石があります。

その中を荷物を多くさん持ったヤクの群れが通り、いか

にもヒマラヤらしく，思えました。

僕らはトレッキング中パッティーという日本でいうと
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ころの山小屋に泊まりながらヒマラヤを歩きました。パ

ッティーは、季節労働で乾期の聞だけ働き、家族ぐるみ

で小さな子供まで僕らにお茶を持ってきてくれます。シ

ェルパ族の故郷では、村長の経営するパッティーに泊ま

りました。さすがに他のそれとは違い立派でした。

パッティーの朝食はチャパティーという、小麦紛をね

って焼いたホットケーキのような物をミルクティーとい

っしょに食べます。これはカトマンズの町のインド料理

屋で食べたナンという食物とそっくりで、味も同じでし

た。シェルパが靭あまり食べられず残すので僕らがこれ

をわけでもらい、ジャンケンをして取りあっているとシ

ェルパが喜び以後これが習慣になってしまいました。

昼は主に焼飯を食べ、夜は、タルカリダルパートとい

った、豆のスープ、野菜のごった煮、それに御飯のつい

た定食みたいな物を食べました。しかし、トレッキング

も終わりに近づくにつれ、持ち合わせの金がなくなり、

朝から晩まで、ふかしジャガイモを食べるはめになりま

した。最初はそれでも良かったのですが、だんだん飽き

て、みんなで「オデンが食べたし、Jだの「ラーメンが食

べたし、Jだのと言いだし、食べる懇像をしては楽しんで、

L 、ましfこ。

現地で変わった食物というと、ツァンパという料理で

す。これはヤク使いの人がよく食べていました。小麦粉

をヤクのチーズにつけて食べるのですが、味はというと、

僕はなんだかくさすぎて食べられませんでした。

今思うとこのように日本と食生活の違った所で、よく

2ヶ月弱過ごしたと思いました。この遠征は僕にとって

良い経験だったと思います。

最後にこの学生だけのヒマラヤ遠征を成功させる為に

理事会、コーチ会を初め、諸先輩方に色々とお世話にな

り本当にありがとうございました。

-個人山行

一一鹿島槍ヶ岳・天狗尾根一一

期 日 3月48.......3月8日

メンバー L山本、渡辺、勝又

3月4日 曇時々晴大谷原→ 1.800m

大谷原の手前、鹿島槍スキー場への分岐でタクシーを

降りて雪道を歩き出す。大谷原の構の上でワカンを履い

て出発する。昭和電工の吊橋の辺りから積雪が多くなる。

天狗尾根に取り付いても、グズった雪と露出した岩と木

と泥のミックスした斜面で、非常に悪い。だましだまし

学生活動報告(平成元年度)

登るが、 2回目に渡辺が滑り落ちた所からアイゼンを着

け、ザイルを lピッチ出す。尾根上に出てからは膝まで

のラッセルになる。 3人ではスピードが上がらないが、

予定通りの所で幕営。

3月5日 曇時々晴 cs→第二クーロワール

今日もやや雲が多いものの天気は良い方だ。ゆるやか

な尾根から突然10mの雪壁になり、その後は左右に雪庇

が出ているややクラストしたリッジを行く。第一クーロ

ワール手前でザイルを出す。 3ピッチで越えるが、その

上がさらにシビアだったので、もう lピッチザイルをつ

けてし、く。この辺りは緊張させられるリッジと斜面が続

くので満足に一本を取るところもなく辛い。その後もリ

ッジと小規模のキノコ雪を左右に巻きながら進み、第二

クーロワールの手前50m位の所まで-行く。この雪壁は雪

崩の跡があり、所身シュルンドが口を開けていて全層雪

勝が起きそうなので明日の早朝に越えることにする。ス

コップでリッジを切り下げ、なんとかテントを張れるだ

けのスペースを作る。ここからは荒沢奥壁がパッチリ見

える。まさに絶悪の壁という表現がピッタリの壁だ。

3月6日 晴 cs→荒沢の頭

今日も良い天気だが、気温は低く、肌がピリピりする。

クーロワールはしっかり凍っているのでよくアイゼンが

効き気持ちがいい。途中、完壁に凍り付いている所や、

逆にグサ雪の所、うまくビレ一ポイントが作れない所、

直登できないような大きなギャップなどがあり、完全に

越えるまでの 5ピッチにかなり手こずってしまった。そ

こからは黙々とラッセルをして天狗の鼻に着く。あいに

く鹿島槍北壁はガスで覆われ、天狗ノ鼻は強風にさらさ

れていたので、ろくに休みもとらずに先へ進む。最低コ

ルへの尾根は雪庇が全て落ちてしまったらしく、ただナ

イフリッヅのみであったが、慎重にスタカットで行った。

コルからは、雪壁と緩斜面が20m位ずつ繰り返しながら

小舎岩へと続いている。小舎岩を右から回り込むと小岩

崎の第ーの壁に出る。ここでザイルを出し、予想外に手

こずってしまったが、荒沢ノ頭はすぐ先なので頑張って

歩く。荒沢ノ頭の南斜面を切り崩して幕営した。

3月7日 雪 cs→冷池小屋

今日は朝から風が強い。いつも通り準備をするが、ま

ったくのホワイトアウトなので一時待機とする。やや風

が弱まり、少しは視界が良くなったので出発する。新雪

のナイフリッヅが続いている。スタカットで北峰まで行

く。ここからコンテにするが、南峰への登りで2回スタ

カットにしなければならなかった。ここからコンテにす

るが、南峰の頂上でこの日最初で最後の一本を取る。ザ

。。。，u



イルをしまい、コンパス片手に縦走路を下る。樹林帯に

入ってからは、吹雪にラッセルが加わり、なかなか前に

進まない。冷池のキャンプ場で30分程小屋を探し、やっ

とのことで見つける。

3月8日 晴 cs→大谷原

天気は良い筈なのだが、とにかく風がものすごく強く、

ホワイトアウトのようになってしまっている。一歩一歩

踏み締めるように歩き、赤岩尾根が派生するピークから

下り始める。最初のうちは視界の懇さと、雪の不安定さ

により困難を極めたが、下るに従って視界だけは良くな

り、順調に下れるようになった。高千穂平からはクライ

ムダウンを交えながら黙々と下って行き、とうとう行き

に休んだ大谷原の橋に戻って来た。

《個人山行記録》

・富士山

5月20日-5月21日 L菊谷、中津留、山本、秋山、

田端、下村、渡辺、勝又、野本、家口

・奥秩父 笛吹JII、久渡沢、ナメラ沢

6月3日-6月4日 L渡辺、下村

・谷川岳烏帽子奥壁、変形チムニ-

6月4日 L菊谷、野本

-丹沢水無川セドω沢

7月18 L渡辺、勝文、伊藤

・丹沢葛葉川本谷

7月2日 L中津留、田端、星野、大越、平井、回山

・奥秩父丹波川小常木谷

9月148-9月15日 L渡辺、下村、田山

・北アルプス 扉風岩登拳~北尾根~岳沢

10月1日-10月5日 L菊谷、田端、山本、平井、

OB古野

・東北八幡平~岩手山・秋田駒ヶ岳

10月1日-10月5日 L渡辺、勝又、伊藤

・北アルプス 槍ヶ岳~笠ヶ岳

10月7日-10月10日 L下村、田山

・足尾山塊松木沢アイスクライミング

2月9日-2月11日 L山本、勝又、田山、伊藤

・東北吾妻連峰スキー縦走

2月13日-2月16日 L勝又、渡辺、田山、伊藤

・北アルプス 後立山連峰・鹿島槍ヶ岳天狗尾根

3月4日-3月8日 L山本、勝又、渡辺

圃岩畳りトレーニング

鷹取山 2回

三ツ峠 2回

日和田山 2回

広沢寺 2回

超沢パットレス 2回

氷川扉風岩 2回

小川山 2回

城ヶ崎 l回

-高所トレーニング
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富士山

.その他

・新人歓迎山行

.天幕懇親会

6図

11月11日-12日 奥多摩氷川キャンプ場



桜門山岳会活動報告(平成元年度〉

桜門山岳会

一平成元年度活動報告

桜門山岳会理事長中嶋 啓

平成年間を迎え、桜門山岳会のより以上の発展を…と

言うこともなく、まずは学生山岳部の活動し易い環境づ

くりとOB会については親睦を深めるため懇親(山行〉

の機会をより多くし、また会員相Eの情報周知を図って

来ました。

桜門山岳会短信については、引き続き全員配布とし、

また、会報27号の配布にあたっては、全会員に無償配布

させて頂きました。

短信および、会報の発刊・配布とも桜門山岳会会費の

元資を食いつぶしているかも知れませんが、短信・懇親

(山行)の機会を多くする事により、山岳部の活動状況

やOB諸氏の状況を知る事によって、より以上の山岳部

や桜門山岳会への関心がすすむ事を願って、昨年度同様

に実施して来ました。

学生山岳部の状況は、国の内外で春山を実施し、圏外

ではトレ ッキング登山とはいえ、学生4人によるヒマラ

ヤ霊山を行い、アイランドピーク(6，169m)登頂を果た

しました。

一方園内では、天狗尾根→鹿島槍ヶ岳(3月)、北海

道中央高地(3月)に出掛け、まずまずの成果を挙げて

おります。

しかし、一昨年夏山での落石事故、昨年11月・富士山

山行での滑落事故と事故が続いており、いずれも新人に

よる事故であり、今後の山行にはより以上の精進を図っ

て欲しいものです。一昨年の事(部員の獲得問題)が夢

のようでもあり、昨年迎えた10人の仲間は数こそ滅りま

したが、山岳部活動の中心的役割を果たすようになり、

今後が楽しみです。

それにはリーダー不足の解消を図るため、コーチ会を

中心とした若手OBの努力の結果であると思います。

部員獲得に当たっては、大学山岳部の当面の目安であ

る部員数の二桁は確保しています。本年度の結果は入部

者6人→現在3人が頑張っています。

平成2年度の部員募集に当たっては、先の募金の一部

を使わせて頂き、揃いのジャンパーを用意して、より多

くの部員獲得を図るとの事です。

桜門山岳会短信発行は、緊急性や経費上からも極力少

なくして来ましたが、やはり、会員への情報手段として

は多少の出費は覚悟し、戦後長らく続いていました 《時

報》的役割を持たせ、 l人でも多くの会員が読み、そし

て行事や集会、ある時は募金等に協力して頂けるよう努

めてます。

その成果と言っては叱られそうですが、今回の募金は

予想以上の募金があり、集緩責任者としてご協力下さい

ました方々に、この紙面を借りまして改めてお礼を申し

上げます。

しかし、一方では今の学生が羨ましく感じる複雑な心

境です。

集会・山行等については、追悼会の名を借りての集会

でしたが、 8月の剣津では戦前活躍されたOB諸氏が多

数参加され、健康上無理のきかない土肥・野田OBに至

つては、無還をおして雷鳥沢(立山山荘〉まで登って来

られました。

また、杉田屋での、文蔵(佐伯文蔵氏〉と戦前の方h

(星野、崎回、真島、野田ら)との再会ぶりには感動さ

せられました。

木曾・御岳は天候にも恵まれ大半の参加者が頂上に登

る事が出来ました。

故山口監督を偲ぶ会では、 80名 (0B 60名)におよ

ぶ方々がご出席くださり、速くは広島(松井)、福井

(関)、関西(岸田)諸氏らが駆け付けて下さいました。

会合場所 (OB会ルーム)については、 《入来・上関

両氏の50回忌ケルン詣で》を契機に故入来重弘氏のお兄

さん(入来重則氏)が提供して下さいました。港区北青

山の入来ビルの会議室を 7月(ビル改築)まで、理事会

で使用させて頂きました。

一方、 1月に入り、大城氏の所有するマンショ ン (ア

ルティール新宿)の提供もありましたが、年数回の理事

会と多少の集会場所としては、.沢な上、一個人に多大

な負担をかけるので、監督・コーチ・若手OBらに使用

の有無の討議を一任しましたところ、桜門山岳会ルーム

としては借用しないとの結論を得ました。

大城氏の申し出は誠にありがたい事でしたが、桜門山

岳会の財政状況では維持経費を大城氏個人にお掛けする

E
U
 

n
L
 



ので使用しないことにしました。 限りの協力ができる OB会でありたいものです。

今後も桜門山岳会の方向性としては、あくまでも学生

山岳部の側面的支援を軸として、若いOBや学生逮の活

躍し易い環境作りではないかと思います。

OB会の姿として《金は出すが口は出さなしゅ とまで

は言いませんが、我身も山を歩き、楽しいOB会とした

いものです。

今回、学生による海外登山の成功は今後、後輩たちに

良い方向で受け継がれて、数年後に再び海外遠征が提起

されるかも知れません、その時にも今回同様に、出来る

今年度は、さしたる行事もなく終了させて頂きました。

活動経過を添付しますので、併せてご一読願いまして活

動報告を終ります。

平成元年度(桜門山岳会)活動経過 平成元年 4月~平成 2年 3月、 ( )内;学生

会 回

1!i 数 月 日 場 所 主 な 内
，廿，、，

出 F百 者

6. 1 表参道入来ビル 元年度事業計画等の決定 7 

定 2 7. 14 11 会報27号、剣津集会等について 7 

例 3 10. 6 千石・宮長スタジオ 部活動・御岳集会等 13 (3) 

理 4 12. 5 原宿・かっ半 忘年会と役員会を兼ねて 26 (3) 

事 5 1. 8 アルティール新宿 学生・トレッキング計画と募金、 OB会ル 15 (2) 

ーム、都岳連加入等について

会

6 3. 16 11 学生・海外登山の募金報告及び平成 2年度 10 (2) 
役員について

月 日 場 所 お よ び 内 "廿、，
喚- 加 者

集 剣漂小屋集会 北アルプス・剣津小屋

8. 24-27 トー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一 34 
~ (高橋計介氏・ 33回忌と剣岳に眠る水越・伊知地両氏を偲ぶ会)

と 10. 14-15 木曽・御岳 玉滝村・たかの湯 16 

O 11. 11-12 秋期天幕懇親会 奥多摩町・氷川キャンプ場 27 (11) 

B 9. 3 西国勇一氏・一周忌 白山・竜泉寺 8 

動 9. 12 河内邦介氏・一周忌 谷中・瑞輪寺 10 

向 11. 30 宮原 録氏~ヒマラヤ観光開発側創立20周年記念パーティー 12 
京王プラザ

2. 16 山口摂郎氏を偲ぶ会 アルカディア市ヶ谷 78 (5) 
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寄 稿

ヒマラヤトレッキング

昭和17年専経卒本片山数雄

我々地方会員は卒業と同時に本部とも疎遠がちで、

従って山行も稀であるのが通例だ。

私は山へのひたむきの思慕たちがたく、単身で出衝け

ておった。ヨーロッパアルプスも眺めて来た。だがその

喜びを分かち合う友が欲しかった。久しく交流のなかっ

た松井君を昭和62年正月、近くの山に誘ったのがきっか

けとなり、後は意気投合、 2人の山行を重ねることにな

っfこ。

特に彼は山への復活へ、とみにのめり込んで了い。熊

さんとヨーロッパアルプスを 1ヶ月かけて巡って来て、

我々老脅の身では、あと幾回も登山出来そうにない。こ

こらで念願のヒマラヤを見に行こうではないかと言うこ

とになった。岳人ひとしく望まぬ者はないであろうヒマ

ラヤへである。

さて出掛けるとなると色々と問題があるものだ。やっ

と家族の同意を得て、早や心ははやるばかりである。松

井君より平成元年3月にツアーで出発する良いのがある

から申し込んだと言って来る。それでは一緒に行こうと

決定した。常日頃、市内の図書館(山に隠しての図書豊

富)通いをして、その方面の知識は出来上がっている。

3月11日、香港よりネパール航空でその日のうちにカ

トマンズに19時20分入りえた。従来は途中 l泊2日かか

ったようである。今回の企画は、アンナプルナの南側の

前山を、 Cの型に、最終ゴラパニ峠でダウラギリを眺め

るツアーである。

ここで特記しておきたいことはパスポート発給官庁で、

ネパールでは「行方不明の外人があったJ r生物に注意

しろ、ウィルス肝炎になるJ。又、これはツアーが済ん

でのことであるが、 「最近燃料、食糧が不足しているか

ら、緊急以外は旅行を見合わせよJと掲示されてあった。

12日、カトマンズからポカラへはパス又は飛行機で入

る予定であったが、 15時の飛行機便となったので時間

寄 稿ーヒマラヤトレッキング

に余裕が出来た。松井君はインスタント日本食を持参し

ているが、バーナー用のガソリンを機内持込み出来ない

から持参していない。探しに行こうと歩き廻ったが、見

当たらなし、。ヒマラヤンジャーニーの裏で富士レストラ

ンと言うのに入ったら、宮原君の弟さんの経営で、彼の

事務所へ案内してくれた。エベレストビューホテル再開

準備に来ておったのである。

カトマンズより愈々ポカラへの機上の我hは、雲海の

上に憧れのヒマラヤの高峰、マナスル山群を見た時は、

感激ひとしおで、 “あ』、ネパールに遂に来たんだな"

と、しみじみ身の幸福を味った。

ポカラでは、我身一行17名をオンボロパスとポーター

が出迎え、 30分程走ってジープ3台に乗り替え、乾季な

ので街道よりはずれて河原の浅い流れを大揺れしながら

渡り、今夜の幕営地フェディに到着。天幕は 2人ずつで、

充分広い。マットレス敷きに外人用のシュラフが用意さ

れている。

13日、 6時起床。 7時、いよいよトレッキング開始。

ポーターに持たせる荷物をまとめて天幕外に出しておく

と、次の泊まり場までハイザック丈の軽身でよい。

尾根に向かつて林の中、いきなり平らに剥離した石積

みの急坂となる。それそ・れマイペースで「ビスタリ一、

ビスタリーJと進んでくれといわれる。ビデオカメラを

持参の高年齢者で肥満の人がいたが、荷物が多くシェル

パの手助けとなる。私は睡眠不足の体調で少しこたえた

が、トレーニングしていたから自信をもって行けそうで

ある。シェルパは前中後と一行をはさみ、ツアーガイド

とサーダーは適宜前後する。小 1時間で最初の高みのパ

ッティーで一休み。一汗かき、ランニング姿になると日

が昇ってきた。島地と山上の村落を次第に高度を上げな

がら登って行く。若い人はどんどん先に追い越して行く。

シェルパが小さい太鼓を持参しており、その音がこだま

して来る。対岸の谷を隔てて長い尾根が下っている。ノ

ーダラで、最終日に通るところである。自動車道が出来

るらしく白く山肌が削られて見える。前山超しにアンナ

プルナが見える筈だが雲が立ち上って見られない。

ダンプスにてチェックポストがあり、サーダーがパー

ミッションを一指持って来るとて待たされるが、結局こ

の地区では不要の様子。その問、村の学校の改修の寄付

の申し出があり、それぞれ寄進する。登校中の子供に会

う。盛んにペンシルと言ってねだる。文房具でも不自由

なのだ。甘いものは与えてくれるなとなっている。進か

尾根続きの峠らしきところに白い家が見える。あそこを

勾
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越すのであろう。気が遠くなりそう。デイウラリと言う

ところで下りとなる。 DEURALIと言えばこの地区、

閉じ地名が地図に見られる。峠状のところを言うのであ

ろうと私の解釈である。ある本にデオラレイとは石を積

み上げた小塔(日本のケルンに似ている)と有る。

パッティーのいたるところでホテルとかレストランと

か、地名も英語で書かれた看板が出ている。トレッカー

が食事をしたり泊まったりする小屋がある。如何に観光

受け入れが盛んであるかうかがえる。昼前に小雨がパラ

つく。キッチンボーイが先行して食事を作っていて、雨

なのでパッティーの庖先が利用される。

歩行中は汗、止まれば寒くなる。どんどん下りとなり、

山腹をからんで谷を廻りこみ、棚田上の村ランドルンへ

着く。既にテントが張られているが、一部足りない。そ

れにポーターに持たせた荷が到着していなL、。何だかガ

イドとサーダーが話している。途中でポーターがへばっ

て逃げたようだ。サーダーが引き返した。ポーターを雇

い替えるのであろう。食事は何とか支障がなかったが、

夜明けになっても届かないハプニングが有った。私はこ

んなこともあろうかと充分用意したので、不自由なく過

ごせた。

私はこの旅の道中、写真を撮ったり、コース記録をと

ったりするので案外忙しい。松井君とは厳れ厳れ、夜は

只寝るばかり。その日記録をまとめ、普を話したりして

いると、彼はもう寝息が聞える。

14日、夜中星がキラメキ、高峰が夜空にシルエットを

なしている。夜明けとともに山並みはモルゲンロートに

輝き出した。カメラの放列となる。アンナプルナサウス、

右に尾根が下ってピラミッド型のコブが盛り上がってい

る。 rパタルヒウンチュリーです」とガイドから教わる。

谷をへだてて間近に新雪を戴いて仰ぎ見る姿は、実に荘

厳である。

さて、昨日の行程は7時間。今日も長そうである。深

いモディコーラの谷を下って向いの山腹を又登る釈だが、

登りとなると、やはりきつい。あたりは立木がなく、ま

さに耕して天に至る段々畠の連続である。

高健はもう雲が湧き、まとわりついて頂稜は見えかく

れ。少し、もやって来る。谷の奥チョモロン方面、所謂

内院は雨雲が立ち込めている。かなり大きい村ガンドル

ンに着き、昼食の頃は日差しが良くなる。雲の切れ目に

鋭鋒マチャプチャレの特徴の有る、名前の通り“魚の尾

ヒレ"のような双耳の頂稜をなしている。ピラミッドの

姿で、中段よりゆるく長く尾根を引いて望まれる。ポー

ターに持たせた荷がやっと聞に合う。谷筋を登って行く

頃、小雨がパラっく。午後は、決まった天候のパターン

だ。今日の泊場タラパニは昨日より高所で、赤いシャク

ナゲの満開近い花越しに、アンナプルナサウスの南壁が

堂々と中段以上も見えるところである。

15日、シャクナゲ(現地語でラリグラス)の樹林帯を

小さな谷を渡り、山腹をからんで進むと、林の中で白い

猿が2匹、飛び渡っている。シェルパのラムさんが、

「カメラを貸せ、撮って来てやる」と、谷聞をすっとん

で行く。彼はインド系の績をした青年で、父はこの度の

戦争で死んだと言う。このようなツアーに度々来ていて、

サブサーダーと言ったところ。英語が可成り出来、日本

語も習いたがって、皆んなともよく話している。たちま

ち人気者になって来る。私が少し英語が喋れたので良い

相手となり、日本語の疑問を英訳することになるが、単

語が思い出せず、人気者の英訳がとうとうわからずじま

い、遂に私を“ティーチャーさん"と言いだし、道中色

々と知識の交換が出来た。

日当りの良い独立木のシャクナゲは、みな満開の赤い

花である。谷間の道に残雪が見え出し、例によって時雨

がやって来る。コース最高所デオラリ峠(3.150m)で雨

は止み、展望のきいた草地の尾根を下る。前方が広け霞

が降り出し、泊地のゴラパニに着いたら天幕が白くなっ

ている。夕食までパッティーで媛をとる。このあたり、

蛭の多いところだ。時期早く被害にあわず。

16日、此処より、カリガンダキ上流の広けた谷間遠く

にダウラギリがやはり 8.000m級の高峰を見せる。件立

して、ツクチェへと界風を連ねた知く、間近には前山越

しに南峰、その肩に 1峰も仰ぎ見られる。空は高曇り、

山容ははっきりしない。

今Bからは帰りのコース。直ぐ真上のプーンヒルへ若

い人は朝食前に出鱒けたが、どうせぬかる道だろうし、

私等は遠慮する。ジョムソン街道なので、ロパの隊商の

列に度々会う。鋼材や長いパイプ、セメントをかつぐポ

ーターも続々登って来る。何処かで橋でも出来るのであ

ろう。ナンゲタティを過ぎ、ブルンディコーラ左岸の山

上越しにマチャプチャレが白い氷壁の頂稜のみをのぞか

せる。この方が凄みがある。空はやっと晴れ渡り、暑く

なる。 25・C。人通りも多く、外人のトレッカーの中には

日本人の青年が自転車をかついで塗って来る。何処で乗

れるのだろうか。

昼食は広い段地の芝地で、日差しは強いが心地よい。

-28-



そよ風が吹く中、例によってチャパティーや油いための

野菜と言ったところ。

広い谷聞を川沿いに下り、ブルンディコーラの出合い

の村、ピレタンティに着く。村の中央の吊り橋を渡り、

パッティーの中庭にテントが設営され、売!吉は多くのト

レッカーで‘賑わっている。ここには公衆トイレが在るが

山中ではトイレットテントが設けられる。手洗いは、私

はウェットティシュのロール巻きで切れ目の入ったもの

を持参したが、甚だ重宝であった。毎朝の洗面は、湯の

入った洗面器がテント前に置かれ、ビスケットとモーニ

ングティーが出される。うがいは前夜テルモスに湯を詰

めておき、行う。

17日、今日こそ快晴。ビューポイントである。チャン

ドラコットへの上り、ロパ隊が急坂の石畳道を蹄を鳴ら

しながら下って来る。頂上には展望所と土産物広が立ち

ならび、ここより仰ぎ見るアンナプルナサウス、マチャ

プチャレ、遠くガンガプルナが白銀の鐙を値い青空に釜

えているのは、実に素晴らしい。来し方の谷聞から前方
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の峠へ向って、自動車道が盛んに工事中である。初日に

見たところへ続くのである。中国人らしい技師も見かけ

る。四角いスレート石瓦を葺いた家も見かける。林道を

下っていると、白い横断幕を持ちチャルメラを吹いた男

ばかりの集団に出くわす。道を譲っておると、布に包ま

れ担架に担がれた子供の屍らしい葬儀の列であった。

道路工事は大型ダンプが砂塵を立て行き交い、発破作

業も行われている。ネパールも近代化の波が押し寄せて

いる。いずれは車で数時間で入ることが出来、これから

奥ジョムソン迄のアプローチが近くなることであろう。

ノーダラの村落は尾根上の宿場だが、ガイドブックで見

た家並が片側すっぽりこの道路に取られている。

尾根上の芝地は最後のキャンプ地で、透か遠くアンナ

プルナ I、E峰の頂部は、雪がつかず灰色の岩墜を見せ

て夕日に映えて見える。ポカラ盆地のぺア湖が背く光っ

て春震みに包まれている。

テント場には物売りが寄って来て、品物を広げて買え

とすすめる。子供も相変わらずペンシルと言って集まっ

て来る。最後の夜とてシェルパ逮の踊りを交えたパーテ



ィーが催され、ラム酒、ロキシーを味わってシュラフに

もぐり込む。

トイレに行く時、 1人のシェルパが灯のもとで不寝番

をしていた。連夜そうしていたのだ。ひどく咳き込んで

いる。夜はやはり冷え込む。トローチとアメ玉を渡す。

咳き込みはどうも持病らしい。黙ってうなずいていた。

18日、朝起きて見ると、期待していた高隊のパノラマ

は雨雲に被われ見えず。女の子が2人、速くから来ては

にかんでいる。カメラのポーズをとっている。メンバー

のうち、しょっぱなから下痢に苦しんだ人がいたが、特

別にお粥が作られて、それをお相伴に預かる。パック入

りの漬物や醤油が出ると食が進む。

無事コースをこなし、ホテルで旅の壊と汗を限り有る

あたたかいシャワーで流し、肌着とタオルを洗濯したら、

真っ黒であった。戸外は急に暗くなり、大粒の径がーし

きり降る。

19日、カトマンズに飛行機で帰り、翌日エベレスト方

面への遊覧飛行を申し込んで空港で長い間待っていたら、

私は軽い下痢でトイレ通い。出て見ると、天候が悪いの

か、ここは明るくガスっているのに飛行中止となる。食

事は油物が多いのだが、油が悪く、古いものでも使うの

であろう。皆んな一度はやられるようだ。

日本に帰った21日祭日の昼、空港はごった返し、夕方

の東京駅のプラットホームは寒々としておった。松井君

は鼻風邪気味。ヒマラヤは、私にはさらばであろう。松

井君は再度、近く訪れることをもくろんでいる。

企ポカラにで筆者{左)と松井氏

赤道直下の山ノレウェングリ

一一 1989年 4月の記録一一

昭和田年文理卒村口徳行

僕は積まれた装備と共に、車の荷台で揺られていた。

先行する車の巻き上げる壌が自に入って時均痛んだが、

気分はとても爽やかだった。

「いし、ねえJと僕。 rうん、とてもいし、Jと大矢。

バナナ畑の聞をぬってガタガタと車は走る。ボンヤリ

と青い空と白い雲を眺めながら、悪絡の振動さえも心地

よく感じられる。ただ田舎道を走るだけのコトなのだが。

5日程前、僕逮は湿原の真っ直中で泥んこに足をとら

れていた。話には聞いていたものの、季節は 3月下旬、

大雨期の真っ最中で、たぶんそれが大きな原因だと思う

が、とにかくズブズブとよく潜る。雪と違って踏みかた

めて前へ進むということは、この場合不可能である。従

って、前の人聞が、足を置いた場所に正確に足を運んだ

としても、間違いなく潜ってゆくのである。

幸いなことに、雨はそれ程の量を降らせない。僕とビ

デオエンジニアのイノー君は撮影に追われていた。

* 
ルウェンゾリ一一一体誰が幻の山などと言い出した

のであろうか。

かつてはそうであったのかもしれないが、現代におい

てはすでに幻のイメージとは大きく変わってきている。

ルウェンゾリというヘンテコな名前を初めて知ったのは

僕がまだ高校生の頃だったろうか。 r女ひとりアフリカ

放浪記Jとかいう辰野嘉代子著の本からだ。それから十

数年、どうしたわけか、ルウェンゾリへ行くことになり、

その頃抱いたアフリカのイメージが蘇るのであった。

19世紀、ヨーロッパの探検家たちが、ナイルの源流を

探し求めた旅の歴史がそこには重ね合わされる。南太平

洋の湿気を含む気流が西側から山に当たるため、一年の

うち 360日は雨が降ると言われている。豊かなる雨はや

がて白ナイルに集まり、 “エジプトの母"となって地中

海に注ぐ。スタンレーは“月の山"をあらためてルウェ

ンゾリ(rそこから雨がやってくるところJという現地

語)と名付けた。
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高温多湿の原生林の中を抜け、奇妙なセネシオの林を

通り、僕たちはブヅュク小屋に着いた。ブリキでできた

なかなかの広いヒュッテだ。ストーブに薪をくべれば、

幸せな山小屋の生活なのである。

しばらくしてふと気づくと靴がない。どこへ行ってし



まったのかと辺りを見渡すと、撮影機材を背負っていた

ポーターが小川で洗ってくれている。僕は、どうせ翌日

泥んこになると思って、ほったらかしておいたのだ。

「そんなことをしなくてもよいのに……J僕はつぶやき

ながら彼に礼を言った。彼はニコッとした。歳lま聞いて

いないが、あきらかにおじさんであることは間違いない。

その笑顔に僕は憂惨な空とは裏腹に、気分が晴々となっ

-h、。
翌朝、登山隊の 3名がブジュク小屋を後にして出てゆ

くところを撮影し、すぐに後を追いかけようとした。と

ころが、思ったように事が運ばないのがアフリカなので

あった。

ポーター頭がなにやら騒ぎだした。僕とイノーくんは、

早くも先行する 3人を追いかけなければならないはずな

のだが、現実は小屋を出れる状態ではなかった。

ポーター頭が言う。

寄稿ー赤道直下の山 ルウェンゾリ

「長靴が足りない。 8人分しかないからこの荷物は全部

は運ぶことはできないJ

荷物は全部で14個。エレナ小屋まで3-4時間で行け

ると聞いていた。

「おいおい、そんなコト、オレらに言われでも困るじゃ

ネエカ!J 

「この先は危険で雪が出てくる。靴がないと行くことが

できないJ

「靴は17足分ぐらい買ってあるはずだろう。それはどう

したんだ。なぜ、そういうことを早く言わないんだJ

僕とイノー君は、仕方無く余計な食料・装備類をこの

小屋にデポすることにした。荷物は11個に減った。もう

これ以上、減らせない。

僕はポーター頭に文句をたれた。

「おい! これで全部だ。とにかく、これ全部必要だ。

どうしたらいい。おまえさんのアイディアを教えろ!J 

31-



Aエレナ小屋への登り。熱帯雨林の中を行〈。

ポーター頭は数分考えて、何やらゴチャゴチャと他の

ポーターと話を始めた。

「長靴3足分、あとで金でくれJ

結論はいたって簡単、最初からそう言えばいいものを、

僕は少々イライラしていた。

「くれてやる。くれてやるが、イパンダ村のおまえさん

遠のボスと話をしなければならない。そうだろう 1J

「そうだ、そのとおりだ……J

僕は、アフリカが初めてであった。何度かネパールと

いう国を訪れてはし、たが、どうしてもネパールのたくま

しいボーター逮との比較をしてしまう部分があづた。い

けないな、と思いながらも、どこかでここがネパールだ

ったら……という何の解決も生まないことを思うのであ

っfこ。

僕達は、泥んこの湿原を走り、峠の山道を先行する 3

人を追いかけた。彼らはまるで見当たらない。峠の直下

にあるルンゼでポーターの荷上げ風景を撮影することに

した。荷物を背負っていると登るのが難しいのか、なか

なか手こずっている。そうこうしているうちに、 10m程

上を登っているポーターの荷物がいきなり大きく膨らん

だ。頭にひっかけていたノくナナの皮で編んだ総がよりに

よって切れたのだ。荷物が転落してくる。ルンゼ内にい

るので、まともに僕らを直撃してくる。

「うわー!Jなどと二人で騒いだところで何事ら状況は

変わらない。確実に僕らに向かつて荷は落ちて来る。僕

は転落してくる20数キロの荷を体を張って止める以外に

方法はなかった。肩にはカメラを担いでいるから、左手

一本しか使えない。イノーくんはマイクを持っているか

ら、やはり片手で僕が落ちないように後ろから押すしか

ない。

「コノヤロー!IJルンゼの中に揺れる二つの青春があっ

た。冷汗がドッと出た。ポーターは、まじめな顔をして、

僕の前で止まった荷を再び背負って登り出した。

「今日はどうもついてないなJ僕らは再び登り始めた。

どうも思ったように事が運iまないのがアフリカな'ので

あった。

先程まで青かった空がすっかり白く変わり、高度の影

響か少々足取りが重く感じられるようになった頃、小さ

く光る三角形のエレナハットが氷河直下のモレー ンの中

に現れた。ポーター逮と別れ、我々 5人は狭い小屋の中

に収まった。

翌、早朝、ヘッドランプの明かりを頼りに小屋を後に

した。

氷河の取付きでアイゼンを着け、ロープを結んで一気

にだだっ広い氷河上に出た。東の空が赤く輝き出し、冷

気が肌を刺す。やがて朝日が僕らを包み、山々が色を帯

びてくる。静寂な空気の中をアイゼンを耽ませて、双耳

峰右側のピー夕、マルガリータ峰を目指す。スタンレー

プラトーと呼ばれるフラットな氷河を通過し、小さな岩

場をスタカットで登ると、あとは歩くだけだ。やがて、

あっけなくスタンレ一山塊の最高峰マルガリータの頂上

に着いた。

感動はたいしてなかった。僕は冷静に撮影を続けてい

fこ。

「気分は、どうですか1J

「アフリカの山はいかがですか1J

「山の魁力とはなんでしょうか1J

僕はありきたりのインタビューをしながら、返ってく

る答えと自分の考えている事を比べていた。一段落して

からカメラをおいて周りを見まわした。

「気持ちいいな……」と僕は思った。たぶんその単純な

言葉だけで、きっとすべてを語れるのではなし、かと思っ

た。

「つまんねえ質問をしちまったかな ?J

僕は頂上を後に下降していく 3人の姿をカメラに収め
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てから思った。しかし、それも束の間、そんなことを考

えている暇はない。自分も下降しなければならないのだ。

仕事以上に、真面目にするいつもの作業なのだ。

* 
ルウェンゾリを目指した数日間、かつて本で読んだ時

の新鮮な驚きや感動はなかった。それはどこかで気づか

ないうちに失っていたものなのであろう。その代わりに

時々、日本を様れて見知らぬ土地を歩いていると、ハッ

と忘れていたことを思い出したり、思いもつかなかった

ことを発見したりすることがある。

イパンダ村からカセセへ戻る車の荷台で、感じた心地よ

さは何であったのか。ひとつの目的を達し終えた解放感

なのか、山から下りて安全圃に入った時の安心感であっ

たのか。あるいは、おそらくそれは都会にいては決して

思い出すことのできない忘れかけていた瞬間だったので

あろう。

登山隊/今井通子早川晃生大矢正彦

撮影隊/村口徳行弁納吉一

モンゴノレの山旅

昭和61年法学部卒原田雅子

草原の霞モンゴル

女子登拳クラブでモンゴル人民共和国に登山許可を申

請している、との話をクラブ会員の村口妙子さんから聞

いたのは1988年春の事だった。草原の思モンゴルに登る

ような山があるのだろうか……。そう思いつつも、モン

ゴルの雄大な草原、青い空といったイメーヅと共に、大

学卒業以来“海外に出たい病"におかされていた私の心

は、はやモンゴルに飛んでいた。

今回のモンゴル登山は、 .86年に田部井淳子さんがモ

ンゴル政府に対し登山許可を申請し、 3年後の.89年に

その許可がおりたことから実現へと動き出した。過去モ

寄 稿ーモンゴルの山旅

ンコ.ルへ登山に出た日本のパーティーは、.68年東京外

国語大山岳会隊(隊長・小沢重男氏)、.84年HAJ会

員隊(隊長・大崎正信氏)等が、それぞれハルヒラ山群、

ハンガイ山脈オトゴンティンゲル山(4.031m)に登頂し

ている。社会主義というお国柄からか、東京外大隊も

HAJ隊も登山許可を得るのに相当な苦労をしていて 9

年、 10年の月日を費やしているのである。今回、私たち

の隊に 3年という短期間で許可がおりたのは、田部井さ

んのアブローチが強かったことと、 “ソ速の16番目の共

和国"と言われるモンゴル人民共和国でもペレストロイ

カが進んでいることによるものと思う。

. 89年3月、第 l回ミーティングで隊員、行程等の概

要を決めた。隊の名称は「日モ友好女子交流登山隊J。

日本とモンゴルの女性登山者による合同登山である。山

竣はハルヒラ山群ツルゲン峰。モンゴル政府に概要を送

り、返答を待つがなかなか返事が来ない。モンゴル政府

より日本の外務省宛に返事が来たのは、出発予定日に追

った 6月中旬。その内容は、 “モンゴル体育・スポーツ

国家委員会は、夕べイ・ジュンコ等6名の女性登山家代

表団の受入れを承認した" “受入れ期間は 7月10日より

24日までで、所要経費はモンゴル側が現地通貨にて支払

うこととし、代表団は右に相当する金額を登山用品で支

払い、更に不足額を生じる場合にはドルにて決算を行

う"というものだった。山域、行程、モンゴル側登山隊

の編成等詳しい返答はなかったが、まずは許可がおりて

一安心。 7月7日の出発に向け、準備を進めた。

日本側のメンバーは、モンゴルに興味を持つ女子登掌

クラブ員で、みな豊富な海外遠征の経験を持つ人ばかり。

海外遠征未経験者は私 1人だった。隊員構成は以下の通

り。

日本側隊員

隊長田部弁淳子(49才)

福島由利子(31才)

三上自子 (31才)

村口妙子 (30才)

原因雅子 (26才)

モンゴル側隊員

総隊長 I{，トI{イ I~ (46才)

隊 長 ナイダy (57才)

間隊長 1{1i11ガ(38才)

女性隊員リけï/I~1(57才)

11 カドt (44才)

11 ザイ1- (42才)

11 グワスレi (33才)

11 1111ュグマ(32才)

医 師デI)，? (60才)

男性隊員 I{，トI~ï'! (38才)

通 訳 l句作Jげ1~(31才)

地元山岳会より男女10名

。。。。



勇士の三競伎

6月に起きた中国天安門事件で、入国ルートを中国よ

りソ連経由に変更。日本を出てから 4日目にしてモンゴ

ル人民共和国の首都ウランパートルに着いた。人口 205

万人、国土面積 156万7000凶(日本の約4.1倍)、公用

語はモンゴル語(表記はロシア文字を使用)、国全体が

高原に位置し、ウランパートルは1.351mの高地にあり、

湿度が低くさわやかに感じる。寒暖の差が大きい大陸性

気候で、冬は-40・Cになることもあるそうだ。

入国翌日の 7月11日は革命記念日で、国をあげてのナ

ーダム祭のために全国から人々がウランパートルに集ま

って来た。

モンゴルには 3つの国技がある。相撲、弓、競馬の

“勇士の三競技"。さすがチンギス・ハーンの因。全国

から予選を齢ち抜いた人々がナーダム祭でその腕を披露

し、モンゴルーを決めるのだ。入山前の 2日間、私たち

はナーダム祭を見て廻った。

被なしチョッキにパンツという姿で、土俵のない大地

で競い合う相撲力士。 E寄った力士は勝者の舞いを踊る。

体格は日本の力士の様に太ってはいないが、全身筋肉モ

リモリといった感じ。取りくみを見ていると、レスリン

グに似ている。

民族衣装に身をかため、長い弓を巧みに操る弓術。あ

んな弓の標的にされ追いかけられたら、さぞ恐ろしかろ

う。弓よりも色とりどりの衣装をみている方が楽しい。

そして圧巻は競馬。パスで郊外に出た私たちの目の前

を、まだ7歳位の子供たちが土煙りを上げ馬で走り抜け

て行く。聞けば子供の部の30回レース。大草原になだら

かに続く山の端から、続々と馬の列が駆け抜けて行く壮

観。まるで馬が体の一部かのようだ。華やかな民族衣装

Aナーダム祭の競馬、逮く山の績から馬の夢IJが続〈
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を身につけ、一生懸命走っている姿は子供とは言えすご

い迫力だ。 “モンゴル人は千里眼"と言われるが、まさ

にその通り。 r馬の先頭が来たJとモンゴルの人々が騒

いでいても、私たちには見えない。

馬の列がとぎれ、ふと目を転ずれば、そこはただ一面

の草原に風が吹いている。 rああ、モンゴルに来たんだ

なあJとその時実感した。

ツァガン・デグリ歯車ヘ

ウランパートルのホテルで今回の登山隊の総隊長パッ

トパイル氏と、.68年東京外大遠征の時の隊員、ゾリッ

ク氏に会った。 r私たちが登る山はツ 7ガン・デグリ蜂

です。 4，200m程の山です。 Jパットパイル氏のこの一

言でツルゲン隙からツァガン・デグリ鱒(4，286m)に変

わった。

7月13日、モンゴル隊員と共に国内機でウランゴムへ。

モンゴル機は、上空になると冷房を入れていないのにと

ても寒くなる。 “天然クーラー"なのだ。上空を飛んで

いる時は、寒くて寒くて、ガウンにくるまっていなけれ

ばどうしようもない。途中、滑走路もない草原のまん中

に着陸し、ヒヤヒヤする。ウランゴムからトラックの荷

台に揺られ、大草原の中を一直線に伸びる道を、ひたす

ら走る。ただただ草原のものすごい景観。あたり一面の

草原と、低くたれ込めた雲ーーなんですごい所に来ちゃ

ったんだろう!! 思わず走り出したくなってしまう。

“来るが勝ち"なんて言葉が隊員からもれる。 23時過ぎ

にツルゲン村に着。暗閣の中で幕営する。

7月14日、朝、目覚めると外が騒がしい。天幕内から

外を伺うと、黒山の人だかりである。外に出て写真を撮

ろうとすると40人位がワーッと押し寄せて来る。子供の



寄 稿ーモンゴルの山旅

顔、顔、顔。私達が目を向

けると、恥ずかしそうにニ

コニコ笑いながら物陰に隠

れようとしたり、天幕をボ

ンボン叩いたりで大騒ぎ。

私達がよほど珍しかったよ

うだ。日本人にとてもよく

似た子供達の顔。日本の子

供も20年位前は、みんなこ

んな顔をしていた。赤いホ

ッぺに鼻水たらし、いたず

ら大好きといった表情。モ

ンゴルの子供に、大草原に

生きる力強さを感じた。

ツルゲン村から車で川を渡り、馬でのキャラパン開始。

その馬に乗ったは良いが、歩き始めて馬に調子を合わせ

るのにー苦労。日本隊員には馬方がうしろに同乗してく

れるが、みんな目が点になっていた。較に乗ってはいる

ものの、とにかくお尻が痛い。 l本する毎に、馬から降

りると足がガクッとしてしまう。お花畑の続く山路をの

んびり馬に揺られ、お尻の痛みに耐えつつ丸 1日で標高

2.800m程の BCに着いた。もう 23時。 BCには 2-

3目前に入山していたモンゴルの女性隊員が幕営してい

た。ラクダに乗せた荷物が来ないので、幕営していたテ

ントに逃げ込む。

7月15日、入山式を行う。この時になってモンゴル側

の隊員構成がわかる。ウランパートルの体育スポーツ協

会員の女性5名、男性4名。みなスポーツマスターとい

う資格を持った登山家で、国家行事として参加している。

女性隊員の体格の素晴らしさ11 毎日 5kmマラソンして

いるとのこと。 57歳になるリッチンノルブさんも参加し

ている。地元の山岳会からも男女10名参加し、カメラマ

ン、通訳等、全員で26名の大部隊となる(こんなになる

とは、私達も予想していなかった)。

入山 1日目で体調を崩した私は、吐き気と微熱で、入

山式もそこそこに 1日中シュラフにもぐっていた。そん

な私に追い打ちをかけるかのように、天幕外ではモンゴ

ルの隊員が、入山時から連れていた羊を一頭パラしてい

るではなL、か11 雅子ちゃん、見てごらんよJという

妙子さんの声にノソノソと起き出した私は、遠目に見え

るその光景に思わず“ウッ"としてしまった(羊の肉か

らは湯気が立っていた日)。しかし目はその光景を離さ

ない。モンゴルの人々の主食は羊肉。夕食時に羊肉のス

ープを出していただくが、臭いが鼻についてなかなか進
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司
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まない。どうも昨日から臭覚が過敏になっているようだ。

ジンギスカン料理は好きなのだが、本場の料理はどうも

迫力があり過ぎたようで、ある。

7月16目、晴天の中、 C1 (約3.400m)へ向かう。

路はしっかり付いている。 3ピッチ日で氷河となる。途

中雪に降られはしたが、やはり暖かいのか、氷河には雪

解けの水が小川になって流れている。私には初めての氷

河で、蛇行する氷河にも感動したが、その上を小川が流

れている様子には、何とも不思議な感じがした。青空に

変わると、クレパスが口をあけて待っていた。モンゴル

隊員はザイルも着けずにズボズボと行ってしまうが、ヒ

ドンクレパスが氷河を横断しており、ょうやくザイルを

フィックスする。モンゴルではザイルを着ける習慣が薄

いのか、こちらが言わなければなかなかザイルを出して

くれず、ハラハラした。所々ヒドンクレパスがあり、ザ

イルを着けたまま C1へたどり着いた。

7月17日、 6時40分にC1を出発し、頂上を目指す。

1ピッチ自のクレパス通過で時簡をくう。 C1から一気

に稜線へのコルに出、稜線をたどる。素晴らしい晴天

の中、ヒドンクレパスに注意してアンザイレンで進む。

4.000m付近でアイゼンを着けるが、この頃から頭痛

がひどくなる。他の隊員は皆元気そのもの。モンゴルの

女性はとにかく強い。にせピークに何度も輔されつつ、

11時ツ 7ガン・デグリ蜂に着いた。山、高原、湖沼が広

がる大パノラマ。モンゴルの人々の笑顔。大学卒業から

今固までの日々がフー ッと私の頭を流れた。今、こうし

ていられる喜びを多くの人に心の中で感謝した。

大きな雪庇の発達した狭いピークで全員の記念撮影を

し、記念品の入った小さな壷を埋め、下山にかかる。 15

時にC1に着き、その日の内にBCまで降りた。
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U
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をして欲しいとの要望で、青空教室となった。モンゴル

人にはエベレスト登頂者がいない。モンゴルの登山家の

エベレストに対する熱意を感じた。

7月19日、再び馬に乗りツルゲン村へ。お尻の痛さに

閉口し、乗馬を拒んだ私はモンゴル人に笑われてしまっ

た。子供の頃から馬に慣れ親しんでいるモンゴルの人々

7月18日、下山式。モンゴル人隊員から多くのプレゼ

ントをいただく。中には陶器の人形があったりして、ど

うやってBCまで持って来たのだろうと感嘆したり。私

たちの胸元は贈られたパッチでいっぱいになる。私たち

は電卓や地図、山道具をプレゼントした。

下山式が終わると、田部弁さんのエベレスト遠征の話

nnu 。。
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企ツァガン・デグリ歯車

にとっては、馬に乗れないなんて、信じられない事だっ

たに違いなし、。しかし、 BCからツルゲン村まで続く一

面のお花畑の素晴らしさ!! 花・花・花と、様々なお花

がこれでもかと姿を見せる。これ程のお花畑は日本では

見られない。実は、私はこのお花畑の中を、自分の脚で

歩いてみたかったのだ。馬を降り、トラックで増水した

川を渡るのに 1時間川の中で立往生し、ようやくツルゲ

ン村に着く。そしてまた人だかりに固まれる。

* 
出国から帰固まで18日間、うち登山期間 7日間。あれ

を見てもこれを見ても珍しく、 “誰々があんな事してい

る"と言っては笑い合う楽しい遠征だった。そしてモン

ゴルの登山家の人々の温厚で誠実な人柄。トラックに乗

っている時も、議とはなしに出た歌声が大合唱になった

り、白熱したジャンケン大会になったり。頂上に立つ持

も、手を差し出して私達を山頂に立たせようとする。度

々温かいものを感じた。

私には初めての海外遠征、合同登山ということで、感

じる事も多々あった。海外に出て新しい物、環境に触れ

ると、自分の今の位置みたいなものがより明確になるよ

うに感じる。それは、また新しい自分の発見でもあり、

次へのステッフ.になる。 4.000mで高山病にかかったり、

BCで寝込んだりしたのはショックだったが、このモン

ゴル行で新しく見えて来た事がたくさんあった。

東京に生活する今、モンゴルの遊牧民の人々が普なが

らの大草原で羊を飼い、馬を交通手段とし、ゲルで生活

している事を思うと、今も何とはなしに不思議な思いに

かられるのである。

寄 稿ーマナスルを鎗えるツル

マナスノレを越えるツノレ

一一 1989年秋一一

ツルは必死に羽ばたいていた。思っていた

優雅な舞いなどとはほど遠いものであった。

村 口 徳 行

9月15日、つかの間の睡眠の後、僕達は大型パスに荷

を積み込み、カトマンズを後にした。メンバーは、僕と

桜弁くん。二人ともカメラマン、そして今回の仕事をサ

ポートしてくれるシェルパ達。サーダーは、かつてから

の知り合いダワ・ギャルツェン、信頼のおけるやさしい

男だ。

1989年ポストモンスーン期、僕達はヒマラヤを越えて

ゆくツルをVTRに収めるべくマナスルを目指した。

マルシャンディ・コーラ沿いにキャラパンを進め、

5. 200mあるラルキャ・ラを50人近いポーターと共に

一人の脱落者もなく越え、マナスル登山口の部落サマに

着いたのは 9月23日であった。

そのままポーターの入れ替えをせず、 BCまで荷上げ

をしたいと思っていたのだが、このサマという部落民は

少hいわくっきの人々で、かつて日本隊がえらい自にあ

っていることでもわかるのだが、思ったようには事が運

ばないのである。しかたなくポーターの総入れ替えと、

おまけに高い給料の要求、普通 1日で行ける距離を 2日

聞かけるなど、マナスル地域の相場を基準に我々も受け

入れざるを得なく、僕とサーダーはエヘラエヘラとにが

笑いをするのであった。

.ラJ!tキャ氷河方面よりマナスル北面と北峰

ヴ

t。。



順イヒを終え、 9月27日、ゴンパ(寺)で登山

の安全祈願をしてもらい、サマをスタートする。

ポーターは、大半を女性が占め、小学生くらい

からパアさんまでの年齢層で構成された。細々

とつけられたマナスル氷河左岸の道を、時々撮

影をしながらポーター逮と登ってゆく。まだ充

分歩ける時間ではあるのだが、 4. 200mのカル

カでこのBは終わりとなる。

ノレート図

一人のたくましい若者がカルカに着いてもな

お先へ行こうとする。僕は腕組みをしてその様

子を見ていたわけで「ウーム、サマにもなかな

かやる気のあるヤツがいるではないかJと感心

していた。まわりのポーター逮は、彼に向かつて「何言

ってんだ、おまえは、ねぼけてるんじゃネエ!Jと言っ

ているのだと思うが、皆から罵声を浴びせられている。

若者は、うら若いねえちゃん逮に無理やり連れられてサ

マ部落へ戻っていった。彼は少々頭が弱いらしく、外に

置いてあるものはすべて回収してしまう男なのであった。

僕逮としては、その男は荷をたくさん背負うし、モンク

は言わないし、えらく評価しているのだが、まわりはそ

うでもないらしい。翌日 4.700mにBCを作り、 10月1

目、米を投げツァンパを天へ投げてBC開きをした。

桜井くんとツルの飛行ルートと撮影ポイントに関して

の打ち合わせをする。飛行ルートには 2つの可能性があ

って、ひとつは、サマ部落およびその周辺からマナスル

氷河の上昇気流をつかんで舞い上がってくるという説と、

もうひとつはダイレクトにチベットサイトから飛行して

くるという説がある。

サマで長老にツルのことを聞いてみた。

「天候が悪い時には、マナスルを超える前に一度谷にお

りて休む。天候が良い時は高い所を飛ぶ……」

と言う。

カメラポジションとしては、偵察した結果、 4.700m 

のBCとナイケ・コルの上部、黒岩(5.700m)と呼ばれ

る台地にカメラを据えることにした。 BCからはサマ部

落が見下ろせる。飛行ルートはおそらく BCの脇を通っ

てナイケ・コルあるいはマナスルを越えてゆくだろう。

下部・上部をフォローできる最高のロケーションだ。黒

岩からは、ダイレクトに高所を飛来したツルをアップで

とらえることができる。そして、もしマナスル氷河を上

昇してくるなら、備隊の絵とBCからの中継をすること

ができる。

BCに着いてからというもの、いやサマの部落に着い

てからというもの、毎日僕たちは空を見続けていた。ツ

ルが飛来するのは過去のデータから10月上旬から中旬に

かけてもっとも多く、 OBの松田さんの見解によればモ

ンスーン明けと一致すると言う。いつ飛んできてもいい

ように準備はしていたが、もしかしたらマナスル氷河に

こない年だって充分ありうる。僕と桜井くんの会話は、

「本当に飛んでくるかなあ?Jというあとに「絶対に来

る! 来ないでどうするJという、いつもながらの希望

でしめくくるのであった。

10JH日、シェルパと共に黒岩に上がる。天幕をたて、

整理を終えてシェルパはBCへ下りていった。偵察も順

化も、荷上げもすべて完了し、僕も待つだけのポジショ

ンに入った。あとは、ツルが飛んで来さえすれば、それ

でいい。

10月7日、朝起きてみると雲ひとつ無い澄み切った空。
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モンスーン明けを4思い起こさせる。今日こそツルが飛ぶ。

僕は早朝からカメラをセッティングしてツルの飛来に備

えた。日があたってしばらくすると上昇気流が上がって

くる。氷河を見下ろす台地でじっとしていると体が次第

に冷えてくる。時々、双眼鏡を取り出し、はるかチベッ

ト、マナスル氷河、プンゲン側と目を凝らして見まわす。

飛ぶものといえば付近にいるカラスばかりで午後4時ぐ

らいまで待ったがツルは飛んでは来なかった。

10月8目、またもや朝、雲ひとつない快晴の空。今日

こそついにツルが飛ぶのか…… じっと待ちつづける。

緊援が高まってくる。何か肌に感ずるものがある。時々

舞う雪がツルに見えることさえある。午後12時ふと上昇

気流がおさまり、太陽のぬくもりを感じる。

「近いな近くに来ているな……J今までの情報によれば、

12時前後に一番多く確認されている。

2時頃、プリガンダキの谷は雲で被われた。上空は青

空だが次第にガスが湧きはじめていた。 3時にもなると



感じていたものはだんだん薄れてゆき、雪が降り出した。

「今日も来ないのか……J一人言をつぶやきながらカメ

ラをしまい、テントに転がり込んだ。しばらくすると無

性に目が痛む。冷えた指をコンロで温め、自にあてると

奥の方からじわっと疲れが癒されるようだ。何回かくり

返すうちにテント内も温まり、しだいに体もほぐれてく

る。

「ツルは一体いつ飛ぶのだろう……J僕はじっと待つ問、

越えてゆくツルのコトを考えていた。少しの疑惑と不安

を感じつつも飛来してくるその日を楽しみに待っていた。

数日関空を眺めるようになって、不思議なことだが、そ

れまで“本当に飛んで来るのだろうか"と思っていた疑

問がしだいに無くなっていった。上昇気流が深い谷から

吹き上がってくる。空に雪の結晶が舞う。雲が湧き、夕

日が雪面を赤く染め、岩肌が立体感を帯びる。やがて静

かに色を失ってゆく。繰り返される自然の中で、僕はほ

んのわずかだけど、ツルの姿を感じるようになっていた。

まちがいなくツルは飛来する。僕はそう思うようになっ

ていた。

10月9目、朝起きると雲多く、昨夜は10ωの雪が降っ

--，~。
「今日は来ないかな一……Jと思って、相変わらずじっ

と空を見ていると、 BC桜井くんからの交信。

「ツルは撮りましたか?J

「……何ですか?J

「ツルの織影はできましたかJ

「何言ってんだ、ツルなんか来ないゾ IJ 

も
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寄 稿ーマナスルを超えるツル

r 9時10分頃、一編隊がナイケ・コルの方向へ向かいま

したよJ

「ここからは見えなかったゾJ

「寝てたんじゃないでしょうねJ

「パカ言ってんじゃネエ」

11:00頃、再びBCより連絡が入る。

「来ましたよ IJ 

ここからは確認できない。 rツルが来たぞーJとシェ

ルパを呼ぶ。二人で探すがまるで見えない。やがてシェ

ルパが騒ぎだした。彼には見えるらしいのだが僕にはま

ったく見えないのだ。シェルパの指差す方向に回線を合

わせて目を凝らしてみてやっと発見することができた。

「なんだ、ありゃあJ

小さな点がいくつも空中に浮いているという感じで、

とてもイメージからかけ離れた光景だ。 70--100ぐらい

の数だったか、 6，000mぐらいの高度を保ちながら、は

るか遠くを渡っていった。

どうしたわけか、あまり感動がない。待ちに待ったは

ずのツルの飛来なのに、あまりに速すぎて、思っていた

ものとはあまりに情景が違いすぎて、そういうことなの

だろうか。

10月10日、午前中に 6--7のグループが続けて飛来し

た。はるかチベットサイトから僕のいる地点とはかなり

の距荷量をおいて次々に渡っていった。

「マナスル氷河上空には来ないのか……」早朝からモン

スーン明けとは思われない、どんよりとした天候で、マ

ナスル付近は雲が多い。そんな理由でちょっと横にそれ

たのか、大自然の中の距離からすれば微々たることだ。

t 

ι 

~C 1にてツルの飛来を待つ。

後方はナイケ・ピーク。
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!iL市
..アップで捉えたツJ"の姿は・アネハヅル'である

ことを確認した。

もっとも近づいた編隊はナイケ・ピークを絡んで気流に

もまれ、編隊を践しながらも、上昇を繰り返し、南西へ

渡っていった。近くに来ょうが来まいが、ツルは磁実に

渡ってゆく。

12:30、マナスル氷河の下方からツルの声が簡こえて

くる。かなりの数だ。ついにマナスル氷河の正面からや

って来た。しかし姿を確認できない。声がしだいに近づ

いてくる。確認できない。焦りが出てくる。

「どこだ……どこにいるんだ IJシェルパも見えないと

いう。

いきなり後ろから他の隊のサーダーで来ていたニマ・

砂ナイケ・コJ"を越えた

ツルl誌、ラルキャ氷河か

らの風に押しもどされた.

上昇気流をたくみに利用

して縫固をくり返し、ナ

イケ・ピーク上鶴に逮し

たかと思うと、一気に西

ヘむかつて飛ぴ去った.

ツルの声が響きわたった。
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テンパ(ヒマルチュリ隊の時のサーダー)が

「ムラグチさん、アップサイト、アップサイトJと言う。

僕は息を飲んだ。思わず溜め息が洩れた。

「うわあー」

いきなり頭上にツルの編隊がV字形を作って押し寄せ

てくる。青空に純白な翼が映えて神都的な光景だ。さま

ざまな気流にもまれ、形を徐身に変えながらも、南へ向

かつて突き進んでゆく。

僕は 900uのレンズを着けて撮影を続けていた。

ツルは必死に羽ばたいていた。最初に思っていた優雅

な舞いなどとは、ほど遠いものであった。山の空気を切

り裂いて、ツルの甲高い声が員長重にも幾重にも重なって

僕に迫ってくる。お互いが呼び掛け合い、励まし合って

いるかのようだ。

彼らは生き延びてゆくために、はるか高高度を命の限

りはばたいているのであった。弱い者は脱務し、身もち

ぎれんばかりの冷気の中を羽を動かすことが生きること

なのであった。一瞬でも羽ばたきを弱めようとすれば、

それは死を意味する。生と死のギリギリのラインをツル

は越えてゆく。なぜ、そうしてまでヒマラヤを越えなけ

ればならないのか。

やがて、マナスル北峰の壁をかすめて大きく孤を描き、

視界から消えていった。

ただきれいだなどというなまやさしいものではなかっ

た。生きる物が精一杯生きてゆく姿を、僕はこの目で見

た。それはすさまじいばかりの生への羽ばたきであった。



ヒマラヤを越えるツル……

氷と雪の世界の中で、僕は生命

のメッセージを感じとった。そ

れはあまりに激しく尊いものだ

った。

その後数日間、空を見つづけ

ていたが、その一群を録後にマ

ナスル上空を渡ってゆくツルの

姿を確認することはできなかっ

た。

惨わがチームのスタッフ遣。

後方はピナクJhB Cにて。
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寄 稿ーマナスルを超えるツル

‘マナスル氷河上空を渡

りゆくツルの群れ。 10月

g目、10日の両日にかけ

て、 2.000余羽のツルが

マナスル付近を渡ってい

った。患いもよらずとて

も激しい羽ばたきだった。

‘P 



追悼

平沢一久君を憶う

昭和 7年法学部卒戸村貞男

昭和 5、 6年頃は 6月にもなると、三崎町の山岳部の

部室の墜に、ぐるりと 7、 8枚の登山参加募集のポスタ

ーが張り出される。登行する山やコースとリーダーの名

前が書いてある。平沢君の計画は、いつも中央アルプス

や南アルプスで、リュックは重いし、汗が沢山出て草臥

れる所ばかりだった。

私が平沢君について、山に関連して知っていることは、

この位しか思い出されない。

従って、彼への追憶は彼が50年間頑張って来た社会人

としての仕事のことになる。

月島から隅田川を10キロ程遡ると、墨田区と荒川区を

結ぶ白須橋がある。更に 600メートル位のぼると、左側

の川岸に古色蒼然とした木造3階建ての古家がある。後

に聞いたら、 「あれは俺のところの事務所だ。作った時

は新しかったJと言って笑った。そこから左の運河に入

って行くと、隅田川貨物駅や日本石油の油槽所がある。

この南千住あたりが、彼にとって、初期・中期の仕事の

根拠地であった様である。今でも近くの泊檎の交差点の

角に、彼の主力会社である昭和通運の本社がある。

彼は日大卒業そこそこに、いや在学中から事業に専念

して急速に業者苦を拡大して行った。事業の内容は主とし

て一般運送業、鉄道通運業、回漕業で、扱品目は一般貨

物と石油であった。

彼の業務が戦後特に飛躍したのは、日本経済の回復と

石油需要の異状とも言える拡大に依るものであった。彼

の目標のたて方は正しかったことになる。

私の知っている現在の 2、 3の会社を紹介しよう。

昭和通運側資本金 l億。一般、鉄道運送

社員 160名、営業所10ケ所、貨物自動車 100台

平沢運輸側資本金 l億 2千万。石油輸送

社員 450名、石油タンクローリ一等 200台

昭和油槽船側 日本沿岸・近海にて中小タンカー船に

依る石油輸送。前記会社の10倍以上の規模。本社は

サンケイビル。平沢君はこの大会社の半分を所有
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まだ小名浜運送側、ミヤコ紙工紛があり、他にも私の

知らない会社があると思う。勿論、自分 l人でこれ等会

社を見ることは出来る筈がない。そこで彼は日大卒業年

度を同じくする人の昭八会の仲間を各会社へ、 l名、 2

名と張り付けて手伝って貰って、今日に至った次第であ

る。

彼のせっかちはまこと有名なことですが、人を見る目

はじっくりとなかなか確かで、見込んだ人をトコトン信

頼していた。これが信頼した仲間と一緒に仕事を発展さ

せて来た理由の一つだと思う。

私は常に東京に居たし、若干運送業関係、の友人も持っ

ていたこともあり、夕方になると度々誘いを受けたもの

である。私が酒も飲めないしダンスも踊れないのを承知

の上で、数十回も、いやその倍もよばれて遊んだものだ。

彼は私の前で得意気にまずビールをがぶ飲みし、どんな

に広い踊り場でも隅から隅まで所せましとワルツを踊り

まくっていた。まことに男っぽい仕儀と言わざるを得な

し、。

今、私はそれらの事どもをこう考えて、御馳走してく

れたのだと思うことにしている。彼は仕事をみんな自分

の学校仲間に任せているので、多少意見が違っても、お

そらく言いたい文句も言えないだろう。そこで、私の前

でストレスを解消していたのだろう。

仲間に逝かれることは淋しいことだ。私の記憶からも

遠のいてしまう。

岳友佐藤耕三君を偲ぶ

昭和14年建卒前田

どういう訳か山でお会いした記憶はありませんが、と

にかく中学生時代の頃より合っていた気がする彼です。

佐藤君の時代と思いますが、大阪薬専に野口君という人

間の型破りの山仲間が居て、良くスキーや芦屋のロック

ガーデンで岩登り等をして遊んだことを思い出すので、

その中に彼が居たのかも知れません。

私には非常に懐かしい男です。佐藤君と初めて会った



のは、神戸平野の私宅へひょっこりと現われ、私が長い

間音信不通で居たので山岳会費の催促か、東京の岳友の

様子を見て来いとのことかと思います。

その後津村君を案内して私の退院見舞いに来てくれま

した。関西桜門山岳会の行事には殆んど彼が計画し、会

長菊池以下が参加するという格好で、彼が居ないと山歩

きに不自由です。これも仕方のない事です。彼が余りに

酒好きで、彼の勝臓も付き合い切れなかったのでしょう。

彼は印さんと自称し、岳友もその他の友人も彼の顔を

見れば、 “ああ印さん"と先に口から出る程親しい呼び

名です。

山歩きのスタイルは何時もワイン色の地に黒の大病チ

ェックのスポーツシャツ。夏でも冬でも同じで黒サージ

のズボン、山靴にチロルハット。ちょっとギョロ眼でー印

度人風の色黒。犬歯が少し目立つ顔、良かったですね。

そんな印象です。

彼の得意の山は関西では比良連峰ではなかったかと思

います。何時でも案内すると言ってましたが、実現しま

せんでした。山歩きは六甲山へ2、3度。帰りに御影廻

りで置塩宅へ御馳走になりに。冬は林先輩共々伯番大山

へスキーに、秋には湖東三山へ、又加賀の白山の麓へと

ご一緒しましたが、何時でも何処でもハイサックに一升

瓶で楽しんで居りました。その一杯の嬉しそうな顔が思

い出されます。

彼の発案で失敗したのは一度だけ。京都北の鞍馬山で

春先のこと、到着してさあ一杯の宿舎が、廃業でなかっ

たのです。印さんもこれにはびっくりした様です。その

照れ臭そうな顔もなつかしく思い出されます。困った男

ですね。私より早く死ぬとは。

関西桜門山岳会を代表して一番お世話になった私が、

追悼文を書きました。
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追 偉/登山針酉の近況

登山計画の近況-
(桜門山岳会会員)

現在、会員の閣では、それぞれのスタイルで面白そう

な山行が計画されています。そのいくつかを紹介します。

“ノfミール"ソ連の山々への魅力

昭和43年経済卒中村進

世界の 8，OOOm峰を連ねるグレート・ヒマラヤの北側

は、トランス・ヒマラヤと呼ばれ、いくつもの 7，OOOm

級の山々が吃立しています。

トランス・ヒマラヤは珠玉の山と言われる聖山カイラ

スを中心とし、チョモランマやマナスルなどのグレート

.ヒマラヤがこの地球に現れるより 1千万年も早く、古

代ユーラシア大陸の南方に出現を始めていたと言われて

います。

パミールの山々は、そのトランス・ヒマラヤの一部な

のです。パミールの山を眺め、登山を行うのは、まさに

地球最古の山への旅を想わせる魅力を感じます。

さて、パミールを代表する 3つの 7，OOOm鎌は、スタ

ーリン峰、レーニン峰、そしてコルジェネフスカヤ峰で

す。その中で、ソ速の最高峰でもあるスターリン峰、

7，495m (現在はコムニズム峰と呼ばれています)は、

1933年9月2日ソ連のタック・パミール遠征隊によって

初登頂されました。今から57年も前のことです。この最

高峰コムニズムの初受頂はソ連の近代スポーツ主主山の幕

開けともいえる記念すべき日となりました。現在、外国

の山へ登山に出かけることが難しいソ速の登山家にとっ

て、最高峰コムニズムはあらゆる意味でソ速を代表する

山のようです。

日本の登山隊としては、 1966年に労働者スポーツ登山

隊がレーニン峰(7，134m)を登り、それ以後パミールを

訪れる日本人登山隊は年々多くなっていきました。

近年、ソ速の開放政策が一段と進められていることも

あって、パミールの国際キャンプは日本隊を含め、毎年

各国の登山隊で賑わっています。

一方、日本人は古来より山をご神体として崇め、恐れ、

信仰してきた永い歴史があります。日本の山霊りは、ス

ポーツとして発展してきたソ連の登山や、近代アルピニ
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ズムを生んだヨーロッパの登山と比べると、やはり山や

自然に対する歴史的背景の違いから日本特有のスタイル

が生まれたわけです。

今日では、そうした歴史的な背景を越えて、世界の優

れた登山家たちは「より困難な登山Jを目指し、アルピ

ニズムという共通した意識の中で高いレベルの登山が行

われています。しかし、世界の先鋭逮でも私たちでも外

国の山へ行けば、やはりその国の社会や習慣を尊重した

上で登山をしなくてはなりません。

チョモランマはネパールから目指せば、山名もサガル

マタ(大空の頭)と変わり、シェルパ族の協力を得た登

山になれば、彼らの山に対する信仰心を理解しなくては

なりません。チベット仏教を信仰するシェルパの人達は、

ヒマラヤの山々を「神の住む場所Jとして崇め、山中で

の不浄な行為lま絶対にしてはならないと考えています。

例えば、動物を殺すこと、聖なる火を汚すことなどです。

最近はなくなりましたが、日本人は火の上に網をのせて

スルメを焼いたり肉を焼いたりするのが大好きですが、

これは信仰心の厚いシェルパの人にとっては「聖なる火

を汚すJことになるのです。この事で実際にトラブルを

起こした日本の登山隊があります。ヒマラヤの山中で不

浄な事をすると「大ナダレが起こる J r大洪水がおこ

るJそして、 「大きな落石が起こるJと、今もシェルパ

族の人逮は信じています。

一方、中国からチョモランマを登れば、中国のルール

に従って登山をしなくてはなりません。

このように、国により様々な違いがありますが、この

様々なお国柄がまた登山を味わい深いものとし、山だけ

でなく人々の相互理解を深め、さらにその国の社会や習

慣をよく知ることになるのではないでしょうか。

山を単なる受山の即物的な対象に終わらせることなく、

これからは、山からもっと色身なことを学んで行きたい
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と思っています。

登山をスポーツとして今Bまで発展させてきた、ノ連。

そのスポーツ登山の中心的な舞台であったパミールの山

々、そこではどんなお国柄が見られるか、私の興味は尽

きません。

尚、登山計画は1991年7月、コムニズム峰(7，495m)

とコルジェネフスカヤ(7，105m)を予定しています。

(1990年 6月9日)

チョー・オユー峰(卓奥友峰)

熟年登山隊1991

基本傭想

1.登山隊名称 チョー・オユー峰熟年登山隊1991

(シルバータートゥル・卓奥友峰登山隊1991)

2. 目 的西北西稜からチョー・オユー峰(8，201

m)の登頂 中国・チベット側からのルート

3.期 間 1991年 9~1 日 -10月 5 日約35 日間

4.隊員構成原則として満50才以上で健全な精神と

登筆意欲を持つ者

5.参加予定者熊谷義信、大城泰、池田錦重、

小島藤司、根津院一、神崎忠男、山平常、

平野隆司、松永敏郎、倉知敬、加藤勝、

加藤朝輩、大山昇

6.予 算 1，300万円

行動予定

9月1日 成田発→北京着

3日 北京発→ラサ着(3，700m)

4日 ラサ発→白居寺経由→シガツェ(3，880m)

5日 シガツェ発→シガール(4，300m)

6日 ティンリでシェルパと合流→ジャプラ氷河舌

端にキャンプ(5，000m、車の最終地点)

7日 ヤクにてバルーン放牧場経由BC (5， 700m) 

建設

8日-18日

C 1 (6，400m)の建設と隊員の高度順化期間

19日-29日

C 2 (7， 200m)、C3 (7， 700m)建設と登頂

30日 BC撤収

10月2日 ラサ到着

4日北京到着

5日成回帰国
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って登山をする。いわゆる自主(自由)登山を認識し

た登山を行う。 (1990年 9月)

マカルー登山隊1992

目 的北西稜からのマカルー蜂(8，463m)の登頂

期 間 1992年8月上旬-11月中旬

参加予定者 岡田貞夫、村口徳行、その他数名

日 程 1992年8月上旬先発隊日本出発

"ノ 中旬後発隊日本出発

必F 下旬 カトマンズ発(ダラïlíiJ'-I~N

ツJ.IJi9-II-vげトy・"ANBC)

9 ~ 1日 登山活動開始

10月31日 登山活動終了

11月上旬 BC撤収

11月中旬 カトマンズ着

.マカルー北西稜。アイランドピークより。

現在、マカルー隊は書類上の手続きをしている段階で、

まだネパールからの正式許可は下りていなし、。本格的な

準備活動は約 l年前からスタートする予定。

この計画の重要なポイントは、すべての面で無駄を省

き、有効な時間の使い方を考え、経費を最小限に抑える

こと。そして、効率の良いトレーニング方法を採用し、

持続するという点が基本ラインである。(1990年8月)

マカル一計画

昭和47年経済卒岡田貞夫

2月18日、現役学生4名によるヒマラヤ登山隊の出発

を成田で見送る。憧れだけの思いから猪突猛進ともいえ

る第一歩が始まり、コーチ会での検討、練り直しを何度

も繰り返し、どうにか形が整いネパール行きのチケット

を手中におさめ、少しの不安と大きな期待に嬉しさを隠

しきれない隊員。その彼等を見送る羨望のまなざしの学

生遠の心中は、より一層私に伝わってきて20年前の自分

の姿がだぶっていた。

シタツツラ隊を見送る羽田で、 「次は君の番だぞ!!J

と、当時私の名前など知らなかったはずの先輩高橋さん

が、強く私の手を握って言葉をかけてくれた。次は自分

にもチャンスが来るかもしれない? きっと今、見送る

学生の気持もあの時の自分と同じ思いに違いなし、。この

刺激が彼等にとって衝動と言ってもいい情熱に変化し、

成長していくに違いない事を強く望んでいた。久しぶり

に晴れ聞ののぞいた空にビールの酔いも手伝って、懐か

しさとすがすがしい気分で帰途につき、これからの自分

F
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を考えていた。

学生の頃から秀でたものなど何もなかった自分が40才

を過ぎた今でも、現役部員と一緒に登り、共に山を語れ

る楽しさを幸福に感じている。変化に乏しく、感動が少

ない都会生活の中で、あの当時の、あの光景が頭の中で

大半をしめる様になり、雨期真っ最中のキャラパンを思

い出す。湿った毛布にヒルが入り込んでくるのではない

かと、寝つかれない夜、前日の濡れた物も乾かぬまま身

につける時、少しでも先にのばしたくなる動作、靴下は

歩行中もおかまいなく侵入してくるヒルに吸いつかれて

足首まで血で染まっている日が何日も続く。そんな沈ん

だ気分も、時折かすかな晴れ聞から輝いた純白の高い峰

々が眼前にせまると、暗く重たいチームの雰囲気は一気

に吹き飛ばされる。山こそ、まさに神の造り賜うた彫刻j

物と言う言葉がピッタリあてはまる。山の持つ魅力は魔

力に変わり、禁断症状を起こしはじめる。

さて今度はどんな計画を作ろうか。手をつけたい相手

は沢山あるが、山でメシを食べていく訳でもないし、何

度もという訳にもいかない。今度こそはピークの踏めそ

うな山にするか、でも閉じく高い代償を払って休みをと

るならば 7.000mチヨットでは興味が湧いてこない。ヒ

マラヤの魅力の本質は高さにあると思う自分には、どう

しても 8.000mに自が向かっていく。残り少ないチャ

ンスにもし恵まれたとしたら、やはり登頂の確率より

8.000m陣登頂者になる夢を選択するだろう。かとい

って 8.000mの高さがあればどこでもよいかと自問する

と、それなりのこだわりを持ちたい。荘厳であり、素晴

しい感銘を与えてくれる山に充分な時聞を使って対時し

たいと考えている。

中国側からのブロードピーク、ガッシャーブルムは未

知の魅力はあるが、手続きに時聞がかかり過ぎる。アン

ナプルナは美しくロマンを感じるが、どうも好きになれ

ない。マナスルをツラギ氷河から挑むルートは、けっこ

ういい線いくかもしれない。エヴェレストの西稜は先に

残しておこう。やはり威風堂身とした独立峰のマカルー

が一番好きだ。マカルーとは相性が良さそうだし、他の

8.000m峰より明るさを感じられる山がマカルーだ。

この山をブッキングしよう。

最近のネパール観光省は、お家の事情によるものと思

われるが 8.000m峰の殆んどに、同シーズン、同ルート

に少々の回数のズレをもって数隊に許可を与えているの

で、優先順位の確保が必要になる。現地登山局オフィス

に直接出向いて仮プッキングするのが得策でもあり早く
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済む。

費用は言うまでもなく全額を自己負担とし、生む事さ

え大変な資金を確保し、無~な流出をふせぎ、周囲に迷

惑をかけない効率よい準備を行なう為の対策として、マ

カル一計画独自の会の発足と都岳連加盟が大切な事だ。

ルートは1972年に初登された南壁を、アルパインスタ

イルで、と書きたいが、そうは問屋が卸さない。フラン

スのリオネルテレイ等が全員で初登頂した北西稜しか自

分に許されるルートはない。降雪後の雪崩に気をつかう

ルートであるが、ダブルアックスを使用する程には至ら

ぬとはいえ、 2.000m近くは用意する事になるであろう

フィックスロープ工作の関係上2パーティーは欲しし、。

盆山期間は45目、高所で日付け切れの日本食を食べ続

けられる限度だ。

冬の近づくポストモンスーンは寒さと風へのタクティ

クスが大きなポイントになるだろう。

キャンプの数と最終キャンプの位置はこの登山の最重

要課題であり、 4ケ所と 5ケ所では補給にかなりの差を

生じ、シェルパに限って言えば質だけの問題では済まな

くなりそうだし、登頂の成否に大きな影響を及ぼす事に

なる。難しい問題だ。高所用天幕 l張が l人分の渡航費

と大差がなく、資金面でも大きな痛手となる。

睡眠用酸素はフランスから輸入しなくてもカトマンズ

で調達可能だろうが、酸素があっても高所のもつ危険、

恐ろしさに対しては無力に等しいと考えた方が無難だ。

人聞の順化、順応能力を遥かに越え高所衰退が進行し、

生存の許されない世界に足を踏み込み、さらに遠くにあ

る頂上に向かつて進む為には、平凡な都会の生活の中で

長期間、長時間の走り込みによって得られる毛細血管を

発達させ、筋持久力を高めると共にクライマーハートを

造らねばならないし、また確実に最終キャンプまで戻り

っき、生きて帰る為の緊張感を持続させるだけの、より

強い精神力を培う事が自分がマカルーに戦いを挑む為の

必須条件である。

出発までの 2年以上の歳月を、充実した短い準備期間

だと感じられる仲間が3-4名いれば、幻想のマカルー

は大きな希望となり、可能性の広がった現実の山となる。

その先には何があるのか、今は解からない。それでも

真剣に取り組む中にも、楽しむ余裕を持ち続けたい。

そういう自分の存在を認識している今日この頃である。

(1990. 3. 31) 
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