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学生活動報告(平成 3年度)
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一一平成 3年度活動報告

チーフリーダー山本茂久

昨年度は、 1年間暖めた“黒部横断"の計画が成功し、

事故も無く、良い 1年間となった。リーダー会は、 CL

以下そのままのメンバーで持ち越しとなったが、次期リ

ーダーを育てる意味で3年生を加えた。

このような状態で始まった今年度であったが、昨年度

の冬山、春山の後遺症なのか、リーダー会全体が脱力感

のようなものに包まれ、年度方針として積極的なものは

出なかった。その代わり、各リーダーはそれぞれ夏や、

秋の個人山行に、自分なりの計画を持っていた。昨年度

は、年度目標の為に個人山行が極端に少ない年となった

が、そのための欲求不満を最も募らせたのは、私が心配

したような、 (当時の) 1、2年生ではなく、計画を推

進していた筈の3年生であった。それ自体悪いことでは

ない。私自身もそのような計画を持っていたのだが、私

達の代の最後の合宿となる冬山を計画する主軸である 4

年生が、そのような個人的な計画で動いていくことは、

各合宿に悪彫響を及ぼすのではないかと当初懸念した。

初夏、夏山の合宿は、 1年生を長い目で見ることに意

義があるとして、のびのびとした合宿を行なったのだが、

これは、 「山は、様々な意味で、楽しむために登るもの

だj という私達の方針を訓練合宿に反映したものだった。

夏山個人山行では、 2、3年生の意欲的な山行が目立

った。しかし、どれも先を見据えているのかという点で

は、やや惜しいという気がした。そういう意味では、渡

辺の飯豊川本流の計画は、彼の3年越しの計画であり、

一昨年、昨年と着実にステップアップしてきた末の成功

であった。このような将来のビジョンを背景にした、ス

ケールの大きな計画は高〈評価したい。

後期に入り冬山の計画を決定することとなった。 2年

生も加え、広く候補を募ったが、昨年やり残してしまっ

た越後を忘れることが出来ずに、結局、 4年生が押し切

る形で、館後集中に決まっていった。実際に計画が始ま

ると、年度当初の私の懸念は消えた。夏に自分達の計画

を実行し、カをつけた4年生は、その力を生かすべ〈冬

山の計画にのめり込んで・いった。そして、カをつけた2、

3年生もまた、良きパートナーとなって計画を壮大なも

のにした。このように、個人山行は思う存分行い、力量

を上げ、それを様々な形で冬山や春山の合宿に生かして

いく。学年や力量、指向性に関係無〈個人が出来る限り

の力を出してスケールの大きい合宿を成功に導いて行〈。

これこそが日大山岳部の山登りの真髄であると思うのだ。

冬山が無事成功に終わり、 4年生は引退し、平井を中

心に新規リーダー会が発足した。春山合宿は平井の得意

な南アルプスの全山縦走を計画した。冬山の好天に反し

て連日の悪天に苦しめられたが、見事21日間で成功した。

私がチーフリーダーの任に就いた2年間は、かなり強

引にやってきたように思うが、反面、いい加減になって

いた所も多かったように思う。しかし、それでも全うで

きたのは、個性的で優秀なリーダ一陣が周りを固めてく

れていたからだと思う。素晴らしい仲間が多いことは本

当に有り縫いことである。彼らに感謝しておきたい。

また、この2年聞は大きな事故が無かった。事故が2

年続いた後だけに、リーダ一陣全員に「事故だけは起こ



さぬようにしようJとの思いが強くあったからだと思う

が、上に立つ人聞が多く各々がしっかりと自覚していれ

ば事故の確率は下がると思う。しかし、事故が長い間起

こらないと、次第に上に立つ人間の意識も薄れるであろ

う。リーダーが順次代わっていくのは大学山岳部の宿命

であるが、その中でいかに事故に関するソフトの部分を

蓄積し、伝えていくかがこれからの問題になると思う。

一一平成 3年度コーチ会報告一一一一

ヘッドコーチ吉野 淳

山岳部の危機といわれた4年前、 08の方々の全面的

なご協力を得て獲得した昭和田年度入学の部員が今春卒

業いたしました。彼らが3年生になり、リーダーをとり

はじめてからは、独創的でスケールの大きな計画が次々

と出されるようになり、コーチ会は頭を悩ませられるこ

ともたびたびで、事故の心配と成功への期待とが入り乱

れてうれしい悲鳴をあげたものでした。 2年がかりで成

し遂げた越後全山の冬山と、集大成となった黒部の春山

は、低迷する多くの大学山岳部の中にあって、学生本来

の登山を真正面から取り組んだものであり、彼らの卒業

を心から祝いたいものです。

3Kや遭難と、とかくマイナーなイメージのつきまと

う環境にありながらの部員獲得や新人育成の難しさは先

輩諸兄にも充分にご理解いただいていることと推察いた

します。新人勧誘にはコーチ会の場でも多くの時間を費

やしてアイデアを出し合っておりますが、学生にとって

は大変に労力のかかるイベント運営ともいえる活動を強

いられています。合宿以上とも思えるプレッシャーを感

じ、 5月山行にも身が入らない程に悩みながら勧誘を続

ける学生を見ておりますと、なんとか力になりたいと恩

うのですが、私達にとってはやはり金銭的な援助が一番

効果的であると実感いたしております。

山岳部の学生の日常は、積雪期山行に合宿形態をとる

以上、無雪期も含め、個々の山行時間の大部分を合宿に

費やしています。これが好ましいことか誤っていること

なのか、その判断は次の世代にまかせるとしても、私個

人としては、山岳部の歴史の流れからみて、合宿という

山行形態は今も昔も、ヒマラヤ受山へ向かうための方法

論の一部だと理解せざるをえません。今日の学生にとっ

て一体ヒマラヤというものがどのような存在なのか考え

た時、我々が残してきた山行形態は除々に変わっていく

必要があります。 08の方々の中には、そのような議論

はずっと普から話されてきたと一笑されるかと思います

が、学生個々においても、私達か想像する以上にさめた

感性でとらえていることに驚かされます。今後のクラブ

活動を指導していく上で学生登山における「ヒマラヤJ

の存在の位置づけを考え直すことによって、さらに多く

の若い仲間が増え、より活発で健全な山岳部に発展して

いくことを期待いたしております。合宿の延長上にヒマ

ラヤがあるのではなく、それをひとつの山行形態として

とらえようとしている彼らにとって、近い将来山岳部か

ら、ヒマラヤの加∞m峰だけでなく、高難度のフリーク

ライミングから山岳環境問題のエキスパートまでさまざ

まなスペシャリストか育っていくことを信じております。

さて、山岳部は近年稀に見る強力な4年生が卒業する

ことによって力量の低下を心配はしましたが、平井を中

心とする新規リーダー会が編成され、春山はみごとに南

アルプス全山縦走を成し遂げました。春の南アルプスと

はいえ、異常気象とも思える悪天候の中、実に21日間に

およぶ縦走は、ノンデポ、ノンサポートで行われ、日大

の底力というにふさわしい合宿でした。新主将、平井の

個性そのものがこの計画には良〈表れており、それにう

まくまとまっていった部員閑の厚い信頼関係を見ている

と今後の活躍か期待されます。

記 録

.五月山行

1.北ア.雄山東尾根~剣岳

期日 4月28日"'-'5月4日

メンバー L野本、田山、大野、谷

4月28日晴黒部平→Z曲1mピーク
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扇沢で岡田08と出会い、黒部平駅まで一緒に行く。

東尾根にはタンボ沢を回り込むように取り付く。トレー

スがあるので楽に登れる。

4月羽目曇~雨 cs→雷電蜂→雄UJ

東尾根は急登ばかり息つく暇のない尾根だ。雷電蜂ま

でをスタカットと lピッチフィックスで越える。雷電蜂

から雪がちらつきホワイトアウトとなる。雄山に着〈頃

には雪となる。

4 月 30日雪~晴 cs→}jIjÚJ→~JÚJ荘横

昨夜はこの季節とは思えない程の風雪だった。 csか



ら夏道どうしにコンテで行〈。昨日の降雪で膝程のラッ

セルだ。別山乗越で剣パーティーと会いスキーで遊ぶ。

5月l日 昼~雪 CS→一服剣手前

黒百合のコルまで直上する。稜線上はすさまじい強風

だ。一服剣まで行くが、引き返す。

5月2日雪停滞

この冬型はゴールデンウィークにもたらす寒気団の中

でも観測史上2番目の寒さのものだそうだ。

5月3日雪停 滞

今日は除雪に明け暮れた l日でうんざりする。

5月4日 快晴 CS→剣岳→馬場島下山

五月晴れの中出発。ラッセルは大腿まであり苦労する。

前剣の下りで1ピッチフィックスし平蔵のコル避難小屋

からコンテ、スタカットで剣岳の登頂。早月尾根は伝蔵

小屋上部までザイルを出し、あとはシリセードをまじえ

下る。

2.北ア.剣岳登挙・スキー

期日 4月29日......，5月4日

メンバー L山本(茂)、渡辺、平井、山田

4月泊日雪~曇室堂→雷鳥沢

室堂を出ると雪がちらつき、ホワイトアウトになって

いる。偶然出会った岡田OBにスキーの教授を願う。

4月30日快晴 CS→真砂沢BC

舷しい日射しの下をスキーで剣御前へ登る。ここで雄

山東尾根パーティーに出会う。剣沢の滑降は快適なもの

だが、初心者の平井と山田には30kgを背負つてのスキー

は難しいらしく、結局スキーを引きずって降りて来た。

5月 18 雪 BCコ源治郎尾根登著書

朝から雪が舞っているが、あの東尾根パーティーと頂

上で待ち合わせていたので気合を入れて行く。登りは楽

に行けたのだが、頂上から長次郎のコルへの下降にてこ

ずった。結局野本達は来なかった。

5月2臼雪停滞

思いっきり雪が降る。日中何回か除雪に出る。春山合

宿でも除雪することは無かったのに。

5月3日雪 停滞

昨晩、近くで雪崩があり、その爆風だけでポールが折

れてしまった。皆生きた心地のしない一夜を明かした。

5月4日 快晴 BC→黒凶ダム下山

2日間の雪が嘘のように晴れ渡る。スキーを担いでハ

シゴ谷乗越へ登り、内蔵助平へ滑降する。とても気分が

良い。
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3.南ア.聖岳西面登拳

期日 4月29日"""'5月6日

メンパー L田端、大越

4月四日 雨~晴畑薙第 lダム→中の宿沢吊橋手前

ダムと二軒小屋の聞を中部電力の車などが往来してい

るが、登山者は乗車させないという規則のために一切見

向きもされなかった。結局、梅島までの3時間の行程を

残した。

4月30日 晴 CS→樋島→赤石小屋

東尾恨の登りは、田端の風邪のためにペースが落ちた。

5月 1日曇停滞

田端の風邪を治そうと休養停滞とする。

5月2日 晴~雪 CS→赤石岳避難小屋

赤石岳のピーク付近で、天候が悪化したために行動を

打ち切る。

5月3日雪~晴停滞

ホワイトアウト、強風のために停滞とする。

5月4臼 晴~雪 CS→兎岳避難小屋

午後は聖岳西面の偵察を行うつもりであったが、ガス

ってきたために中止とした。

5月5日 晴~曇 CS→聖岳西面登掌→霊平小屋

E沢を下降してみたが、登挙対象のE稜は崩墳が激し

い。仕方無<E稜右カンテに取りつくが、ノーザイルで

あっけなく終わる。

5月6日 晴 CS→聖岳登山口→井}I1駅下山

幸運にも林道に一般車縞が通り、井川駅まで送ってい

ただく。 2日の行程を一気に下山できた。

4.尾瀬スキー縦走

期日 5月3日......，5月6日

メンバー L家口、下村、伊藤、日本、岩下

5月3日風雪津奈木沢橋→山ノ鼠小屋

戸倉から鳩待峠へのパスが吹雪のため出発しない。 40

分ぐらい待たされたあげく、津奈木沢橋までしか行かな

いと言われ、 2ピッチ鴻待峠まで歩く。

5月4日 晴 CS→与作岳ピーク先

尾瀬ケ原はただ広〈、行けども行けども先に進んだ気

がしなL、。ヨッピ橋では橋板がなく、恐い恩いをしなが

ら渡る。ここから与作岳へと突き上げる尾根に取りつく。

スキーを履いても、新雪のラッセルとなり先へなかなか

進まない。

5月5日 晴 CS→大白沢w--日崎山

景鶴山はスキーを外して右を巻く。平ケ岳まで行く計



画であったが、回数が無く止める。

5月6日 清 CS→至仏山→戸倉下山

今日は至仏山に登りムジナ沢を滑るという、今山行の

クライマックスである。至仏山への登りは薮で歩き辛い。

ムジナ沢を滑るがザックが重〈、うまく滑れなし、。鳩待

峠からのパスがなく戸倉まで歩〈。

園初夏合宿

一一穂高岳酒沢定着一一

期日 6月13日"-19日

メンバー L山本(茂)、渡辺、家口、下村、田端、

野本、伊藤、平井、岩下、大越、大野、谷、

日本、山田、井上、大塚、斎藤、中村、

山本(泉)、鷲塚、

OB岡田、松野、古野、石川、原因、菊谷

6月13日雨上高地→横尾

豪雨にもめげず、どうにか横尾に着〈。本谷橋へ偵察

を出す頃より雷が鳴り出す。

6月14日晴 CS→潤沢

全員重荷だが皆気合いを入れて歩く。 l年生は辛そう

だが頑張ってくれる。本谷橋で隊を 2つに分ける。家口、

岩下、大塚入山。 OB岡田、松野、石川入山。

6月15日快晴雪渓訓練

雪の状態はあまりよくなかったが、 l年生に雪上技術

をしっかりと指導でき、十分な雪渓訓練ができた。

山本(茂)入山。 OG原因、武藤入山。

6月16日晴~曇分散登零

①奥穂アタック L岩下、谷、 OB石JII

②北穂東稜 L家口、田端、山田、大野、

OB古野、菊谷

今朝の天候は曇り。雨になると判断し、上級生とOB

のみの分散登著書とする。北穂隊が帰幕する頃には晴れ間

が見えてきた。 OB岡田、松野、石川、原田、武藤下山。

6月17日畳分散登掌

①北穂東稜 L野本、大越、山本(泉)、斎藤

②奥穂アタック L山本(茂)、平井、大野、井上、

鷲塚、 OB古野

③前穂北尾根正面壁松高ルート L菊谷、田端、岩下

④前穂北尾根 L家口、下村、伊藤、日本、山田

⑤北穂沢→北穂→奥穂 L渡辺、谷、中村

今年は雪も少なく楽に登れるが、北穂沢は上部が竪く

苦労する。奥穂隊、北穂沢隊、前穂北尾根隊は合流し、
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途中ザイテン末端のプレートで黙祷を嫁げる。松高ルー

ト隊は正面壁取り付きを捜すのに時間がかかり撤退する。

大野、 OB古野、菊谷は下山。

6月18日晴分散登挙

①北穂東稜 L山本(茂)、伊藤、鷲塚

②前穂北尾根 L田端、大館

③前穂北壁Aフェース L渡辺、野本、谷、日本

④奥穂アタック L下村、岩下、山田、斎藤、中村、

山本(泉)

⑤北穂沢→北穂→奥穂 L家口、平井、大塚

前穂北壁隊は最終帰幕時間ぎりぎりで‘帰って来る。

6月19日晴~昼下山

①BC→奥穂→岳沢 L伊藤、平井、谷

ジャンダルムを直登した時点で予定より時間がかかっ

てしまい岳沢ヒュッテに下ることにする。天狗ノコルの

下りはクライムダウンの連続で緊張する。

②BC→鎖ケ岳→常念小屋 L岩下、日本、斎藤

合宿の疲れもあり、常念岳の登りはかなりきっかった

が順調に行〈。

③BC→奥文白→上高地 L渡辺、大越、山田

大越が奥文自で滑落したため前穂東壁の登撃計画を中

止して下山する。

④BC→上高地 L山本(茂)、家口、田端、下村、

野本、井上、大塚、中村、山本(泉)

鷲塚

6月20日雨下山

①CS→上高地下山

②CS→須砂渡下山

燕岳に行〈予定だったが、雨のため下山する。

.夏山合宿

一一立山東面内蔵ノ助谷左俣定着ーー

期日 7月25日"-8月6日

メンパー L山本(茂)、渡辺、家口、下村、田端、

野本、伊藤、平井、岩下、大越、大野、

谷、日本、山田、大塚、斉藤、中村、

<入山>

1.薬師隊

山本(泉)、 OB高緑、石川

期日 7月25日"-28日

メンパー L山本(茂)、大野、谷、日本、中村

7月25日曇~晴折立→薬師峠



7月26日昼 CS→スゴ乗越

7月z7日昼~雨 CS→五色ケ原

越中沢岳の頂上でガスに包まれ、下っている最中に大

粒の雨が降って来る。気分が良くない。頑張ってやって

来た針ノ木隊を迎える。

7月28日曇~雨 CS→内蔵助BC

全身びしょ濡れになりながら黙々と歩〈。ーノ越に着

くと、風が一段と強くなり、雷の危険も出てきたのでボ

ッカ道を行く。ゴルジュはガスって視界が悪〈、また落

石が散乱していて時間がかかる。結局全員がBCに着い

たのは20時40分であった。

2.針ノ木隊

期日 7月26日"-'28日

メンバー L伊藤、梅田、山田、斉藤

7月26日 晴~雨扇沢→針ノ木峠→針ノ木沢出合

針ノ木雪渓は去年にもまして雪が少なかった。

7月幻日 昼~雨 CS→平ノ渡→五色ケ原

針ノ木沢は水量が多く、 2"-'3回膝ぐらいの渡渉をす

る。長い登りを繰り返し、日も暮れかかった頃、薬師隊

の待つ五色ケ原に着〈。

7月28日曇~雨 CS→内蔵助BC

3.早月隊

期 日 7月26日"-'28日

メンパー L田端、下村、平井、大館、大塚、 08高縁

7月26日曇~雨馬場島→早月小屋

早月小屋の水が使えなし、かもしれないとの情報を得、

急溢一人5iずつの水を荷上げする。

7月幻自雨 CS→剣沢

今日はうって変わって快調なペースで進み、 9時前に

は剣岳の頂上に到着した。人が多く、カニの横ばいでは

風も強くなってきて寒い思いをした。急な下りの連続で

平井の足首か痛みはじめペースがおちる。

7月28日雨 CS→内蔵劫BC

4.ボッカ隊

期 日 7月幻日"-'28日

メンパー L野本、岩下、山本(泉)

7月幻日昼~雨室堂→内蔵助山荘

ーノ越に向かう道はものすごい人で渋滞している。ボ

ッカ道を歩き内蔵助山荘へ向かう。

7月28日雨内蔵助山荘→室堂→内蔵助BC

学生活動報告 (平成 3年度)

朝から強風をともなう雨である。山荘でも登山客は足

止め状態。しかし、僕らはいくのだ。室堂ターミナルで

山本(泉)と合流する。

<定着>

7月29日晴天幕整理

野本、日本は三本歯のコルのルート整備、谷、岩下は

デポの回収に行く。渡辺入山。

7月30日晴~雨雪渓訓練

ゴルジュを抜けた頃から雨足が強くなったためBCに

戻る。ゴルジュ下降は傾斜が緩くていつもより時聞がか

からなかった。

7月31日曇雪渓訓練

内蔵助カールはホワイトアウト。 1年の歩行訓練と 2

年のザイルワークを行う。カールの傾斜は緩いものの所

々堅くなかなか辛い。 OB石川入山。

8月1日曇~雨停滞

朝からかなり強いにわか雨が続<0 7時30分に停滞を

決める。しかし、本当に夏なのか寒くてたまらない。

8月2日努雨雪渓訓練

二股から 2年生特訓としてゴルヅュダッシュをし、ザ

イルワークを行う。

8月3日雨停滞

下界は夏なのにここは一向に夏らしくない。太陽はど

こに行ってしまったのだろう。1lB寺にゴルジュにフィッ

クスの回収のため、伊藤、谷、山図が行く。

8月4日雨停滞

BCに着いてから毎日雨ばかりで皆行動したくてウズ

ウズしている。去年の天気がうそのようだ。明日こそ滑

れてほしいものだ。

.立山東面ベースキャンプにて
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8月5日晴~雨分散登挙

①中央山稜主稜 L山本(茂)、平井、大野、大塚

②中央山稜支稜右 L渡辺、伊藤、山田、山本(泉)

③中央山稜支稜左 L野本、岩下、日本、斉藤

④ニードル稜 L田端、梅田、中村、 OB石111

⑤二尾根 L家口、大越、谷

待ちに待った晴天にみんな張り切る。今合宿最初で最

後の分散登撃だったが、各パーティーとも停滞ボケを克

服し、中身の濃い登撃ができた。

8月6日雨下山 ，

雨にたたられてばかりいた合宿も無事終了し、後半分

散合宿にむけて、それぞれの目的地に向かつて行った。

<後半分散合宿>

1.真砂沢定着登挙

期 日 8月6臼"-'10日

メンバー L山本(茂)、平井、大野、谷、山田

8月6日餐~雨内蔵助BC→真砂沢BC

内蔵助平で皆と別れ、どしゃ降りの中をノ、シゴ谷乗越

へ登る。パンツまでびっしょりだ。

8月7日雨停滞

朝から雨。時々晴れ間も見えるが岩の状態が悪そうな

ので停滞にする。

8月8日 曇~晴八ツ峰VI峰フェース登著書

今朝もぐ‘ずついた天気だったが、 8時頃いきなり晴れ

たので急いで出発。長次郎谷は昨年同様、途中で切れて

いる。山本、平井はDフェース久留米大ルートへ。大野、

谷、山田はCフェースRCCルートを登る。いくらか濡

れているが楽しく登れた。

8月9日晴チンネ左稜線登掌

明日は天気が崩れそうなので今日一日でチンネへ行く

ことにする。平井は昨日の行動で足の調子が悪くなった

のでBCに残る。 4人で長次郎谷を駆け上がる。チンネ

左稜線は快適に登れたが先行ノtーティーが遅くて困った。

8月10日雨~晴黒四ダム下山

朝から雨なのでいさぎよく下山を決める。またもや雨

の中をハシゴ谷乗越へ登る。もううんざり。ダムに着い

たら上ノ廊下隊に出会う。びっくりした。

2.黒部川上ノ廊下

期日 8月6日"-'10日

メンパー L家口、田端、日本、大越、斉藤

8月6日曇~雨内蔵助BC→黒四ダム

8月7日 晴 CS→奥黒部ヒュッテ

8月8日 晴 CS→下ノ黒ピンガ

上ノ廊下は2週間降った雨のために増水している。普

段なら通過できる場所がザイルを出して泳がないと通れ

ない。早大ACは撤退を決め帰っていく。我々は先に進

むが今日の予定の天場には着けず、下ノ黒ビンガ内台地

でテントを張る。今日はよく泳いだ日である。

8月9日 晴 CS→奥黒部ヒュッテ

昨日の泡がたって渡れなかった場所へ行ってみるが、

相変わらず水量は多く撤退を決める。帰りも厳しくザイ

ルを 1本残置してしまう。

8月10日 晴 CS→黒四ダム下山

ザックは重〈足どりも重い。来年必ず行こうと心に決

めダムへ向かう。

3.東沢遡行~槍ヶ岳縦走

期日 8月6日"-'12日

メンバー L伊藤、梅田、大塚

8月6日曇~雨内蔵助BC→黒四ダム

8月7日晴 CS→東沢出合

上ノ廊下隊と行動をともにする。

8月8日 晴~曇 CS→三ノ沢付近

上ノ廊下隊を見送り東沢に入谷する。最初に腰までの

渡渉が2"-'3回あり一ノ沢に至る。ここからは河原歩き

と簡単な渡渉で三ノ沢まで行き、時間は少し早いが良い

天場があったため天幕を設営する。

8月9日晴 CS→雲ノ平

腰下程度の渡渉を数回くりかえし、ほとんど河原歩き

で源頭に着いた。心配されたスノーブリッジは無く、容

易に水品岳と真砂岳のコルに突き上げることができた。

8月10日霧~雨 CS→双六小屋

天気は崩れそうだが双六小屋まで行く。

8月11日霧~雨 CS→槍ヶ岳→横尾

槍岳山荘まではコースタイムの半分という快調なペー

スでとばす。槍ヶ岳を往復し、横尾までただひたすら下

る。思ったより時間がかかった。

8月12日 晴 CS→上高地下山

夕方から降っていた雨は夜半には止み、今日は良い天

気だ。全員足どりも軽〈、上高地に下山。

4. li盤又谷遡行

期日 8月6日"-'12日

メンバー L野本、岩下、中村
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8月6日曇~雨内蔵助BC→内蔵助谷出合

BCからダムに下山後、デポを回収して内蔵助谷出合

にもどる。

8月7日雨~晴 CS→信濃大町

下ノ廊下の状態は最悪であり、何度か雪渓が出てくる。

別山谷手前で大雪渓が出現。先に進めなくなり、ダムへ

と戻り、大町へ向かう。

8月8日雨~餐信濃大町→猫又谷出合

電車を乗り継ぎ、猫文谷出合に着く 。

8月9日昼~晴 CS→二股

下部ゴルジュ帯は一直線に伸びる見事な廊下である。

2つ自の4mi竜とその先の 4mチョックストン滝に手こ

ずる。水量は多いが胸までの深さしかない。ゴルヅュの

先は巨岩帯になり、大きな支流が入る所をCSとする。

8月10日 晴~雨 CS→上部ゴルジュ内

CSから上も巨岩帯が続く。 20mトイ状滝を高巻くが

大高巻きとなり、 6時間のヤプコギの末、ゴルジュの中

に降り立つ。途中、大雨となり、増水のために草付上で

ビパークする。

8月11日昼~雨 CS→猶文山先

ゴルヅュを抜けると谷は明るくなり、急登のヤプコギ

で稜線に出る。

8月12日曇~雨 CS→猿倉下山

CSからヤプコギで清水岳。白馬岳まで縦走し、大雪

渓を下る。

-秋山・越後偵察山行

1.平ガ岳~中ノ岳

期日 9月30日"'-'10月4日

メンパー L伊藤、田山

9月30日 曇平ガ岳登山口→平ガ岳手前

10月1日 雨 CS→剣ガ倉山先コル

平ガ岳には木道をたどり難なく着く。そこからは踏み

跡程度の蔽山をひたすら進む。蔽と雨とで視界がほとん

どなく、ルートファインディングに苦労する。

10月2日 雨 CS→藤原山手前のコル

今日もまた雨。全身ずぶ濡れで身の丈以上の薮をこぐ。

下藤原山の下降ではルートを見失い少し戸惑う。

10月3日 晴~霧 CS→中ノ岳避難小屋

うって変わっての晴天にやる気を出して出発したもの

の薮の深さは変わりなく相変わらず苦労する。大水上山

からは霧のため視界が悪くなったが、一般縦走路なので

学生活動報告(平成 3年度)

歩きやすくなる。日がとっぷり暮れた頃、ようやく中ノ

岳の避難小屋に着いた。

10月4日 晴 CS→十字峡下山

2.歪仏山

期日 10月2日"'-'5日

メンバー L野本、梅田、大塚

10月2日雨鳩待峠

鳩待峠から少し上がった所で天幕を張る。

10月3日雨 CS→至仏UJ[直下

風雨の中、至仏山まで登るが、視界がなく雨も強くな

ったため頂上直下で天幕を張る。

10月4日 雨~晴 CSコ平ガ岳・至仏山コル

ガスが濃く一時待機する。急に太陽がのぞいたが、時

すでに遅〈、上級生2人で行ける所まで、赤布をつけて

CSにもどる。

10月5日晴 CS→鳩待峠下LlJ

平ガ岳まで、の予定だったがヤプがあまりにひどく、計

画の甘さを思い知らされ撤退する。

3.荒沢長~中ノ岳~駒ガ岳

期日 10月3日"'-'5日

メンバー L家口、田端

10月3日 銀山平→荒沢岳先

荒沢岳までの前宮尾根は登著書的要素の強い尾根であり、

最大のポイントは前富という岩蜂である。岩峰は全部で

5つあり名前を第 1、2、3、4、前官とつけた。第 l

岩峰、第2岩峰にそれぞれ若干の工作を残す。荒沢岳の

主稜線にでるとヤプが濃く、前進に苦労する。

10月4日 CS→中ノ岳避難小屋

ヤブをこいでこいで‘やっと兎岳に着〈。ここからは道

があるので休みながら中ノ岳へ行く。

10月5日雨 CS→銀山平下山

朝から雨で気分が乗らない。中ノ岳から下りはヤプが

濃いので道を見失いそうになる。駒の小屋で銀山平への

下りの道を聞く。道は雨のため沢になっていて濡れなが

ら下り銀山平に着〈。

4.巻機山~丹後山~十字峡

期日 10月3日"'-'6日

メンパー L渡辺、大野

10月3日 快晴清水→巻機山避難小屋

登山口の楼坂から登り始める。取り付きは比較的判り
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やすい。米子沢よりにルートを採ったほうが積雪期に

はよさそうだ。広い尾根なので簡単に登ることができ

る。

10月4日 晴~曇 cs→小沢岳手前コル

4時起床、巻機山頂上まで木道が続く。牛ケ岳方面に

稜線上を進む。視界がほとんど無〈永松山への下降がよ

くわからなかった。下降後は薮こぎに終始する。

10月5日 雨 cs→丹後山避難小屋

昨夜、豪雨のビ、パークであまり気分が乗らなかったが、

今日も 5級の薮こぎに苦しむ。背丈より高い蔽は我々を

大いに苦しめた。二人とも疲労の色が濃い。暗くなる前

に何とか丹後山の避難小屋に着くことができた。

10月6日 曇 cs→十字峡→野中下u1

2日程前に山本達が付けたと恩われる偵察周赤布に導

かれながら、早いうちに十字峡に着いた。そこから新し

くできたダムまでひたすら歩いた。町に出る手前で偶然

にも根津OBの弟さんにお会いし、車で六日町の釈まで

送っていただいた。

5.十字峡~丹後山~駒ガ岳

期日 10月4日""'6日

メンバー L山本(茂)、日本、山本(泉)

10月4日 晴十字峡一歩丹後山避難小屋

秋晴れの下を歩き始める。丹後尾根は急な部分の多い

広い尾根だ。山本泉はトレーニングのための30kgの荷物

を背負ったのだがよく頑張って歩いた。

10月5日 昼 cs→中ノ岳避難小屋

快適な避難小屋を後にする。大水上山の辺りでガスっ

てきた。後はただ歩くのみ。中ノ岳避難小屋で特大ホッ

トケーキを作った。

10月6日晴~雨 cs→駒の湯

紅葉の美しい山肌を駒ガ岳目指して歩く。駒の小屋辺

りからにわか雨が降ってくるが、気合を入れて下る。

6.十字峡~中ノ岳デポ荷上げ

期 日 10月幻自""'28日

メンバー L山本(茂)、家口、野本、田山、大越、

日本、斉藤

10月幻日 雨十字峡→中ノ岳避難小屋

小雨の降りしきる中、 12""'15kg位の8つのデポ缶を荷

上げした。小屋で去年のデポを整理する。夕食は豪勢に

鍋をつつつく。

10月28日 晴 cs→十字峡下山

圃秋山山行

1.南ア、甲斐駒ヶ岳~鳳凪三山縦走

期日 11月1日""'4日

メンパー L田山、大越、 L山本(泉)

11月1日 雨~雪竹字駒ヶ岳神社一七丈小屋

小雨の竹字駒ヶ岳神社を出発する。黒戸尾根はとにか

く登るだけでつらい。刃渡りから鎖、ハシゴ場か所々で

てくる。

11月2日 晴 cs→甲斐駒ヶ岳→{UJ7!<1峠

昨日の残雪を踏み締めて歩く。八合目からアイゼンを

着けるが、ダンゴがひどく外す。仙水峠まで‘思ったより

時間がかかった。

11月3日 晴 cs→早JI!尾根→鳳嵐小屋

今日の行程は樹林帯から岩稜帯へとアップダウンが激

しい。鳳嵐小屋に着く頃には夕暮となってしまった。

11月4日 晴 cs→夜文神d時下山

薬師岳まで登れば後はひたすら下るだけ。夜文神峠は

ハイカーがたくさんいて別世界のようだ。

2.北ア、槍ヶ岳~穂高速峰縦走

期 日 11月2日""'4日

メンバー L山田、大野、中村

U月2日晴上高地→殺生ヒュッテ

上高地はシーズン最後とあって人でごったがえしてい

る。そんな中、重装備の我らは駆け抜けるように一路槍

へと向かう。

11月3日 晴~雪 cs→槍ヶ岳→北穂高岳

肩の小屋から槍ヶ岳をピストンし、北穂目指して南下

する。槍ヶ岳周辺には雪があったが、大喰岳からキレッ

トには全〈雪が無い。最後の北穂の登りから雪が現れ、

雲行きも怪しくなった。 csに着いた頃より雪が激しく

降ってきた。

11月4日 雪 cs→潤沢→上高地下山

朝から完全なホワイトアウト。山田が初日に体調を崩

してしまったため、予定を切り上げて南稜を下降する。

雪の付き方が非常に不安定で、アイゼンを着けるが歩き

にく L、。溜沢に下りた後は歩きなれた道をひたすら歩い

た。

3.谷川岳、ーの倉沢登挙

期日 11月2日""'4日

メンバー L山本(茂)、渡辺、家口、谷、斉藤
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11月2日 晴~曇南稜、ダイレクトカンテ登著書

底冷えのする沢をたどって中央稜取付まで・5人で行〈。

ここで家口、渡辺はダイレクトカンテに取りつくが2ピ

ッチ目の途中でハーケンが抜けてしまい、打ち直すにも

時聞が無いので、結局敗退になった。山本、谷、斉藤は

南稜へ。楽しい登馨になった。

11月3日 曇中央稜、ダイレクトカンテ登零

今朝も非常に寒い。こんな状態では楽しいフリークラ

イミングなど望むべくもない。雪辱に燃える家口、渡辺

はダイレクトカンテへ。山本らは中央稜へ向かう。ダイ

レクトカンテは2ピッチ目で、シュリンゲが切れて家口が

墜落し、足を痛めたためにまたも敗退となってしまった。

中央稜はかじかむ手でのつらい登撃になった。

11月4日 雨下 山

朝からバラバラ雨が降っているので、下山を決める。

-富士山合宿

一富士山吉田口五合固定着一

期日 11月22日"-'26日

メンバー L山本(茂)、渡辺、家口、田端、野本、

伊藤、田山、平井、岩下、梅田、大館、

大野、谷、臼本、山田、大塚、斉藤、

山本(泉)、 OB中村(進)

11月22日晴中の茶屋→佐藤小屋BC

昨日の内に中ノ茶屋に入って幕営した。良い天気の下

を歩き出す。大石茶屋で・パーティーを分け、先発は銭

って登りかなり早〈着いた。後発の一年は、男子45kg、

山本泉も35kgの重荷にもめげずに良いペースでBCに

着く。

11月23日晴雪上訓練

今年の富士山も非常に雪が少ない。燕沢には雪が無い

ので、大沢の七合五尺ぐらいの雪溜まりで歩行訓練を行

う。ポカポカ陽気で富士山に来た感じがしない。

11月24日晴頂上アタック

余りに雪が無く、雪訓場所の見当がつかないので、天気

の良いうちに登頂してしまうことにする。九合目で、やっ

とまともな雪が出てくる。簡単に頂上に着いた。

11月25日昼雪上訓練

昨夜はとても風が強く、少し雪が降った。若干風が

強いが気合を入れて行く。雪訓場所は一昨日のやや

上で行なった。 l年、 2年とも満足いく結果を得られ

h 
I、，。
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学生活動報告(平成 3年度)

11月26日 晴 BC→富士吉田下山

昨日いらした中村(進)OBと共に下山を開始する。

かなり探した結果やっとケルンを見つけ、無事参拝を果

たす。

.冬山合宿

ー一越後・中ノ岳集中一一

1.平ケ岳~駒ガ岳縦走

期日 12月17日"-'1月2日

メンバー L野本、田山、岩下、谷、大越、中村

2.巻機山~駒ガ岳縦走

期日 12月19日"-'1月2日

メンパー L渡辺、伊藤、平井、山田、大塚

3.荒沢岳~駒ガ岳縦走

期日 12月22日"-'1月2日

メンバー L家口、田端、大野、斉藤

4. 日向山~駒ガ岳縦走

期日 12月22日"-'1月2日

メンバー L山本(茂)、梅田、日本、山本(泉)

<計画にあたって>

“冬の越後"この言葉の響きは、この山域を知る者に

とって何か恐ろしいものを感じさせる。僕らは昨年冬、

越後で3隊による集中合宿を行った。結局 l隊が敗退し、

合宿は不成功に終わった。原因は“冬の越後"に対する

認識の甘さであった。しかし、その分参加したメンバー

はこの山の厳しさを肌で感じとったのである。

それから l年、リーダー障の「再び越後に挑み、今度

こそ完成させたLリという強い思いが昨年を上回る規模

の計画を作った。

昨年の雪辱を果たそうとする荒沢岳隊、長大かっ広大

な尾根をたどる巻機山隊、冬期の記録をほとんど見ない

ルートを行〈平ガ岳隊、安全面で3隊のキーステーショ

ンとなる日向山隊。どこも長〈、困難な縦走であり、一

晩に 1mは降ろうかという雪と終夜戦い、首までもぐる

ラッセルにあえぐことになる。しかし、そのような中で

も成功に結びつけられる計画を立てたつもりである。

饗は投げられた。あとはラッセルするのみである。成

功のカギはメンバ一一人一人の強い精神力、体力、安全

への注意を怠らない気持ちである。なんとか中ノ岳にみ

んなで合流し感動を分かち合いたい。

(山本茂久・記)



1.平ケ岳隊行動

12月17日晴尾瀬御池→1.349m 

当初の予想とは異なり、タクシーは御池まで入れる。

荷物の半分以上をソリに乗せ、スキーを履き引っ張る。

12月18日 雨 CS→小沢平→平ケ岳登山口

雨で雪もどんどん溶け始める。小沢平を過ぎると雪も

無くなり、スキーをザックにつけて歩く。

12月19日雪 CS→下台倉山

積雪が少ないため、スキーをザックにつけて出発。

1. 406mを過ぎる頃からラッセルが始まる。この尾穏は

薮のひどいヤセ尾根の急登なので非常に苦労する。

12月20日雪時々晴 CS→台倉山→1.751m先

ワカンをつけ、ソリに荷物を軽〈乗せて出発。台倉山

からスキーに変える。不慣れな者もいて悪戦苦闘してい

るが、ワカンによるラッセルよりはましである。

12月21日 晴 CS→平ケ岳・池ノ岳コル

天気がいいのは気持ちいいが、越後では不気味だ。ス

キーをはずすと腰まで潜るため下手な奴にとっては最悪

である。池ノ岳の登りは急なためワカンに変える。
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12月22日 晴 CS→平ケ岳→滝ガ倉山手前

スキーをつけ樹林帯の中をトラパースぎみに登るとそ

こは平ケ岳。野球場のようなだだっぴろいピークだ。

2.072mからは薮のヤセ尾根でつぼ足に変える。

12月23日 昼時々晴 CS→藤原山手前ピーク

この稜線は雪の付き方がいやらしく歩きにくい。 CS

先の岩蜂を lピッチフィックスし、初めてアイゼンを着

ける。

12月24日雨停滞

予想通り天気は崩れ停滞。日向山、巻機山両隊は小屋

で快適に過ごしているだろう。こちらは体も心もグッチ

ョリの 1日となってしまった。

12月25日 曇~雪 CS→大水上山→小兎岳直下

我らの悪戦苦闘は続く。藤原山を越え1.610mピーク

まで来ると雪庇も張出し白い美しい尾根となる。大水上

山を巻機山隊が登っているのが見える。大水上山からは

風も強くなりホワイトアウトとなる。

12月26日 雪~曇 CS→中ノ岳避難小屋BC

大変寒く、ガスっているが前進あるのみ。冬天はパリ



パリに凍り、キスリングの半分しか入らない。前日の巻

機山隊にトレースと赤旗を頼りに進む。中ノ岳手前で日

向山、巻機山隊の出迎えに全員感動する。

12月幻日以降は日向山パーティーと同一行動。

2.巻機山隊行動

12月19日昼~雪清水→ニセ巻機山

登山道はさほど雪が積もっておらず、かなりのスピー

ドで進むが、 5合目付近より雪が増えたため交替でラッ

セルをする。

12月20日 曇~晴 CS 一句*松山手前1.8倒m

昨夜の湿雪のために全員ビッショリ。不快な夜を過ご

した。 9時頃から太陽も出てきたが、巻機山の頂上はガ

スの中、ルートファインディングに苦労する。

12月21日 晴 CS→三番手山・四番手山コル

雲ひとつ無い快晴の中CSを出発する。永松山の下り

がナイフリッジとなっており90mのフィックスを張る。

この目、かすかだが平ガ岳隊と交信ができた。

12月22日 晴 CS→小沢岳→本谷山手前

下津川山の登りではフィックスするが、アイゼンに薮

がからみつくのには参った。頂上からは小さく張りつい

た雪庇に注意しながら下降する。

12月23日 晴~曇 CS→越後沢山→丹後山避難小屋

巻機山隊の快進撃は続く。村口OBのおっしゃられた

通りに、とにかく雪が降る前に進めるだけ進めとペース

アップする。しかし、 l日かかるはずの行程が1時間で

終わってしまった。

12月24日雨~雪停滞

きっと君は来ない l人だけのクリスマスイブJ、のは

ずが男5人で本日停滞。

12月25日 昼 CS→大水上LlJ-歩中ノ岳避難小屋BC

8時30分の交信後、行動を開始する。平ガ岳隊も下の

稜線をラッセルしてくる。兎岳の下りは右側、荒沢側の

視界が無〈コンパスを片手に下降する。兎岳と中ノ岳の

コルで山本(茂)、梅田に出会う。感謝、感謝。

12月26日以降は日向山パーティーと同一行動。

3.荒沢岳隊行動

12月22日 晴銀山平→荒沢岳前宮尾根1.262m手前

昨夜ワゴンタクシーで銀山平まで入りトンネル出口で

テントを張る。今日は日本晴れで気温も高い。雪の量は

昨年よりも少ないが lピッチ目からワカンを着けラッセ

ルする。昼前には予定のCSに到着する。

学生活動報告(平成 3年度)

12月幻日 晴 CS→前富第2岩峰手前コル

鎖場まで lピッチで行く。 3ピッチで鎖場を通過し、

ルンゼ内のトラパースにフィックスを張り稜線に出る。

前富第 l岩峰は7mぐらいであるが逆層のハング帯であ

り、アプミを使い人工登撃で越す。ザックを荷上げする

がハンク'にぶつかり時聞がかかった。

12月24日雨停滞

今日は楽しい停滞日だった。雨のためにテントの中で

シャワーを浴びた。

12月25日 雪~曇前富フィックス工作・荷上げ

今日は靭から雪がちらついているが、フィックス工作

と印kg弱の荷上げを行う。工作パーティーは田端、大野。

荷上げパーティーは家口、斉藤。第2岩峰はザイルをト

ップロープにし、第3、第4岩蜂はフィックスを張る。

第4岩峰からの岩稜は 71111ロープ2本80mを張り前窃に

着く。

12月26日晴 CS→前富

いよいよ荒沢ノfーティー核心の第2岩峰を越え、前官

までの岩峰、ナイフエッヅの通過である。フィックスは

家口、大野で回収しながら、 10時には前富に着く。この

先天場が無いので、早いがテントを張る。

12月幻日 昼~雪 CS→灰ノ又山

荒沢岳を越えて行ける所まで行こうと出発する。 3ピ

ッチで急登を終え荒沢岳に着く。この頃より雪が降り出

す。しかし思っていたラッセルもなく、雪面がクラスト

しているのでピッチがかせげる。

12月28日 雪時々曇 CS→中ノ岳避難小屋BC

二ツ玉低気圧のため、昨夜から風雪もひどかったが、朝

には風が止み、雪も小降りなので行動する。源蔵山ぐら

いから風雪が再び厳しくなり、コンパスを頼りに歩く。

中ノ岳と小兎岳のコルでサポートノfーティーと合流し小

屋へ行〈。

12月29日以降は日向山パーティーと同一行動。

4. 日向山隊行動

12月22日快晴十字峡→日向山→1.548m 

昨日タクシーであっさり十字峡まで‘入ってしまった。

登山口にはほとんど雪が無く、秋のようだ。汗だくにな

りながら高度をかせぐ。トレースもあり楽に進めた。

12月23日 晴 CS→中ノ岳避難小屋BCコ槍廊下

今日も良い天気。急笠が始まる所でアイゼンを履く。

途中、用心のためにザイルを3ピッチ出す。小屋に入っ

て、風邪の山本泉を休ませてから槍廊下手前までの赤布
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設置に行〈。

12月24日雪停滞

今日はクリスマスイプ、そして毎年恒例の吹雪。風邪

の山本泉はまる 1日寝っぱなし。二十歳の乙女のクリス

マスイプにしては冴えない 1目だった。

12月25日 昼 BCコ中ノ岳・兎岳コル

今日はテントで、寝るつもりはない、という巻機山隊の

サポートに向かう。

12月26日 曇 BCコ中ノ岳先

平ガ岳隊は気合いが入っているのでサポートの必要は

ないそうだが、とりあえず皆で行ってみると、中ノ岳の

すぐ先で出会えた。小屋がかなり賑やかになった。

12月幻自雪停滞

荒沢岳隊と初めて交信できた。灰ノ又山まで来ている

とのこと。明日はここまで来れそうな勢いだが、悪天の

兆し。

12月28日 曇~雪 BCコ小兎岳手前

二ツ玉低気圧が昨晩通過し、除々に冬型が決まりそう

なのだが、朝はガスっているのみ。荒沢岳隊が小屋に到

着できそうなので、サポートに向かう。念願の中ノ岳会

隊集会ができた。

12月29日風雪停滞

二ツ玉低気圧が勢力を強めつつ東へ移動したために冬

型が強まり、新潟県全域に大雪雷強風警報が出された。

12月30日風雪停滞

外は相変わらずの吹雪だが、小屋の中は和気あいあい、

楽しい l日になった。

12月31日 雪~晴 BC→駒ガ岳→駒の小屋

風が強くガスっているものの天気は良くなるはずなの

で出発する。槍廊下に少々てこずったが、その後はコン

パス片手に歩くのみで駒ガ岳に着〈。

1月1日雪~曇 CS→小倉山→駒の湯

ホワイトアウトで雪の降る中を出発。トレースもあり

19人のパワーで・どんどん下ってしまう。大湯まで行くこ

とも考えたが、食いつぶしのためにここで泊まる。

1月2日晴 CS→大湯下山

汗だくになって頑張ったら、あっさり大湯に着いてし

まった。

<冬山合宿の反省と感想>

今回の合宿の成否のポイントは、 『クリスマスまでに

どれだけ進めるか』であった。クリスマスまでは越後と

いえども比較的天気が良いので、豪雪に見舞われてから

の行動距離をできるだけ短くする、ということに各リー

ダーは心血を注いだのだった……。が、今年はあまりに

も天気が良すぎた。その結果、みんな疲れ果てながらも

驚異的なスピードで、越後の山々を正に駆け抜けたので

あった。

今年は楽だった。という感想もあるが、これは僕ら

が、日大山岳部が、最悪の越後をごく普通に想定してい

たからだと思うのである。今回のルートはどれ lっとっ

ても、好天の中をただ歩くだけでも大変なものだった

し、後半は少しだか安気の悪い日もあった。それでも精

神的に非常に余裕が持てたのはとても慎重な考えで踏

んだからだと思う。そして、そういう余裕がなによりも

安全な行動へと導くものである、ということを今回深〈

感じた。

計画面、実行面に関しては、成功といっても良いだろ

う。様々なポイントでのタクティクスは全てうまくいっ

たし、大まかに見て、メンパーそれぞれも良〈頑張って

いた。ただ、 2年生の実力差が大きく出たようだった。

(山本茂久・記)

砂越後冬山合宿

円
6・EA



.2月山行

1，八ヶ岳・定着登挙

期日 2月14日""-'19日

メンバー L平井、大越、大野、斉藤、山本(泉)、

山本(茂)、家口、 OB山本(修)、石川、

村口(女子登挙ク)

①天狗尾根隊 L平井、大越、大野、斉藤、

2月14日昼~晴美しの森→天狗尾根 2.1∞m付近

赤岳沢に入り20分ほどの所のルンゼより天狗尾根に取

り付く。樹林帯の中のラッセルは、伺j木が多〈ペースが

上がらなL、。

2月15日晴 CS→赤岳

胸までのラッセル、薮漕ぎとなかなか前に進まない。

12時頃、カニノハサミでザイルを出していると、今朝美

しの森を出発した山本(修)、石111の両OBに追いつか

れる。凄〈ショック。日没間際にクタクタになって稜線

に出る。 BCに下降できず、頂上小屋の横をCSとする。

2月16日 雪~畳 CS→行者小屋→赤岳鉱泉BC

地蔵尾根の下降に問題はないが、風が強〈、気温も低

い。 BCに到着すると北八ツ隊が待っていてくれた。そ

の後、村口さんと山本(修)、石川の両OBが下山。替

わって4年の山本(茂)、家口さんが入山。

2月17日 晴 BCコ阿弥陀岳北稜から赤岳登頂

前日の農大ACのトレースもあり問題なく第 1岩稜に

取り付〈。第2岩稜では、ザイルを2ピッチ使用した。

赤岳頂上小屋で2つのパーティーに分け、大野と大越で

横岳~硫黄岳を周遊させ、平井、斉藤、山本(泉)は地

蔵尾根を下降した。

2月18日晴分散登著書

①横岳→硫黄岳周遊 L平井、山本(泉)

②石尊稜 L大越、大野、斉藤

石尊稜のナイフリッジもトレースか残っており、さし

たることもなカ、った。

2月19日 曇~晴 BCコジョウゴ沢、美濃戸口下山

山本(茂)、家口の両4年生とアイスクライミングを

する。雪洞も掘って楽しい行動になった。

②北八ツ隊 L村口(女子登掌ク)、山本(泉)

2月15日 晴渋の湯→天狗岳→赤岳鉱泉BC

天気は良かったが、天狗岳から先、特に硫黄岳の登り

は風が強かった。当初、 1日で渋の湯から赤岳鉱泉へ入

るのは無理だろうと心配する声もあったが、ラッセルが

少なかったせいもあり、余裕で赤岳鉱泉まで入山。

学生活動報告(平成 3年度)

2.吾妻連峰スキー縦走

期日 2月17日""-'20日

メンパー L伊藤、田山、大塚、中村

2月17日雪天元台→人形石

第3リフトの終点で入山届けを出して人形石に向け出

発。人形石まではトラパース気味に上ることにした。ス

キーを着けても膝上のラッセルで場所によっては腰まで、

になるという雪の深さだった。

2月18日 晴~雪 CS→ニセ鳥帽子先

人形石から東大崩までは雪もよくしまり快調に飛ばす

ことができたが、そこから先はまた樹林帯に入り、深雪

のラッセルとルートファインディングに悩まされる。

2月19日 風雪 CS→一切経山→酸が平避難小屋

家形山まで2時間でいけると見込んでいたが、樹林帯

の中のラッセルとルートファインディングにかなり戸惑

い倍の4時間かかってしまった。家形山からはアイゼン

とスキーの着脱に時聞をとられたものの、良いペースで

小屋に着〈。

2月20日 晴 CS→浄土平→野地温泉下山

今日は朝から晴れ。最初は避難小屋から見える木道沿

いに進み、適当な場所から滑降を開始し、 8時にはスカ

イウェイに出る。そこからは、だらだらとした道をひた

すら進む。伊藤の入山前からの風邪がひどくなり、野地

温泉で下山を決める。

.春山合宿

一一荷アルプス一一

1.全山縦走(甲斐駒ガ岳~光岳)

期日 3月12日""-'4月1日

メンバー L平井、伊藤、岩下、梅田、大野、谷、

日本、山田、大塚、斉藤、中村

2.北部アタック(甲斐駒ガ岳、仙丈岳〉

期日 3月12日""-'15日

メンバー L田山、大総、山本(泉)

<計画にあたって>

2年連続の館後での冬山合宿を終え、例年通り年明け

からリーダー交替が行われた。

南アルプスを目標のひとつとして、秋頃より春山合宿

について3年、 2年で話合ってきたが、当初はカのある

4年生が抜けた状態で、どのような登山が自分違で出来
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るだろうと、計画はどんどん小さくなっていくばかりで

あった。

しかし、南アルプス全山縦走は自分個人としても、 1

年生の夏の縦走以来、いつかは積雪期にこの山脈を踏破

してみたいと考えていたものである。 OBの方々や4年

生より多くのアドパイスを受け、全山縦走をやろうと冬

山合宿以降話は進められた。

実働16日といった未知なる日数を本当に私達は踏破出

来るのだろうか。新リーダー会は確実な指揮が行えるの

だろうか。偵察も何も行わずに本当に大丈夫か。リーダ

ー会では、考えれば考えるほど多くの問題が出てきた。

そのような問題をひとつひとつ消去し、私達は春山の

準備を進めていった。計画は全山縦走ノfーティー、北部

アタックパーティーの2隊とし、準備においては特に各

人のトレーニングを徹底した。

全員の力を結集し、確実に安全に計画を成功させ、新

年度のスタートとしたい。(平井・記)

&春山出発部室前にて

1.全山縦走パーティー

3月12日 曇時々雪竹字駒ガ岳神社→5合目小屋

前日のうちにタクシーで竹字まで入り、神社手前の駐

車場をcsとする。黒戸尾根の刃渡り、ハシゴなども問

題なく通過する。

3月13日 快晴 cs→甲斐駒ガ岳→仙;水小屋

甲斐駒の上りで4ピッチ、下りで3ピッチのフィック

スを張る。 12時間以上の行動となったが、使用できない

と恩っていた仙水小屋が開放されていて全員大喜び。

3月14日 快晴 cs→{UJ丈岳→fUJ丈岳l直下

森林限界以上の斜面では、気持ち良くクラストしてい

る。小仙丈岳を越え、仙丈岳手前のコルに下降する所が

いやらしくフィックスする。仙丈岳で今後の頑張りを約

束し、北部アタックパーティーと別れる。
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3月15日雨停滞

二ツ玉低気圧の通過で天気は最悪。ダンロップテント

Vは前夜からの風でポールが折れ、外張りまで破れる。

129寺、富士山八合自の古野OBと無線が通じる。岡田、

山本(修)、石JIIの各OBも一緒とのこと。

3月16日曇~雪 cs→大{UJ丈岳→野呂111乗越

大仙丈岳の登下降にフィックスを必要とする。樹林帯

の中は先行者のトレースがあり、横川岳直下で、少々迷っ

たことを除いては、問題なく野呂川乗越に着く。

3月17日雪 cs→ 2.488m先コル

昨晩からの雪は続いているが、少しでも前進しようと

出発する。天幕設営後、偵察に行くが視界は約 l∞m。

東京でも雪が降っているとのこと。

3月18日雪停滞

朝からの吹雪は昼頃になってますます激しくなる。こ

れで4日連続の悪天。天気図では日本の南岸に前線がび

っしりと横たわっている。あまりの天候不順に北岳のア

タックをあきらめる。

3月19日 曇 cs→三峰岳→熊の平小屋

5臼ぶりに視界も開ける。2.699mの先の岩峰でフィ

ックスを張る。小屋に着くと、 4日間に濡れたものを中

に吊るす。 14時からは、平井以下4名で新蛇抜山手前ま

でラッセルをする。

3月20日 曇~雪 cs→塩見岳→温見小屋

塩見岳の下降は所々凍りついている所もあり、斜度も

けっこう急である。予定通りにフィックスを3ピッチ張

る。塩見小屋は雪に埋まっており、使用は不可能だった。

3月21日 雨~雪 cs→三伏峠小屋

停滞を決定した後の11時半、どしゃ降りの中から日大

コールが聞こえる。テントの外には古野、山本(修)、

石111の各OBと4年の渡辺さん。 OBのアドバイスで撤

収開始、三伏峠に向かう。

3月22日快晴停滞

一昨日より風邪気味であった谷の体温が'J7.5度。すぐ

に停滞を決める。その後下山するOBを見送る。谷の体

温かF下がることを祈り、眠りにつく。

3月お日 曇~雪 cs→小河内岳→高山裏避難小屋

朝になっても谷の熱は下がらず、伊藤を付添いとして

鹿温へ下山させる。高山裏避難小屋へは、アイゼンとワ

カンを何度も履き替えながらも、トップの岩下の快調な

ペースで到着する。

3月24日 霧~晴 csコ井戸川の頭西コル

8時頃急に天候が回復したため、すぐに徴収し出発す



る。しかし、ルートを誤り、井戸川の頭の西の方へ行っ

てしまう。本日中に荒川岳を越すことは無理と判断し、

小屋に戻る。下級生にすまないことをした。

3月25日 霧~晴 cs→ 2.694m頂上よりのコル

昨日に残した赤布を頼りに進む。心配されたカールの

トラパースだったが、雪は締まっており状態は良い。前

岳の頂上では富士山並の突風に吹かれる。明日の悪天を

予想し中岳避難小屋にいくが使用できず。

3月26日雪 停滞

外は風が昨日よりも強〈、雪や氷片が横殴りに吹きつ

ける。長期戦となったが、 I年生は本当に元気だ。斉藤、

大塚、中村と 3人で励まし合っているのが、たのもしい。

3月幻自 曇~雪 cs→赤石岳→大沢岳先コル

赤石岳の頂上稜線は東側に大きな雪庇が張り出してい

る。ガスるといやらしい百間平付近で視界が利き、本当

に良かった。兎岳までの行動も考えていたが、雪が本降

りになったので予定地にテントを設営する。

3月28日曇 cs→聖岳→聖平小屋

最低コルより聖岳への登りは右側の岩場を登らず、左

へ斜登行し、その先のルンゼ状の所を直登する。かなり

急な雪面を登ると、 2.796mの手前でE再び稜線に出る。

聖岳の頂上で視界を失い、コンパスを頼りに下る。

3月29日雪停滞

小屋の外は雪。天気図も今合宿中に何度も見慣れたな

たね総雨のもの。

3月30日 昼 cs→上河内岳→茶臼小屋

7時半頃、雨が上がり空がかなり明るくなる。しかし、

行動開始後は度々ホワイトアウトに見舞われる。コンパ

スを使ってじわじわと進む。茶臼小屋までとするが、明

日はいよいよ光岳だと全員気合いが入っている。

3月31日 快晴 cs→光岳→光岳登山口

光岳までのトップは l年生3人が交替で務めるが物凄

いハイペース。光岳の頂上からは、 2週間以上も前に通

過した仙丈岳が小指の爪くらいの大きさで見えた。全員

あまりにもうれしいのか無口である。ゆっくりと一本を

とり、下降に入る。途中ルートにも迷い、日も暮れかか

る頃林道に出る。一人一人握手を交わし、しばらくボー

ッとする。夜は食いつぶしをするが、胃が小さくなって

おりさっぱり入らない。

4月l日雨 cs→寸文峡下山

今合宿を象徴す~ような最後の天気である。あちこち

に崖崩れの爪跡か賀されており、大樽沢付近では、フィ

ックスを1:本張るハメになる。落石を注意しながら、雨
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の林道を40km。足はプラ靴の中でマメだらけ。全員ヘロ

ヘロになった頃、寸又峡に着〈。何とも言えない気持ち

である。 1年生の中には泣いている者もいる。全員無事

に下山で、き本当に良かった。

2.北部アタックパーティー

(仙丈岳まで全山縦走パーティーと同一行動)

3月14日晴 cs→イUJ丈岳→北沢峠

全山縦走隊の鍵闘を祈りつつ、一路仙丈岳をあとにす

る。小仙丈岳の下りでザイルをはずす。下りながらも、

ここを登ってきたのかと、今更のように仙丈の急登に驚

かされる。

3月15日曇 cs→戸台下山

小雨の降る中、出発。途中で全山隊とシーパー交信し、

あとはひたすら戸台の河原を下る。お昼過ぎには戸台に

到着する。

<春山合宿を終えて>

南アルプス金山縦走は、実働16日予備9日という計画

でのぞみ、実際には21日を要した。途中北岳往復をあき

らめ、また風邪による途中下山者を出す結果となったが、

9人のメンパーが未知の距離、日数を経験し、

光岳まで逮することが出来た。

‘先はまだ遠い

しかし、これだけの長い日数となると細かいものから

挙げるとキリが無いほど多くのミスがあった。何よりも

新リーダ一部員は、リーダーとして的確な判断と行動を

していたか。反省会でも様々な課題が挙げられた。まだ

まだ不備な点が多々ある。その中で、 1:年生は本当に良

く行動したと思う。山行中もお互い励ましあいながら、

頑張っていた。

各部員の山登りに対する姿勢も多様化している。私達

はいろいろな方向性の中で山に登り、考え、取り組んで

いけば良いと恩う。さまざまな考えの人聞が集まればそ

れに比例し、多くの問題等もでてくるだろう。しかし、

逆にその ような部員のカが結集すれば、幅広くそれで

いて密度の濃い合宿を行うことが出来るのではないか。

確かにいろいろな考えが多ければ多いほどまとまりにく

くなる。しかし、 それをまとめていくのは私達リーダ

一部員が頑張ってしなければならないことである。何よ

りも私逮は日大山岳部の部員なのであるから。

4月になれば 1:年生も入ってくる。例年のごとく瞬〈

聞に初夏から冬へとこの l年も流れて行くことだろう。

新リーダー会は責任をもって山行計画、部の運営を行う

ことを緩いたい。(平井・記)

砂ツェルトをかぶって一本
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学生活動報告(平成 3年度)

.春山合宿仙丈岳にて

圃個人山行 -奥利根ナルミズ沢遡行~朝日岳

9月4日"'-'6日 L岩下、大越、山本(泉)

・巻機山金山沢、米子沢

9月29日"'-'30日 L岩下、山田

・北アルプス 剣岳

10月2日"'-'5日 L山田、谷

・北アルプス 界風岩東稜登著書

10月24臼"'-''n日 L図端、平井

-丹沢塔の岳水無川本谷

5月26日 L田山、渡辺、山田

・丹沢塔の岳水無川新茅の沢

5月26日 L伊藤、大野、井上

・丹沢塔の岳水無川セドノ沢

5月26日 L平井、日本

・丹沢 寄沢水系滝郷沢、水棚沢、小屋の沢

5月22日"'-'26日 L岩下、野本

・利根川武尊沢

6月23日 L岩下、野本

・谷川岳衝立岩登掌

8月15日 L山本(茂)、山田、谷、 OB菊谷

・南アルプス 尾白川本谷遡行~鳳且三山縦走

8月19日"'-'22日 L山田、梅田、日本、谷

・北岳パットレス登掌~南アルプス北部縦走

8月初日"'-'26臼 L田端、平井、大塚、中村

・上信越国境魚野川本流遡行~赤石山

8月20日"'-'22日 L岩下、大野、山本(泉)

.笠場川光来出沢遡行~粟が岳

8月20日~詑日 L伊藤、大越

.飯豊川本流遡行

8月20日"'-'25日 L渡辺、家口、野本、斉藤

.釜川観音沢遡行~鳥甲山

8月28日"'-'30日 L日本、梅田、大館

.岩登りトレーニング

鷹取山 4回

広沢寺 3回

域ケ崎 3回

幕岩 l回

三ツ峠 l回

日和田山 l回

-その他

-新入生歓迎山行

場 所丹沢大倉キャンプ場

期日 5月11日"'-'12日

メンパー L 山本以下22名

.天幕懇貌会

U月16日"'-'17日 丹沢大倉キャンプ場

司
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学生寄稿

今思う事

4年家口寛

『人生朝露のごとし』とはよく言ったもので4年間な

どすぐ過ぎてしまった。乗りなれない夜行列車に限れず、

眠い目をこすりながら歩いた初夏合宿。残雪の穂高を登

り、初めて行なった雪訓がまるで今朝見た夢のように頭

に過ぎる。

数々の山行の中で今でも一番想い出に残っているのは、

l年生の夏山合宿での薬師岳から内蔵助BCまでの縦走

だ。初夏合宿でも重いと思ったさらに上を行〈重さのキ

スリングを背負い、毎日雨にたたられハイバロンの雨具

はサウナスーツとなり、天場は田んぼと化し、苦労して

立てたテントの中は水ひ7こしでシュラフはクeシ・ヨグショ

になった。

fなんで好きこのんでこんな事をするのかJなどと思っ

たりもしたが、みんなとBCで逢えた時の感動は何事に

も変えがたいものだった。そして室堂に下山して飲んだ

ビールのうまさも忘れてはならない。

これから社会人になり時間の制約ができると、学生の

時のような時聞をかけた山登りは会社をクビになるか、

辞めなければできないであろう。時間は少なくなったが、

これからも少なくなった時間内で密度の濃い登りかたを

したいと思う。そして、みんなでいつかはヒマラヤで大

きな計画をやって、またうまいビールを飲もうという野

望をもって生きていこう。

最後に4年間お世話になった部長、監督、コーチをは

じめ諸先輩がたに厚くお礼申し上げます。

徳本峠の思い出

3年伊藤英彦

大学に入り山をはじめ、はや3年の月日が過ぎ去ろう

としている。この3年間で数えきれないほと、の山を登っ

てきたが、やはり、印象深い山行のーっとして徳本峠が

あげられる。なぜなら、この峠越えが私にとって初めて

の本格的な山登りであったし、これが事実上の山岳部生

活の幕開けになった山行であるからである。
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また、天幕懇親会などのときに、 OBの方々が口々に

徳本峠のことをあたかも昨日の事のように語る様子から

も、徳本峠が日大山岳部にとって意味深いものであった

に違いなし、。

とは言うものの、去年は初夏合宿のBCを横尾から潤

沢に移動することにともない、徳本越えはなくなり、上

高地入山になった。つまり、私が徳本峠を越えたのは l

年生、 2年生の時の2回である。

2年生の時の徳本越えは、上級生になって最初の難関

である。やる気が空回りして、実にちぐはぐな行動をと

ってしまった覚えがある。しかし、徳本の思い出は何と

いっても l年生の時のことであろう。正直言って私は山

に関しての知識は皆無に等しかった。無知の為せる業と

でもいうか、成り行きで入部した私であった。いま思え

ば現在の 1%ほどの知識でもあれば、私は決して入部届

けなど出さなかったという自信はある。

先輩たちはそういう私の雰間気を察してか、山が辛い

という事を教えてくれる親切な人ではなく、やたら山の

素晴らしさを強調していた。今になってみればこういう

先輩たちを責める気持ちは微塵もない。なぜなら、上級

生となり私もこういう先輩方の仲間入りをしてしまった

からである。

こんな私であるから、徳本の峠越えがどんなに辛〈、

厳しくまた醜態を曝け出してしまったかH ・H ・0 小雨降る

中を先輩の罵声を浴びながら歩く姿をH ・...。肩に食い込

むキスリング……。歩くのがあんなに苦しいこととは思

ってもみなかった。

あれから3年の月日があっという問に過ぎ去り、私は

現在サブリーダーという大役を任され、自分なりに山岳

部生活を楽しんでいる。いま思えば、あの時の徳本越え

が私の学生生活を決めてしまったのかもしれなL、。

猫又谷遡行記

2年岩下誠

「降りろ!! J野本さんの合図で我々はザックを放り投げ

線路に飛び降りた。すぐ、にザックを拾い、線路沿いの冬

期歩道のトンネルに逃げ込んだ。

ここは黒部の「ねこまた駅j一般人は乗り降り出来な

いため以上のような大胆な行動をとったのである。観光

客の人逮はかなり驚いていたようだが、ようやく猫文谷

出合に着いたのであった。

本来なら黒部川の水平歩道を下りてアプローチするは



ずであったが、恩わぬ所で大雪渓に行く手を阻まれ、一

度、下界に降りてから再度トロッコ電車で入山となった。

他のパーティーが山の中にいるのをスマヌスマヌと思い

ながら大町で風邑に入り、トンカツを食べ、新たな山行

へと目を輝かしながらの入山である。

その日の天場は猫文谷出合の草地であったが、ここは

トロッコ電車の鉄橋から丸見え、さらに天場の周りはマ

ムシの棲み家だったらしくテントを建てる時、足もとで

トグロを巻いていたりするのだから全然落ち着けないの

である。天幕にいるとマムシが出そうなので、岩魚を釣

るため竿を出すがオケラ。まあ天気がいいので良しとし

よう。

翌日、遡行開始。両岸は高く切り立っているが幅は広

いので威圧感はない。でも、まったく未知の場所なので、

いつゴルジュが出て来るか、はたまた大滝が、などと不

安いっぱいなのだ。事前に調べたことは調べたが、いか

んせんマイナーな沢のためか資料が非常に少ない。さら

に遡行図もあったのだが、これが幼児もこんなの書かな

いよという代物で、川にケムシ記号と滝マークが数個あ

るぐらいで何の役にも立たないのである。その前の年の

秋にこの沢を遡行した渡辺さん日く、 「丹沢に毛が生え

た程度だよJとのこと。この言葉を信じるしかない。

河原歩きをしばらく続けると、ついに下部ゴルジュ帯

の登場だ。 5∞m一直線に延びた見事なものだ。かなり

緊張しながら右岸をへつり最初の滝はこえるが、その次

の4m大釜滝に手古摺る。私がザイルをつけて左壁を微

妙なトラパース。足下は深さ何mかわからないサラシ場。

こうゅう所深いんだよなと恩いつつへつって行くと、急

に足が滑った。ヤパイッと思った時はすでに還し。白〈

泡立つ水の中へダイビング。必死になってもとの所に半

分おぼれながら引き返す。次に野本さんが行くが、左壁

をトラパースせず.水の中に入って行くのだ。深そうに見

えた所も腹~胸までの深さであり、滝も簡単に登って行

ってしまった。なんだ見かけだおしだったのかと思いな

がら後を進むのであった。

それにしても、さすが北アルプスの水、冷たいことこ

の上ない。しかも昼なお暗いゴルジュの中、夏とはいえ

唇を紫色にしながら歯をガチガチ言わせてしまうのだ。

こんな調子で進むと 4mCS(チョックストン)滝。

ここは首までのへつりで取りつき左側の壁とCSの聞を

パック&フットで越える。自分の登っている姿を想像し

て、なかなかカッコイイではないか、と少々自分に酔い

ながらザイルをFIX。
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r~ ，~、ですョー」

さて後は中村と野本さんが来るのを待つだけだ。しか

し中村がいつになっても姿を現さない。ザイルの向こう

側では、野本さんがしきりに何か叫んでいる。かなり時

聞が立つのに何をやっているのだと滝まで戻ると、胸ま

で水につかりながら中村が悪戦苦闘しているのであった。

「プルーヅックで登れ!J 

「ユマールを使えJ

と言うのだが、滝の音にかき消され、よく聞こえない

らしく、 「なんですかーJと青ざめた顔で聞きかえす中

村は何ともいえず痛々しい物があった。しかし、 1時間

にも及ぶ苦闘の末、中村はやっと滝上に立てたのであっ

た。よくあの冷たい水の中で1時間もガンパッたと漢を

誘わずにはいられない。

そこからはたいした滝もなくゴルジュ帯は終わり沢が

開けてきた。ほっと安埼の胸をなでおろす。これはど一

見ても「丹沢に毛が生えたJなんて物ではなかった。

ゴルジュをすぎてからは巨岩帯であった。よくもこん

な大きな石があるなと思えるほどの大岩が積み重なって

いるのだが、そこを通過した所で本日の行動は終わりと

なった。たき火を見ながら飯を食い、話をすることが沢

の一つの楽しみだ。

翌日、また巨岩帯であったが、それを抜けた所にまた

もやゴルジュ。そのゴルジュ内の2段 9m滝を登る。た

いした所で・はなかったなと話をしていたが、中村の後に

いたはずの野本さんが消えていた。

あれっと思ったが、滝の下で手を振っていたので、写

真でも撮っていたのかと思い、待っていると手から血を

流しながら登ってきた。

「どーしたのですか?J

「ホールドにしていた岩がはがれて落ちたのだJ

小指の爪がはがれていたので応急処置。どうもこの沢

は一筋縄ではし、かないようだ。

その後20mトイ状の滝が出現。直登不可能のため、右

岸から巻きにかかるが、ここから地獄がはじまったのだ。

まず傾斜のきっい泥壁 1ピッチ。垂直のヤプコギ3ピッ

チ。苔むしたルンゼ lピッチ登り、傾斜のゆるい所から

トラパースを3ピッチ。斜下降2ピッチ。

私は今まで(といっても 1年半だけど)このような高

巻き&ヤブコギは l回もしたことがなかった。 4年分を

1日でやってしまうほどであった。

空には雲がたちこめ今にも雨が降ってきそうであった。

いい加減沢に降りることになり、懸垂下降20m2ピッチ、

円臼
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40m 1ピッチで沢に降りたが、途中から大粒の雨が降り

出し沢は茶色に濁り増水をはじめていたのだ。

万事休す。降りた地点から上流・下流に滝があり、完

壁にゴルヅュにとじこめられてしまった。 8時間にも及

ぶヤブコギで全員ヘロヘロ状態であったが野本さんが登

れそうな草付を発見。すぐに登り、ザックを回定し、そ

の上にすわりツェルトをかぶる。その問、雨は降り続き

沢は大増水となり、さつきまで我遠の立っていた所も濁

流が渦巻いているのであった。

「これはネコマタの呪L、かも知れないj

本気にそう思ったのだ。雨水のたれてくるツェルトの

中で飯をっくり食う。 α米がこんなにうまい物だとは知

らなかった。そのうち段々眠くなりウトウトしていると、

中村に起こされる。

「岩下さん危ないですよJ

舟を漕いでいて前に転がり落ちそうになったらしい。

朝方、ずっと燃えていたコンロも消えかかっている頃、

なんと部員全員が私達のようにうずくまって座っている

ではないか。これは何だと思っていると、平井さんが出

てきて、 「岩下、ハーケン持ってきたどJ。

L 、ったいこれは何なのだ?! と目を覚ますと、やはり

我々 3人がいるだけであった。

夢であったかと少し安心するが、滝の音がヘリコプタ

ーの音にきこえるし、ここから抜け出せるのか心配であ

った。誰も何も喋らない。

「私が死んだらどうなるのかJ

なんて事も考えてしまった。

夜中には雨は上ったので水量はもとに戻っていた。昨

日、登れないと思った滝も簡単に越せ、穏やかになった

沢を楽しく登れ、まるで昨日の事がウソのように稜線へ

と立つことができた。

しかし、ネコマタの呪いはまだ終わっていなかった。

Å~i箇又谷を行く
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翌日、清水岳へのヤブコギであったが途中の小ピーク

の下で、白いクイを拾った。それにはなんと「猶文山J

と書いてある。なぜ?! 私達は猫文山と清水岳の間に上

ったはずなのに。さらに遠くからの人の声がH ・H ・

「オーイJ

「オーイJ

「ここどこですかーJ

周りはガスッていたため視界はきかず、まるで異次元

の世界へと迷い込んでしまったようであった。

しかし、我々はコンパス通りにヤプをコイだ。すると

急に視界が開け、前方にケルンが見えた。ゃった、つい

に清水岳に着いたのだ。清水岳の先には人間もいた。生

きてて良かったH ・...。などと思わずにはいられなかった

のだった。

清水岳から白馬岳まで縦走し、大雪渓を何度も滑りな

がら下り、猿倉へと下山し、あとはビールへと向かうだ

けであった。

近頃思うこと

2年梅田一義

自分が山登りを始めてもうすぐ3年目に突入しようと

している。山岳部に入る前は山のやの字も知らなかった

自分が、後輩にいっぱしの口をたたいているのが、我な

がら滑稽に思えたりもする頃でもある。とにかくいろい

ろなことがあったが、 2年間続けられたことで多くのこ

とを学ばせてもらい、また多くの経験もさせてもらった。

とくに他部員との付き合いは、山ではもちろん下界でも

多くの時間を共有していることもあって、年を追うごと

により深くなってきている。こんな仲間がいたからこそ

多くの素晴らしい山登りができたのだと思うし、これか

らもっともっと素晴らしい山登りをしていきたい、そう

恩っている。

ところでどうすればよりスパラシイ山登りができるの

であろうか?山を登る上で、技術・体力は確かに大切で、

あろうが、ルートの難度や、高所などを追い求める登山

に疑問を感じるのは私だけであろうか? 個人の満足は

確かに大切であろうが個人の満足を、第一とする登り方

に皆は魅力を感じるのであろうか? 山登りを楽しもう

と恩えば思うほど矛盾や疑問が多くなってきたように思

えるし、よく話し合い、仲間を知れば知るほど山登りに

ついて、山岳部のありかたについて、一人一人意見がパ



ラパラだったことを思い知らされてしまう。

その様な中で最近心がけようとしているのが「他人は

自分とは違うことを認めることJである。それは、いく

ら同じことをしても同じ物を見ても人は、自分が感じる

ようには感じてくれないということを認めることでもあ

る。山岳部という一つの集団の中でも入部した動機、そ

して山登りに求めるものなど人それぞれであり、決して

一つであるはずがない。つまりどんな人でも山に対する

取りくみ方、考え方を他人に押しつけられではならない

し、押しつけてもいけないのではないだろうか?と近頃

恩うのである。

そして他人と自分は違うという事を認めた上で山登り

や、部の運営に取り組んでいけば必ずバラバラだった個

人は集団として満足し得るものだと信じているし、また

それを目標にしてあと 2年頑張ってみたいと考えている。

山登りと私の関係

2年大越壮一郎

山登りという行為は他人が見れば、 『重荷を背負って

ただ疲れるだけではなL、か?Jというのが一般的だと思

う。確かに山は疲れる。本当にハードだ。でも、こうし

て山に登っていると、やはりそれだけではない“何かが

ある"と、なんとなく感じる……。

最初に山岳部に入ろうと恩ったのは、岳人に載った大

学山岳部特集の一文の通り、軽いノリのサークルではな

く“何かありそう"と、うっすら感じたからだった。 2

年目は、みんなに遅れまいと精一杯で“何か"は、やっ

ぱり“ありそう"で終った。そして2年目は、若干余裕

ができたせいか“何か"について考える事が少し出来た

ように思う。この霧のような“何か"を言葉にするのは

難しい。そして、言葉にした途端、それは一気に意味を

薄めてしまうように恩う……。

しかし、あえて言葉にするならそれは、 “もう一つの

限"だと思う。 “もう一つの眼"とは、言L、かえれば別

の視点といったところであろうか。なんとなく違う気も

するが・・…。

山は、生活の場ではない。それは、誰しも認めるだろ

う。そう生活は、現実の中にあり日常の中にあるのだ。

こうした生活から、一歩足を踏みだしてみる。非現実で

あり、非日常の中だ。気がついてみると『あれ、山の中

だ』という訳である。私は、山登りという行為を通して

自分を見ている。もっと大袈裟にいえば人間と生活を見
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ている。……ちょっと大袈裟過ぎたか……。まあ、とに

かく山を通して下界を見つめているのだ。

現実というどこか濁った、そして厳しい生活(?)に

対する眼がある。そして、自分を回復しようとする。人

の誠実さを求めている自分がいる。ここにいる。ここに

いる?……考えても答えは出ない。でもいろいろ考える。

日常からの視点からは見えないモノが見えてくる……気

がする。

決して“もう一つの限"だけが、 “何か"だと恩わな

いが、こんな気持ちが私を山に登る行為に結びついてる

のだろう……。

山岳部で 1年間過ごして

l年大塚洋二

それまでの私の短い人生は“登山"とはあまり縁のな

いものでした。また、そのため私が大学に入って山登り

を始めた動機も、確固たる信念があったから、というの

ではありませんでした。しかし、 1年間という短い聞で

はありますが、山登りをしてきで思うことは、山登りと

は素晴らしいということと、山登りで得られる経験は、

何事にもかえがたいものになるであろうという思いです。

何がそんなに素晴らしいのか、うまく説明できません

し、今は自分の知らなかった世界に遭遇できるので、山

に入るだけで楽しいし満足です。でも実際は合宿の度ご

とにつらい思いをしているのですが、これを楽しいと思

う(現在これを書いている時患っているのですが)のは

どうしてなのでしょうか。まあそんなことはわかるわけ

ないのですが、山を少しですが、かじってみて思ったこ

とは、その楽しみ方の多さです。岩登り、沢登り、縦走、

冬山、山スキー……と様々なものがあって、とても面白

いと思います。自の前の難関難所を、自分のしてきた訓

練やトレーニングによってクリアし、目標に向かつて進

んでゆく。また、そこに天候などの自然条件やメンパー

の協力といった要素が盛りこまれてゆく。なんと面白い

スポーツなのだろう。

でも山の楽しさを、こうしたスポーツとして見るのも

さることながら、やはり、登山の楽しさは山というのが

大自然だからこそなのではないでしょうか。解放感、爽

快感、恐怖心、空腹感、一般のうまさ、こうしたものは

山をやっていなければ味わうことのできないものであろ

うし、山という自然の中だからこそ生れるものなのでし

ょっ。



ともかく現在感じるのは、未知の世界に入っていく面

白さであり、全て上達したいという甘い考えです。でも

そういう願望の前に、まだまだ私の山登りは始まったば

かりなのだという(はっきり言えば実力がない)現実が

あるのです。まあそういった現実にもめげず頑猿ってい

きたいと思っています。

雪の黒部で楽しき停滞

2年大野敦史

平成2年度の春山合宿は、長野側から富山側への黒部

横断と赤谷尾根から剣への2パーティー編成であった。

自分は、どうゅうわけか横断隊に選ばれたが、本格的に

山を始めてまだ l年もたっていない素人同然の自分が、

雪の黒部へ、しかも黒部横断などへ行ってしまって、つ

いていけるのだろうかと、多少なりとも不安であった。

しかし、この計画はリーダ一陣がl年余りも前から温め

続けてきた熱のこもった計画である事を知り、とにかく

自分もがんばろうと思った。

さて、この合宿は見る物すべて新鮮で、驚きと感動の

連続であったが、その中でも、牛首尾根の途中で見たト

ンネルの事は、ちょっと変わった経験で、印象に残った事

なので、くだらない事を、と恩われるだろうという気も

するが書いてみたい。

平成3年3月14日夜、大勢の人に見送られながら新宿

駅を出た山本さん、家口さん、谷、大野の横断隊の4名

は、寝不足状態のまま大町を後にし、怒鴻のラッセルの

赤岩尾根、強風の鹿島槍南蜂と、予定通り通過。牛首尾

根もルートに気を付けつつ下り、 3月19日に計画通り通

称“要塞"にたどり着いた。ここはどうも、黒四の地下

発電所の建設のために造られたものらしいとのこと。膨

れかけたコンクリートの大屋根や、ところどころ口を開

けているトンネル、その他ワイヤーや鉄骨など、建築周

の残骸か涯がっていた。屋根を支えるコンクリートの支

柱に、ひびが入っていて勝れはしなL、かと不安ではあっ

たが、雨は凌げるし、自の前にはガンドウ尾根がドーン

と見えるし、兎も目の前に飛び出してくるしで、なかな

か楽しい天場であった。その日は黒部川のせせらぎを聞

きつつ眠りについた。

翌日、朝からしとしと降っていた雨は9時には本降り

となり、リーダ一山本さんは停滞を決定。普通ならここ

で、再び眠りに入ったりするのだがこの日は違った。皆、

ニヤニヤ笑って楽しそうである。なぜなら前の日に「も

し明日停滞だったらトンネルの奥へ探検しに行こうJ

と決めてあったのだ。僕らは不謹慎にも、

「明日停滞にならなし、かなあJ

と願っていた。希望がかない、うれしさ一杯の4人は、

とりあえず10時まで待とうという事で再びシュラフに入

るが、ワクワクして誰 l人として眠れる者はいなかった。

そして待望の10時になり、各自リヒト、レーションを

持ち、 3年生はピッケルを持った。

「なぜピッケルを持っていくんですかJと翻いたら、

「襲ってきた奴と戦うためだ」

冗談と言えど、妙に説得力のある答が返ってきた。い

よいよ出発。トンネルの入口は、雪で半分埋まっていた

ので上のすき聞から入った。中はまっ暗で、何も見えない。

リヒトをつけて恐る恐る入っていくと10分もしないうち

に前方に明かりが見え、その手前が二股になっているの

がわかった。僕らは、侵入者という引け目があったので、

とりあえず暗い左の道へ進んだ。ほどなく再び二股とな

ったので、左へ行くと上昇階段が遠々と続いていた。行

けども行けども昇りで、らちがあかないので、あきらめ

て戻り、右の道を行〈。すると、大きなホールのような

所へ出てしまい、行き止まりになっていた。地面からき

のこが生えており、気味が悪い。台の上に箱があって、

「地質調査資料j と書いてある。ふたを開けると円筒状

の岩石の塊があり、ボーリンク'調査の資料とわかった。

行〈所が無くなったので最初の二股までもどり一本取っ

て、行こうか、どうしょうか考えつつレーションをポリ

ポリかじっていた。結局、意を決して進むと、明りはプ

レハプの建物で、 「大高建設詰所Jと書いてあった。中

には誰もいず、物が散乱していた。ここから右の鉄扉を

くぐると巨大なモーターのような物があり、奥に道が続

いていた。ここから先は、電灯がずっとついていたので、

リヒトの必要はなくなっていた。道はずっと続いており、

壁には、 「作廊谷 l∞mJとか「タル沢1.9回Jなどの

看板がはってあった。いろいろうろつくうちに、このト

ンネルが黒四ダムまで続く関電専用トンネルである事が

わかった。また、ここからさらにインクラインと呼ばれ

るゴンドラで、黒田地下発電所を経由して 5∞m下の仙

人ダムまで降りられるらしかった。作廊谷方面へ歩いて

いる時、突然人の気配がした。見つかるとまずいと思い、

逃げるように早足で行くと行き止まってしまった。しま

ったと恩ったがもう人はすぐそこまで来ていた。当然、

「お前逮どっから入ってきた!!J 

と怒られる場面を想像していたが、意外にも

辺



「登山者? と、っから来たの? 飯でも食ってくかい」

と、なまりがきっくて解らなかったが、訳すと大体そ

んなようなやさしい対応が返ってきた。肩透かしを食っ

てがくっときたが、ホッと胸をなでおろした。少ない飯

で飢えていたので、 4人の本音は食っていきたかったが、

「すみません。合宿中なので……J

と山本さんが鉄の意志でお断りした。

「じゃあお茶で、もj

と言われたが、ぐらつく気持をおさえて、丁寧に断っ

た。おじさんはそのまま宿舎へ消えてゆき、僕らは引け

目がなくなるやいなや、自分の庭のようにねり歩いて、

途中にあった水洗トイレを使ったりした。そして興奮冷

めやらぬまま、テントに帰幕した。

雪深い牛首尾根の下に車の通れるトンネルや、発電所

があるとは、実際見るまで、信じがたい物であった。普

通の人は見れない物を見てしまった感激と、こんな物を

作ってしまう人間の力の驚異を感じた。トンネルとトロ

ッコ列車を使えば大町から字奈月まで一歩も歩かず行く

ことができるのではないか。いやはや黒部はやっぱり秘

境であった。

ゃったろうじゃん11
l年斉 藤大 輔

そう、あれは3年前の春、高校で3年間一緒にクラブ

をやってきた星野がイッパツで日大に受かり、山岳部に

入部したのがボクとこのクラブの出会いだったのだろう。

それ以後アイツが山岳部を去るまでの半年間、いろいろ

な話を聞かされたがはっきりいって日大など眼中にもな

かった。山岳部、それも明大山岳部しか頭になかった私

は、それから2年間、明治大学を受けること 9回、すべ

てあしらはれることになるとは……。すでに成人式をす

ませてしまった私にとってもう l年浪人することは……。

ああ、無情……。

“ニチダイ"まあいいや……。それにしても、法学部

大宮校舎には山岳部の勧誘もポスターも見当たらないじ

ゃないの! 何なんだよ!! そこで、星野に連れられて

八幡山の部室へ。そ、そこで自にしたものは……! 渡

辺さんのすごいへアースタイル!! ギロッ! 視線が体

に刺さる。ボクは、ノッとしながら 2年生の話を聞いてい

たのを今でも憶えている。

あれ? あれからもう 1年ですか? 早いもんすねー。

初夏合宿でインクノットのことをピンクノットなどとい

学生寄稿

ってボケまくって以来、体力しかない私もパカだのアホ

だのカスだのいわれながら、いろいろ山に連れていって

もらいました。 r連れていってもらうJなどと書くと、

主体性のネーヤツだと怒られそうですが……。まあいい

や! その中で猛烈にインパクトがあったのは、やっぱ

り飯豊でしょうねー。イイデは“イーデー"なんでいわ

れてホイホイと付いていっちゃったのですが、これが、

のちにイイデは“もうイイデ"となろうとは……。入山

は最高でした。星を見上げながらの露天風呂。あれはよ

かったなー。それからが地獄。ツライ・ツメタイ・カユ

クテたまらない。ボクがイメージしていた沢登りを吹き

飛ばし、泳ぎと高巻きの連続。そんな緊張の中で、ボク

はチームワークのお手本を見たような気がしました。家

口さんが泳ぎ、渡辺さんがルートを見極め、野本さんが

場を盛り上げる。沢のことなど何も知らないボクにとっ

て、すごいメンパーだなあと!思いながら、安心感をもっ

てあのデカイ沢を突破してしまってので-す。飯豊のオヤ

ジもすごかったですよねー。酔っぱらって、 「熊がい

る!Jと叫んだとおもったら、猟銃をプッパなしちゃう

んだから。本当にすごい山行でした。

時は流れて秋になると、そう、それは恋の季節。私に

も彼女ができ、順風満帆、最高の日々でした。でも、す

ぐ潰えることになろうとは……。富士山合宿では、女の

子の好みについて週刊ポストを片手に野本さんとバトル

を繰り広げたのも昨臼のように感じられます。あのとき

は、いろいろひどいことを言ってすみませんでした。そ

れにしたって、野本さんの女の子の好みはひどすぎる!!

まあいいかH ・H ・。

そしてある日のこと。

「今度の日曜どっか遊ひ'いこうよ!J 

「うん、ドライブでもいこうかJ

fうれしい-¥7J

次の目、部屋で、

「サイトー! 今度の日曜、デポ上げ行くぞJ

「エッ。でも、その日は……j

「どうせ畷なんだろ」

「……え、まあ……J

「ジャー、決まりね!!J 

次の臼TELで、
「今度の日曜、ダメになっちゃったJ

「エー!! でも、次の日曜はだいじようぶだよねJ

「うん、まかせろよ!J 

~でも、一ノ倉に行ってしまう~

n
 



このように、すべての土、日はつぶれ、クリスマス、

正月などのあらゆるイベントは山の中に入っている。こ

んなんじゃ、女にふられるのもあたりまえでしょ!パカ、

パカ、パカ、パカヤロー!!

こうして、冬山、春山に猪の如く突進して行くのであ

る。

でも、まあ、こんなもんでしょ。好きでやってんだか

ら……。まだまだ未熟な私にとって必要なことは、一つ

のことに打ち込むこと。のめり込むこと。そして、苦し

さやキビシさ辛さを乗り越えて、もう一つ上の世界を追

求すること。学生時代という、あり余る時間の中だから

こそ、それができるのではないのだろうか。

そして、ボクは山に明け暮れる!

目指せ 150日入山!!

過ぎ去った日々

4年下村忠幸

世の中の動きは速く、今の 1年間は昔の10年間に匹敵

すると言われます。表面的に平和な学生にも、時代の変

化はヒシヒシと感じることができます。大学山岳部も例

外ではありません。周知のとおり、全盛期は過去のもの

となりました。

この流れの中で4年問、クラブに参加しました。それ

は、大自然に触れ、仲間と過した貴重な時間でした。僚

かしさをこめて、足跡を見つめたいと思います。

「上を向いて歩こうJの歌詞にあるように空の上には面

白い世界が広がると思い入部しました。けれども、下ば

かり見て景色さえ眺める余裕もありませんでした。先輩

の注意を浴び、反省をする日々と同時に充実した楽しい

日々 でした。

クラブで2年目ともなると、言動に対して責任が重く

なりました。物事を真剣に考えると未熟者でも葛藤が起

こりました。大人げないことに他人と衝突を起こしまし

た。また心の中で-も考えの衝突が起こりました。

これらの問題に共通する原因が「死Jについてです。

登山の世界は美しさを求める程、周りに不幸をもたらし

ます。ある人は、生きている物(者)はすべて滅びると

言います。死を恐れるなとも言います。しかし、同世代

の学生が遭遇したニュースには、家族の悲しみを考える

ことにより心が揺らぎました。きれいごとのみで解決で

きないジレンマに陥りました。

次第に山主主りの分野だけでなく、他に目を向けました。

-24-

そのーっとして中国を旅行したことです。中国の歴史と

自然の奥深さには敬服しました。なによりも大自然で生

きる人々の美しさを感じました。

圏内に戻ってから、現実は現実としてとらえ、仲間と

共に一つの完成した物を造ろうと心がけました。

けれども体調を崩してしまい、部活動は思うように出

来ませんでした。静かに本を読んだり、人の話に多く耳

を傾けました。そして病人という社会的弱者の側から物

事を考えました。ちっぽけな所では、自分の足で立派に

歩けるという普段は見過しがちな平凡な日々に温もりを

感じました。山岳部については、人に感動を与える所と

して受け取りました。

結果的に引退の形を取り、山岳部を去りました。山登

りに明け暮れた優秀な部員ではありません。部を続ける

こと、自分自身の役割などについて悩み続けた日々でし

た。しかし、今となっては、一陣の風が通り過ぎた後の

すがすがしさを感じます。これからも山岳部は逆風の中

を歩むでしょう。しっかりと前を向いて歩いてほしいも

のです。

最後になりましたが、たくさんの方々に迷惑をかけ、

お世話になりました。心より感謝を申し上げます。

ワカンからラバーソールへ

2年谷朝久

早いもので、大学に入学して以来、山岳部に首までっ

かつて2年近くになる。あっという聞にここまで来た、

という気がするが、しかし、あの時何をしていたか、あ

んなこともあったと、色々なことが鮮やかに記憶にある。

山は、いい。のんびりと風景をながめながら低山を歩

くのは、普段重いザックを背負い、下ばかり見てヒーヒ

ーいう合宿の山から離れて、いい気分転換になる。一方、

風雪の中全身雪まみれでラッセルを続ける冬山の緊迫感

は、たまらない。もっともこれは、無事下山できた時、

初めて思うことだが…・・・。色々な山がある中でも、最近

は少々岩に興味が傾いている。大してうまくもないのに、

暇があればゲレンデに行って、落ちまくっている。先輩

からも見離され、登れなくてゲレンデで恥をかきまくっ

ても、やはり岩は、いい。

私が本番の岩場で、初めてリードを経験したのは、昨

年の初夏合宿で、前穂東壁のメンバーに入った時だった。

当時Sしだった渡辺さん、野本さん、同期の日本と、私

だった。前日分散登著書のメンバ一発表を聞いた時は、婚



しくて、その夜はなかなか寝つけず、明日の好天だけを

祈っていた。翌日は晴天。 5・6のコルまで北尾根に向

かうパーティと一緒に登り、一気にグリセードで滑り降

りる。が、そこから雪渓を登り返して取付までがえらく

長い。 2ピッチ程登り、いい加減いやになる頃、前穂東

壁Dフェースが見えてきた。今回のルートは北壁からA

フェースへ抜ける、東壁の中では比較的やさしいルート

である。取付で私と野本さん、渡辺さんと日本でザイル

を結び、私達が先行する。 lピッチ目、野本さんが先行

し、私がビレイ点につくと野本さん、

「次はおまえ行けJ

まさか、リードさせてくれるとは恩いもしなかった私、

「えっ、 L、いんで、すかj

「行けるだろう ?J

「ハイツ!Jゃったぜと喜んで登り始めた。何しろ、私

のヘタさ加減は、三ッ峠や鷹取山などで、完全にパレて

いたのだ。それでも順調にザイルをのばし、松高カミン

と呼ばれるかぶり気味の岩に出た。カまかせに乗っ越し

て、北壁大テラスに出たところでピッチを切る。あ一面

白かった。岩登りの楽しさは、リードに尽きる。ゲレン

デでも、トップローブに守られている時と、リードの時

では、緊張感がかなり違うと思う。たとえしっかりした

プロテクションに守られ、落ちても死にゃしないと分か

っていても、やはりコワイ、というかアッサリあきらめ

て落ちる気にはなれなし、。

「今、動作はコントロールされている、心配ないJ

という快い緊張が、とても~ \~、。

その後もツルベ式にどんどんザイルを伸ばしていった。

はるか下には横尾などが見え、高度感があって気持がい

い。グレードなど三級程度だろうが、プラスチックブー

ツをはいていたこともあり、少々緊張している。普段、

運動靴でばかり登っているせいもあるのか、あまりにヘ

タなのか。最後のピッチの7、8m程のチムニーで、私

は少々考えこんでしまった。というよりビビ、ッていた。

体が入る程の大きさではなく、ジャミングしようにも広

すぎる。後で考えてみれば、ザックを降ろせばすむこと

だったし、オフィズスの基本さえ知っていれば何てこと

はなかったのだが、大して岩も登ったことのない私は、

そんなことは知りもしなかった。しかし、とにかく登ら

なければどうしようもなL、。しばらく決心がつかずに少

し登ってはクライムダウンし、下で確保してくれている、

特攻隊長野本さんの方をチラッと見た。

「トップで、突っ込むのが好きな野本さんならオレにかわ
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れ、とくるかもりJと弱気になりかけていたのだが、い

つの簡にか渡辺さん逮も追い付いて、私の方を3人、無

言で見つめている。私の技術を信じてくれているのか、

野本さんも疲れ気味なのか。 roL.※り口食?! ! ! J 

ほどなく前稽の頂上にそろった臼大の戦士4名は、つぶ

やいた。

「所詮俺達、こんな程度か……J

そしてフラフラと吊り尾根を縦走し、お茶と夕食の待つ

BCへと下っていった。

翌日、日本は朝食の「すし:太郎Jの酢飯にやられて、

燕岳への縦走中弱ってしまい(彼は酢に異常に弱い)、

私は西穂へ向かったはいいがアズキ沢の登りで完全にパ

テ、情けない終わりとなった。

それにもこりず、今も岩は好きだ。特にゲレンデでの

フリークライミングは、下手は下手なりに一日中、めい

っぱし、身心の緊張と、動作の追求が楽しめる。 40越えた

オッサンが、自分はとても登れない所をスイスイ登った

りすると、ガクッときて、俺、全然上手くならないなー

となってしまうが、これからも、自分なりに楽しく掌り

たいと思う。

やっぱり、さむい冬は、暖かい伊豆か湯河原で岩登り

といきましょう。山岳部員が、こんなことでいいのだろ

うか?

述懐文・ぼくと山岳部

4年田端宏好

リーダー交替を終え、非常に月並の感想だが、授業を

休んでも、部会には出て、ガムシャラに過ごした4年間

は、あっと言う間だった。現役部員を引退した、と言う

実感は未だ伴わず、ただ放心しているという状態と言っ

ても過言ではない。

大学には、クラブ、サークルがたくさんある。もちろ

ん、高校、中学にも、運動部、文化部はあるが、大学生

活において、クラブやサークル活動は何か違った意味を

持っているような気がするようになった。

高校、中学においては、学校名向上のためとか、青少

年健全育成のためとか、学校側の意向が、やむなく、多

分に影響され、反強制とは気付かぬままに、何かしらク

ラプ活動をしている。 13才前後の少年が、大人に向かつ

て、自分の能力を開発し、それを伸ばし、その結果、自

分という人閣を作り上げたい、などという確固たる大義

名分を唱えられるだろうか。実際のところ、このような

明
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少年に対しては、スポーツの適、不適、成績の良し;響、し

に重点をおくことしかできないし、または、そうなって

いくと思う。それでも、なおかっ好きだったというのは、

そのスポーツ界における色々な意味での勝者か、その人

の性格の問題である。

大学は、勉強するところである。けれども、クラブ、

サークルは今後とも消滅することはないと思うことは正

しいような気がする。

大学に来たから勉強をしている自分というものがあっ

てもよい。が、しかし、安易にそれを主張すると、その

成果というものを提示させられる。そして、提示したと

しても、否定されるのならまだしも、拒絶されるだけで、

その成果に向かった自分という姿というものが、むなし

くなったり、危うくなったりする。学業に成功を収める

人は、これらの危俣を眼中に入れない、極めて純粋な研

究人間なのである。自分は研究人間である、と自信を持

って言える人は、全国の大学院進学希望者の減少から見

られる通り、少ない部類に入るように恩う。また当然の

ことながら、人間は形而上の世界だけでは生きられない。

研究人聞にも、ちゃんと趣味というものがある。

自我が固まり始めるこの時期において、行動や一担出

した主張は、その人の人間そのものの反髭となる。誤解

を生んだら、必ず否定をしておかなければならないこと

が、その根拠である。この時期において、課外活動は、

活動をやっていたという事実、という意味だけでなく、

とる人のとりようによっては、その人の人物像となる。

これらの考えは、就職活動の折、深くなった。世界情

勢や経済にうとい筆者は、やはり、自己アピールだけは

せめて誤解のないようにと願い、自分とはどのような人

聞かという問いが強くなったのである。結局のところ、

形而上に生きられない人聞が、自分がどのような人間か

永々と語ったところで、無意味となったり、される場合

が多い。肉体的でなく精神的に若輩であればなおのこと

そうなる。やはり、人物を語る上で、どのようなことを

したかという事実そのものを見た方が、嘘がないし、逆

に事実というものが、人格というものを変えていくよう

にも思える。

ぼくは、 4年間、山岳部という体育会のクラブに所属

し、何か変わっただろうか。うだうだ考えないでこれだ

けははっきり言える。山へ行かなくてはすまない体にな

ってしまった、ということである。ただ好きというより

も、もっと奥深い魅きつけるものを感じるようになった。

それはそうだろう。つらい恩いをし、少々危険を冒し、
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時には生命の危機にさらされるのにもかかわらず、行っ

てしまう。ただ好きと言うのは、それはそれで格好良い

時もあるが、すまされない場合もあるような気がする。

アウトドア一般を、全〈知らない身内の人々は、個人差

があるかもしれないが、心配というものをする。その心

配をはらいのけるならまだしも、説得する時においては

理由というものが必要になってくる。やはり、ぼくは、

箱庭のような閉じた世界でする「競技Jというものとは

ちがって、登山に魅きつける力のもとには、何か特別な

ものを見い出したい。

この大学の4年間は、ほとんど山岳部で過ごした気が

する。それだけに、山岳部での活動が終わって、学生生

活の終わりというものを感じた。表現がまずいかもしれ

ないが、単にクラブと言っても侮れないなと思った。こ

の4年間の体験は、いつまでたっても憶えているだろう。

日大山岳部に御礼とともに、筆者の性格上、引き起こし

た無礼についてお詫びを申し上げつつ、この文をしめく

くりたいと思う。

山と出会って

3年田山将

山岳部に入ってから 3年聞を締めくくるにあたって山

と自分について述べてみたい。まず、山に私が出会えた

のも山岳部に入ったからこそなのだが、入部前は山につ

いて何も知らなかったし、むろん山岳部についてもまっ

たく興味がなかった。また、今まで‘の私を知っている人

達が山岳部に入ったことを知ったら驚くだろうと思うほ

ど運動には縁のない生活を送っていた。

私は大学1年の時、勉強や遊ひ1こ打ち込むといった、

自分の熱中できるものも見つけ出せずにいた。だからこ

そ何かやりたいと恩うようになった。そこで、なぜ山だっ

たのだろうか。理由はいろいろ考えられるが、これだと

いったものは思いつかない。とにか〈何かやりたかった

のだ、自分が熱中できるものを。

こうして山岳部に入ったのだが、山は自分には手にあ

まる、大きいものであることがわかった。それだけにや

りがいはある。しかし、初夏合宿を終えて登山というも

のが、余りに自分にとって大きな壁の様に思えてきた。

事実、山に入ればパテてばっかり、みんなに迷惑をかけ

たりした。山は辛いもの、苦しいものと思えてきた。そ

んなことだから私は、合宿ごとに山岳部をやめようと思

うようになった。しかし、やめようと思っても何か心に



ひっかかるものがある。それがなにかはわからない。や

めるというときはいい気分がしないものだ。それが面倒

くさいのかもしれない。だがそれではないと恩うのだ。

どのように表現したらよL、かわからないが、はっきり

していることは山のすばらしさだ。頂上についた時の気

分は何物にも形容し難い。景色の美しさは、自分の心を

洗い直してくれるかのようだ。山に入れば、下界のこま

ごまとしたことを忘れることができる。それにもまして

不思議なのは、山から下りた後あんなに苦しい思いをし

たのに、その苦しさを忘れ、また登ってみたいと患って

しまう。もうひとついうとすれば、山は私に貴重な仲間

を与えてくれたことだ。山に入ればお互いを信頼しなけ

ればやっていけず、まさしく一心同体となって生活をし、

山という空間を分かち合っていける。山岳部に入らなけ

れば、決して出会えなかったであろう仲間。

まさしく山は、いろいろなものを私に与えてくれた。

これも山岳部に入ったからだと思う。今年の春山で私は

山岳部を引退する。この3年間いろいろと忙しくて大変

なこともあったが結構充実していた。なによりも何かに

打ち込んでいけた。こうして山と出会えたことを感謝し

ます。そして、今後とも山とつき合っていきたいと思い

ます。

山スキーは楽し

l年 中村 順哉

「なぜ山岳部に入部したのか?Jこれを今でも時々考え

てしまうことがある。日大に入学したころはスキー部に

入ろうか、それとも山関係の部に入ろうかだいぶ迷って

いた。

そもそも私はスキーが大好きである。 r自分の飽味に

金を使うのを惜しむようになったら、その趣味は趣味で

なくなるJということを新聞で自にして以来、この文は

私の持論になった。大学生のわりに、服や飲み会の席で

は財布の口はかためだが、スキーにはかなりの額を投入

していて、近ごろは趣味の枠を越えようとしている。そ

れに、 「今どきの大学生にとって、スキーとテニスは必

修科目だ!Jと世間が言っており、 8"J近〈スキー部に

入るつもりだった。しかし、新人勧誘週間も残り 2日と

なった日に、この日大山岳部を見つけた。農獣医学部に

も幾つかの山登りサークルもあったが、みんな冬山はや

らないし、夏の縦走がメインでは入る気になれなかった。

だが、この部では積雪期も山に入るということを聞いて
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非常に私は興味を持った。というのは、私はゲレンデス

キーよりも山スキーの方が何倍も好きだからである。山

スキーがしたい→山スキーは積雪期にする→だから冬山

技術と経験が必要→今の私には実力がかなり不足してい

る→冬山やる部はないか。と常に頭の中にこの関係が浮

かんでいたので、 「冬山をやる」という言葉に、スキ一

部に傾きかけていた気持ちが反対側に傾いてきた。我が

部には、普通の人が思っているような体育会の雰囲気が

な〈て、とても入部しやすい感じを受けた。それに、山

スキーの魅力にひかれて、この日大山岳部に入部したよ

うな気がする。だが、実際は自分が予想していたのとは

違っていた。なにしろ、山スキーに特有の大斜面を自分

だけのシュプールを残して滑り降りる醍醐味は、主まりの

苦しさを一気に忘れさせてくれる。登りは辛い。しかし

下りは倍楽しい。ということを分かつてくれる人があま

りにも少ないからだ。こいつは少々残念なことであった。

岩登りも沢登りもおもしろいが、なぜ山スキーもおもし

ろいことを分かってくれないのだろうか。スキーという

とゲレンデスキーのナンパな感じしか受けとれなし、から

であろうか。

なぜ、多くの人が山スキーをしないか、その理由を考

えてみた。まず、みんなスキーができなし、。これは恐ら

く山スキーをしない l番の理由であろう。山スキーは、

当然ゲレンデスキーの延長であって、山スキーに特有の

技術はあっても基礎はゲ、レンデスキーと同じである。よ

ってゲレンデで最低限、どんな条件下でもボーゲンで滑

れるくらいでなければ山では適用しない。岩のゲレンデ

に通うのと閉じく、スキーもゲレンデに行って練習しな

ければ上達するはずがない。

次に、ゲレンデは好きだが山スキーは嫌いという人も

いる。こういった人は、スキーは滑るのを楽しむのだか

ら、わざわざ歩いてからじゃないと滑れない山スキーは

楽しくない。あるいは、圧雪パーンはうまく滑れるが、

新雪・悪雪はうまく滑れないからゲレンデ止まりだ。と

いう理由からくるものであろう。そういった気持ちはよ

く分かるが、ゲレンデで楽しめる人なら、刻々と変化す

る雪を足の裏で読み取り、一枚パーンを完走した時の爽

快感を一度味わうと病みつきになると恩う。

現在、我が部のスキーレベルは、岩や沢に比べてかな

り低い。私は、岩や沢では上級生について行くと、いつ

も新鮮で楽しい。だが、山スキーになると要求不満に陥

る。まず、冬山合宿のときである。私は平ガ岳パーティ

ーに選ばれた。平ガ岳パーティーは入山田からスキーを



持って行った。越後駒ガ岳までは、ラッセルぐらいにし

か使えないと思っていた。でも駒ガ岳からは、楽しい楽

しい滑降が待っていると、入山前から思い込んでいた。

駒ガ岳までは予想どうり、ラッセルとほんの少しの下り

にスキーを使った。でも、駒ガ岳のピークを過ぎてもス

キーはザックの績に付けたままだった。ピーク直下は、

少し急で、雪もいやらしいから歩いてもしょうがないと、

自分に言い酪かせた。でも、駒の小屋を過ぎてからも一

向に輪かんからスキーにはきかえようとしない。目の前

には、パラレルに適した斜面があって、右側の白沢は、

「早く来いよJと私をしきりに誘っているようだった。

高度を確実に下げていくにつれて何度も、

「スキーにはき変えていいですかJ

「ここ滑っていきましょうよJ

と言いそうになった。でも、それらしきことは言った

が、はっきりとスキーがしたいとは言えなかった。ある

2年生が私にこう言った。

r19人中、 6人しかスキーを持っていないから平ヶ岳パ

ーティーだけスキーでは行けないJ

確かにそれはそうだけど、駒ガ岳まで苦しい思いでス

キーを持ってきたのだから、たった数分ぐらい滑っても

悪くないと思う。スキーを持っていって滑れないのは、

カメラを持っていってもとらせない、タバコを持ってい

っても吸わせないことと、私にとっては閉じことである。

たったこれだけのせいで、冬山合宿はあまり楽しくない

ものになってしまった。

次に2月山行である。場所は、山スキー初心者向けコ

ースの吾妻連峰。吾妻は、ダイナミックな滑降ができる

所が少なし、から、わずかな下りを求めて進んで行くと思

った。でもそんなふうには少しも見えなかった。斜度の

緩い所で滑っても、トップとラストでは10分以上差が付

いてしまう。それに昭元山の下りでは、私以外輪かんで

下ってしまった。昭元山の麓で合流することにしたが、

私はそこで強風の中、 20分以上も彼らが来るのを待った。

目的に書いてある、 「スキー縦走を楽しむj はどこにい

ってしまったのだろうか。登りより下りの方に時間がか

かるのではしょうがない。

この2つの山行から思うことは、積極的に滑りを楽し

んでいないということだ。沢でいえば、 1mくらいのた

いしたことない滝を大高巻きしているように感じる時が

何回もあった。スキーを、山登りの用具のーっとして、

縦走時に、輪かんよりスピーディーに行動できるくらい

にしか思っていないような気がする。それに山スキーの

議議会でも、ただ専門書に書いてあることだけを読み上

げただけで、例えば、ストックにたくさんガムテープを

巻いておくと便利だとか実戦的なことに少しも触れなか

った。山スキーというと、どうも身構えてしまう人が多

い。岩登りで r6級が登れなかったJ r今度はこのルー

トを攻めてみようJというのと同じく 「この斜面は一度

も転ばなかったJなどと楽に考えてほしい。
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最近の山行は過去のものの繰り返しが多い。行く山域

・場所・ルートが今も普も変わらないからそうなるので

あろう。でもその中からも過去の計画にない、独自の登

山計画というものを出してし、かなければいけないと思う。

そういった意味では、まだまだ山スキーは我が部にとっ

て、未知の世界なので、今までにない山行の計画が立て

られると思う。残り 3年間で、一つくらいは大きな山ス

キー山行を実行したい。

黒部川寒中水泳大会

4年野本修

山岳部に入部し、かれこれ4年がたってしまったが、

今までに行なった山々で、 「コレダ!Jと一つピックア

ッピするならば3年の秋に行った黒部横断偵察山行であ

る。メンバーは同期の家口、当時 1:年生の梅田、谷の4

人である。ルートとしては、赤岩尾根より鹿島槍、そし

て牛首尾根を下降しS字峡へと行くわけだが、牛首尾板

より黒部川への下降ポイントと、黒部川横断の徒歩ポイ

ントに対策は絞られていた。

山岳部に入り数々の寒い冷たい経験をしてきたと思う。

l年のとき、この黒部と向じように、秋山山行として五

竜岳の偵察に行った。この山行が、僕を冬山にのめりこ

ませた第一段になった。プラスチックブーツにアイゼン

を付け、ヤッケに身をまとい、初の冬山スタイル。しか

し、この時期としては長野県観測史上初の大雪が降った

のだ。稜線は強風である。マツ毛は凍り、県水はたれる。

視界がなくなる。テントのフライは破れ、ポールは曲が

る。夜は除雪。シュラフは三季周で、寒いなんてもんじ

ゃなかった。しかし、これがとても新鮮であり、僕を楽

しくさせてしまったのだ。他にも寒い思い出は数多いが、

「これ以上の冷たさはないj

と大声で言えるのが、初冬の黒部川だ。

秋の目ざしを浴びて、 4人は赤岩尾根を取り付いた。

紅葉がとても美しく、稜線もくるぶし程の雪で歩きやす

い。鹿島槍からの遠望も最高であった……。



fll月4日J

入山して3日目の朝である。牛首尾根1.7日m地点か

らの出発だが、初冬を感じさせる冷たい雨の中となった。

数分で全身不快をきわめ、ビショピショの薮漕ぎに悪戦

苦闘する。ここまでくるとコンパスだけか頼りである。

「左だJ

「右だもっと右だj

など声をかけ合い、パキッボキッ音をたてながら、ズ

ッコケ、 jJれ、うなりながらも赤布をつけ、下降をする。

しばらく下るとやっと黒部川が見えて来る。雨は次第に

強くなってくる。またしばらく下った所にコンクリート

の建物があり、その先からいよいよ、黒部川へ懸垂下降

が始まる。 91111ザイル2本をつなぎ、下へ、落とす。も

ろに岩壁となっている所を巻くように、樹木帯へと下降

する、ギリギリ 3人が立っていられるテラスを見つけ、

後の3人を下ろす。なんとか自分は木にセルフビレイを

取り、ぶらさがるように待つ。すでに l年生2人は、無

口になってしまっている。きっと心の中は

「もうイヤだJ

と大声で、僕と家口に訴えているのだろう。目を見れ

ばわかる。そしてザイルを回収し、次の懸垂のセッティ

ングに移ろうと思いきや、ザイルがウンとスンとも言わ

ない。

「ありあJ

ザイルにシュリンゲをかけ、 4人の全体重をかけるが、

ビクともしなし、。しょうがない、まったくしょうがない。

怒る気持ちをおさえて、ユマーリングで登り返しに向か

う。雨はますます強さを増し冷たく体をうちつける……。

ピカッゴロゴロゴロH ・H ・。

もうどのくらい時聞がたったのだろう。さつきまで聞

こえていた家口の

「ノーモトーJ

「だいじょうぶかあーJ

の声も聞こえない気がする。あと 5m。ハングの岩の

ルーフにザイルがギリギリと音を立て、そのルーフの下

にユマールで、僕がぶらさがっている。どうしてもここが

抜けれない。ギリギリと音立て鋭角な岩かどにあたるザ

イルに、ユマールが通らない。それにこれ以上振動をあ

たえれば……。ダブルザイルに 1:本はユマール、もう l

本にはシュリンゲをブルージックして登るが、もし、途

中で、ザイルが回収でき、この固定されているザイルが

動いてしまったら……。雨にぬれた毛手は色が落ちてく

るのか、ユマールを握ると赤色の水がヤッケの上を流れ
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てくる。下の3人はどうしているだろうか。僕はユマー

ル、シュリンゲをはずし、かなり大回りになるが薮壁を

トラパースし、木登りで上に出ることにした。かなり危

険だが、これしかなかった。自分の登挙カを信じるしか

ない。もう冷たい雨などなにも感じない。とにかく上へ

上へ木をつかみ、ドロに手をつっこみ、岩にヒジをつい

て上半身を上げるとザイルが見えた。

「ヤッター」

と思わず大声を出してしまう。

「イエクeチーj

fカイシューできたぞ-J

しばらくしてから下からも 3人の

「ヤッターJ

である。

なんとか3人のいるテラスへもどると 1年生は、もう

泣きそうな顔である。下で家口はなんとか励ましていた

そうであったが、ダメなようだ。

「もうイヤだj

なんてもんじゃなL、。僕も疲れ果てトップを家口に交

替してもらい、再び下降をする。あたりは暗くなってき

てしまい、リヒトをつけ、懸垂下降を続けるが、一向に

黒部川が近くならない。ザイルを回収する手が思うよう

に動かなくなってしまう。ここらあたりで、ツェルトく

るまり、ビ、パークかと思っていた矢先に、今度は家口の

絶叫。

「コンクリートだーJ

なんだかよくわからないが、 3人して

「ヤッター」

である。とにかくまっ暗で、本当に何がなんだか、ど

うしてコンクリートなんだか、わからないが、とりあえ

ず、行ってみる。

「あっ……J

もう力が抜けて、

「ああヨカッタJ

としか、言葉にならない。運良〈高圧線の建物に降り

ることができた。

fll月5日J

悪夢のような昨日は終わった。雨はバラバラとまだ降

ってはいるが、黒部川を目前にし、気分は上々であった。

冷たいコンクリートを抜け出し、 3ピッチの懸垂下降で

河原へ下る。とりあえずひと息いれる。が、とんでもな

い水量にピックリする。予定していた東谷の徒歩はまず

無理である。家口と僕とで本流を見つめる。 l年生2人



は、ここですでに何かを感じたらしく、もう泣きそうな

顔どころではない。もういい加減にしろ、コノヤローと

半分怒った顔にみえる。しかし、水量が減るまで待つの

もパカパカしい。それにこんな河原でまた一晩すごすの

もイヤだ。 l年生には運悪くも、僕と家口の意見は一致

してしまい、

「よしっ来ているものを脱いで、泳ぐぞJ

「ノ、イJ

もうどうでもいいようである。プラスチックブーツを

脱ぎ、ヤッケを脱ぎ完全装備からTシャツとジャージに

なる。

「ウオーJ

と声を出さずにはいられなL、。まず運動をして体を温

める。

「イッチニーイッチニーj

ゼルパンにザイルをつける。

「イッチニーイッチニーj

「よし、行くぞJ

rL ¥L、ぞJ

「ウオリャーj

頭から飛びこむ、冷たすぎて体が痛い。流れにまきこ

まれ、自の前は泡だらけ。全然前に進まないで流される

だけだ。やっと足がつく所まできて、立とうと思った時、

クeグッと体が後ろへ引張られる。

「あっザイルがJ

そうであるザイルが激流の水圧を受け、僕の体を再び

黒部川へもどそうとする。そうはイカない僕もガンパル。

コモドドラゴンのように河原の石にしがみつく。しがみ

ついているだけで、それ以上前へ行くカが出ない。ふと

ザイルがゆるんだスキをついて、前進、そしてストップ、

また前進してなんとか渡ることができた。が、体が恩う

ように動かない。冷えきってしまったのである。反対側

の河原では家口がなにか言っているが、こっちは口もう

まく動かせない。

「だつだっだれかーJ

とか言いつつもザイルをフィックスする。次に l年生

2人がやってくる。あまりの冷たさにTシャツになれず、

ヤッケを着ている。最初のうちは、

「ウォーj だの、

「ギャー」

だの言っていたが、後半は、目がマジになりプルプル

しながら上がってくる。自分と同じく体が動かなくなり

雲のすき聞から時折、こぼれる日の光を求めて河原をウ
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ロウロとする。そして、今度はザックを引張るが、途中

で、ひっかかる。家口が

「もっと引張ってーJ

などと叫んでいるが、体が動かないのだからしょうが

ない。なんとか回収し、憲後に家口が来る。さすがに泳

ぎはうまいがやはり後半戦の巨はマジ。プルプル状態で

河原に倒れこむ。

「こんなに冷たかったのかJ

そうだよ、その通り。 4人はプルプル状態のまま、と

りあえず仙人ダムのトンネルへと逃げこんだのであった。

トロッコに乗せてもらい下山となったのだが、人間の

体があそこまで冷えるとどうなるかが、よーくよくわか

った。こんなノ〈カなことしてあっと言う間に4年間たっ

てしまったが、とてもおもしろかったと恩う。

最後になりましたがOB、監督、コーチ会の皆様には

l年のときから本当にお世話になりました。これからは、

OBとして後輩逮を見守りたいと思います。

山と自分

2年日本修

私の少年時代は、山梨県で、育ちながら富士山に登った

事もなく、家から見える南アルプスの名も知らず、山に

対しては無頓着でした。しかし、山の名前は知らなくと

も近くの山で・駆け回ったり、 }IIで泳いだりして遊ぶのが

好きな少年でした。そんな幼少時代の事を思いだすと、

やはり山とは普から縁があったのかなと思います。そし

て中学、高校となるとサッカーやラグビーに夢中になり、

山とは少し離れてしまいましたが富士山がいつもグラン

ドから見えていました。

山岳部に入部したのは、 1年間の浪人生活ということ

もあり、大学では体を動かすクラブに入ろうと思ってい

たからです。当初は山自身に興味があったわけでなく、

ただ単に自然の中で遊ぶという事が好きだったからでし

た。だから、最初の初夏合宿でキスリングを背負って歩

いた時、それはとてもつらいもので生まれて初めて地獄

を見ました。しかし、不思議なもので帰ってくると、そ

れが何故か楽しいものに変わっていくのです。今でもつ

らい山行になればなるほど、帰ってくると、電車の中で一

人笑ってしまう自分です。

そして、いよいよ冬山。越後や中央アルプスで積雪期

の山の厳しさなどを学びましたが、春山の貧IJに行った時、

雪山はすばらしいものだと知りました。晴れた時の眺め、



何の音も聞こえない無音状態、さらに下に見える雲海の

すばらしさ。それらは、今まで体験したことのないもの

でとても感動しました。

2年になると 1'年の時ほど新鮮さは少なくなりました

が、閉じ場所に行けばそれなりの楽しみがあります。ま

た、田舎にいたときいつも見えていた富士山に登頂する

ことができ、これでとりあえず、いっぱしの山梨県人に

なれたなぁと恩えます。

いまの所、こんな感じで山とつきあっている自分です

が、山というものは、水戸黄門の「人生、楽ありや苦も

あるさJそのものです。私にとっても、ちっちゃなころ

からなにかと関わってきた山ですが今後もよろしく。

僕と渡辺さんの麻雀放浪記・前編

3年平井伸明

1月12日、高緑監督宅での新年会後、監督、岡田さん、

4年の渡辺さんと自分の4人で麻雀をすることになった。

最初の半チャン東一局、自分が白をポンすると岡田さ

んの「平井もう鳴くの。鳴くのはよくないよJの声。

中盤、監督が、

「リーチJ

一周後、

「ツモっちゃった。裏ドラも乗ってる。リーチ、一発、

ツモ、 ドラ 6J

他の3人は、

「なんだそりゃJ

「すんげえついてるJ

「ドラ麻雀やJ

とプツプツ。

その後、渡辺さんも自分もそれなりに打っている。

「平井、もうじき岡田の病気が始まるからJ

と監督。病気つてなんなのだろうと思いつつ、自分は

OBと麻雀をするのは初めてなので一生懸命だ。

だれかが、

「リーチJ

「あっ、それ、ポンJ

と岡田さん。 r鳴くのはよくなしリと言っていた岡田

さんが鳴いた。 r一発消しなのかなJと自分は思ってい

た。だが一度鳴くと岡田さんは「ポン、チーJと非常に

よく鳴く。

監督日〈鳴くのは岡田さんの病気なのだそうだ。

4人とも酒を飲みながら打っている。

学生寄稿

岡田さんは渡辺さんの顔をのぞき込みながら

「ナベチャンなんでそんなに真剣な顔してるのJ

「勝負事はいつでも真剣ですJ

と渡辺さん。

自分は渡辺さんに麻雀を教えてもらった。最初の頃は

よく授業料を払った。ルールも何もわからない自分は、

r3つ、 3つ、 3つ、 3っとあとアタマを一つ作ればい

いんだよJ

とただそれだけ教えてもらった。

「あと一つの形をテンパイといい、そこまでいけばリー

チをかければいいんだよJ

とほんとそれだけ。

確かにリーチは一つのヤクである。今思えば本当に渡

辺さんの話術にはめられたというか、正直言ってだまさ

れた。渡辺さんの懐を温かくしてあげていたのは自分だ。

でもその分、自分の腹を渡辺さんに満してもらった。

一言で言えばもちつもたれっという関係である。

その日の結果は、岡田さんの一人負けということにな

っfこ。

数日後に渡辺さん、

「岡田さんは勝負事にあんまりむいていないなJ

岡田さんこんなこと書いてどうもゴメンナサイ。

渡辺さんも自分もまたパチンコも大好きである。 2人

でよくいった。勝った時はいいが、負けた時は 1日をホ

カホカ弁当のノリ弁 l個で過ごしたりもした。

昨年の黒部横断の出発があと数日の頃。

渡辺「平井、お前今いくらお金あるJ

平井「オレ春山行けないからその分つかったよJ

渡辺「あかん、春山にいくお金が足らないJ

自分の仕送りが入るのが毎月20日、渡辺さんが25目。

お互いお金がないときはどうにか貸し借りしてよく過し

た。しかし、今回は仕送り前の出発である。

それから 2人で渡辺さんが3年間貯めた、一円玉、五

円玉、十円玉を全部集めて銀行に走った。 8，0∞円とち

ょっとになった。

渡辺「これだけやったら春山に行けない。部から借り

ょうか。ょうしこのお金で一発勝負やJ

2人で桜上水のパチンコ屋に走った。渡辺さんが打ち、

自分は横でリーチがかかるたびに祈る。

渡辺「ょうしそろった。春山や、春UJやJ

平井「もっと出ろ。もっと出ろ。俺も晩メシおごって

もらえるJ

結果は2日か3日か忘れたが、 2、3日の聞に渡辺さ

-
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んは 1∞，0∞円以上もうけた。渡辺さんはコフラック社

製のパリオという一番値のはるプラ靴を買い、春山に出

発していった。我々部員の中でもこの事は伝説として語

られている。

全然、山とは関係のない話になってしまったが、渡辺

さんと自分は部での学年は違えど、年令が同じせいか、

お互い福島と和歌山の田舎者のせいか、なぜかよく 2人

でつるんでいた。

その問、自分の事故等もあり、よく話したり、酒飲ん

だり、パチンコ行ったり、麻雀打ったりと自分は本当に

よく世話になった。

また前述のように下界にいる時は結構、無茶をやる渡

辺さんだが山については非常に慎重である。普段の日と

のギャップが激しいので・考えてみるだけで笑ってしまう。

自分はこの 1月、チーフリーダーとなった。前サブリ

ーダー渡辺さんをよい手本として、教わった事をこれか

らの l年にいかして行きたい。

でも待てよ。この前の卒業試験で渡辺さんは試験会場

を間違ってしまうという、渡辺さん日< r23年間で一番

のミスJを犯した。

やっぱり手本にしない方がいいのかな。

渡辺さんと過ごした日々は本当におもしろかった。残

りl年、自分も渡辺さんに負けない伝説を残し、笑って

山岳部4年間を終えるように頑張りたい。

我が憧慣の剣

2年山田哲史

ひときわ鋭く、天を刺すばかりに蛇立し、一度荒れる

と手もつけられないくらいに我々を拒絶する。しかしな

がら、人々を、いや自分自身を魅了して止まないのが

「剣j なのである。

山を大学から始めた自分にとっては「剣Jとは単なる

北アルプスの中の山の一つに過ぎなかった。多くの人々

が情熱を傾け、そこで数々のドラマが展開されたなどと

いうことを知ったのは、興味を持つようになってから調

べて分かったことであり、 3，0∞mに満たない山には見

向きもしなかった。

そんな自分と「剣j との出会いは、ちょっとしたひ

ねくれ根性から生まれたものだった。 l年生なら夏山

合宿ぐらいまで、自分の山に対する方向性などは持っ

ておらず、ただ上級生に号|っ張られて山について行く

という人間が多いであろう。自分も行きたい山などま

だ見つかっていない状態で、どうしょうかと考えあぐ

んでいたところ、たまたま誰も行きたがらなかった山

があったのである。他の山は希望者が多くいて、振り

分けが大変であったのに「剣Jだけは全〈相手にされて

いなし、。

始めから誰も行きたがらない山へ行こうと決めていた

ため、

「だったら俺が行ってやろうじゃないかJそんなことか

ら「剣Jとの出会いが始まったのである。

「剣jへ行くのは、夏山合宿が終了した後の後半分散合

宿でのことであった。その夏山合宿は、当時 l年生であ

った自分にとって、正に地獄の苦しみを味わうものとな

り、歩きながら何度「辞めようJと思ったことか。そん

な気持ちを引きずったまま、 「剣Jへと入っていったの

である。

「剣Jへ入っても山などは全〈見ない。ただ、ただ下を

見ているだけ。頭の中は、

「早く帰りたい。早〈美味い飯を食いたいJそんなこと

ばかりを考えていた。山を登りに来たのではなく、残り

の日程をこなすために仕方なくついて行ったという感じ

であったため、頂上を踏んでも何の感激もない。

「やっと 1日消化できた。あと何日過ごせば……Jとテ

ントの中で l人指を折っていた。そうして八ッ蜂六峰の

登撃の日がやってきた。

朝から今までの疲れと、精神的なものから体調は良く

ない。でもこれを登れば明日帰れるんだと思いながら重

い足を雪面に蹴り込む。長次郎谷をつめ、六峰Cフェー

スに取り付〈。まずトップの先輩がスルスルとザイルを

伸ばしてゆく。それに続いて自分の重い身体を引き上げ

る。思うように腕も足も上がらない。本来登撃が好きで

あったが、もはやそこには楽しさなど存在する余地はな

い。ただ義務的に一つ一つの動作をしているだけ。やっ

と登り終えた後も、達成感というよりも、むしろ、 「こ

れで家に一歩近づいたJと感じただけであった。もし、

ここで何も起こることなくそのまま降りていたとしたら

今自分が山岳部にいることなどなかったかもしれない。

山の楽しさ、美しさ、素晴らしさに気付くことはなかっ

たであろう。

それは六峰Cフェースの頭で起こった。やっと登り終

え、ぼんやりしながら岩の上で腰鋪けていると、今まで

ガスがかかっていて全く見えなかった中から、八ッ峰と

源次郎に固まれた長次郎谷が浮かび上がってきたのであ

る。その瞬間「これだJと思った。頭の中を覆っていた
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ガスも吹き飛んだ。素晴らしいとか、美しいとかではな

い、長年苦労してやって掘り当てた、そんな「宝物Jを

見つけたような感覚であった。何か無性にうれしさがこ

み上げてきた。人にそれを伝えたいのだけれど、どうや

って人に言っていいのか分からない。それでも人にこの

ことを分かつて欲しい。何とかして教えたい。でも誰に

も教えたくはない、そんな気持ちであった。

別山尾根、小窓尾根、源次郎、八ッ峰、三ノ窓尾根、

早月尾根、剣尾根、その他にも北方稜線や後立山を経て

の継続等数多く「剣Jへ到るルートはあり、どれも素晴

らしく、自分も何度か、この幾つかのルートをトレース

するであろう。そういう自分が「剣」にこだわり、憧れ

を抱くようになったのも、いやもっと根本の、自分が登

山を続けているのも、たった一つの「宝物Jを見つけた

からなのである。

ちょっとした偶然から、ほんの自分のひねくれた気持

ちから、出合った、あの長次郎谷の光景を忘れることは

出来ない。そして、この「宝物j に出合えたことを幸福

に思い、いつまでも、いつまでも心の中に大切に持ち続

けたい。

YAMAへ
l年山本泉

前略、本当はあなたの事好きです。

だけど、一緒にいると素直になれないのです。どうい

う訳か意地をはってしまうのです。負けるものか、と対

抗意識ばかり持ってしまって、あなたと楽しめない事が、

しばしばあります。

私は、あなたに助けられてばかりいます。厳しい事

(ばかり?)言ってくれます。それは大変感謝してます

し、私の事を思ってくれるからこそ言ってくれるのだ、

という事も分かります。

でも、自分があなたに何も返せないのが悔しくて、ま

たそんな自分がはがゆいのです。

あなたといると自分のダメさ加減が大変よく分かりま

す。それが原因で落ち込んでしまう事もしばしばありま

す。そんな時あなたはよく言ってくれます。

「ダメだと思わないで、今の自分がそうだと思ったら少

しでもよくなろうと努力すればいいじゃないかJと。

そうだなあと思います。でもその時あなたにはもう勝

てないな、とも感じてしまうのです。あなたは私には大

きすぎます。時々一緒にいるのがつらくなります。だっ

学生寄稿

.A夏山合宿にて

であなたは強くて一人でもちゃんと立っていられるので

すから。だから時々あなたのそばを離れたくなります。

でも会っていない時は、あなたの事ばかり考えてしま

います。新聞や雑誌であなたのことを見かけると、

「あーやっぱり素敵だなj

と思ってしまいます。

なんで、こんなにあなたのことが好きなのか、よく分り

ません。でも、うん……たぶん、あなたが初めて見せて

くれた笑顔があまりにも魅力的だったからだと思います。

今でも時々見せてくれますね。でも二っとして閉じ表情

はないのです。けれど皆んな素敵なんです。もう一つは

あなたといると私も笑顔でいられるのです。それもとび

っきり上等のです。

今だから言いますけれど、今まで一度だって満足に撮

れた写真がなかったのです。どういう訳か、いつもムリ

して笑っていて表情が妙なのです。けれどあなたと一緒

だとよく撮れるのです。あなたといると自然な笑顔にな

れるんです。

あなたっていつも厳しいし、時々腹の立つ事もあるけ

れどあなたの笑顔はハッとする程素敵なんです。

あなたがあまりにも大きL、からと言って落ち込む事は

ないですよね。まして張り合うことは無意味です。でも

そんなあなたに近づくには私も大きくなる必要があると

恩うのです。そうすればあなたと一緒に楽しめて、喜び

も分かち合えますよね。

時聞はかかるかもしれないけれど、待っていてくれます

よね。

これからも色々とあると思いますが、よろしくお願い

します。

では、また会う時までさようなら。

泉より

追伸、あなたに出会えてよかった!

お



黒部をめぐる僕の冒険

4年山本茂久

“黒部"、この言葉は底知れぬ深さと神秘性を秘めて

いる。

北アルプスのちょうど真ん中、鷲羽岳に源を発する黒

部川は、薬師岳の東面を緩やかに流れて明るく開けた谷

・上ノ廊下を造り、かつての広河原、現在の黒部湖に注

ぎ込む。そして、黒部別山の東面を深く削りながら流れ、

急峻に切れ込んだ深い谷・下ノ廊下を造り出すのである。

この深く険しい谷、黒部川は実際、古くは猟師たちが、

最近では電力開発のために多くの人々が出入りしており、

人の匂いがする場所であるはずなのだが、すべてを覆い

隠してしまったかのようにひっそりとしている。そして、

この黒部川をめぐる山々、つまり、後立山連峰と、薬師

岳から立山、剣岳を経て北方稜線へと伸びる、剣・立山

連峰の独特の懐の深さはどれも登挙意欲を鐙き立てるも

のばかりだ。だから黒部川とそれをめぐるすべての山々

を含めた言葉、 “黒部"には底知れぬ深さ、恐ろしさと

共に魅力的な響きがこもっているのである。

そして、この魅力的な山域“黒部"を積雪期に、自分

で設定した理想的なラインで結ぶという素晴らしい山行

形態が“黒部横断"だ。私がこの“黒部横断"というも

のを知り、意識したのはいつだったのだろうかH ・H ・。

たぶん、 l年生の冬山合宿の時ではなかっただろうか。

この冬山合宿は、後半は悪天に見舞われ、停滞が続い

た。当時の私にとって行動はつらいものであったが、行

動しないことはもっとつらいことであった。しかし、滅

入っている気分をいっぺんに明るくしてくれたのが、山

本修OBのいろいろな話だった。中でも山本さんがl年

生だった時の、冬山の白山と春山の黒部横断の話はとて

も印象的だった。十何日も山に入るのは嫌だけど、ここ

から見える鹿島槍から谷を越えて剣まで行ってしまうス

ケールの大きさは素晴らしいし、なんか辛いんだか楽し

いんだか良く分からない話ぶりにやたら感動してしまっ

た。

というわけで、少々こじつけっぽいが、このときが

“黒部横断"に興味を持ちはじめた瞬間であったかもし

れない。

しかし、 “黒部横断"という言葉を強烈に印象づけた

のは、冬山合宿を終えてしばらくした頃に出た、雑誌、

岳人 5∞号の中の特別企画、 『積雪期・黒部川横断研究』

であった。これは、和田城志氏が、酒井国光氏の著書

『黒部雪山』をもとに(?)、自分の経験と、収集した

記録を横断箇所別にまとめてコメントを加えた研究ノー

トなのだが、非常に細かく、具体的過ぎて、まだ雪山 l

年生の私にとっては「マニアックだなあJというのが素

直な印象であった。それでも、私に強烈な印象を残した

のは、内容よりも、扉の題名の横に書いである言葉だっ

た。それは、

『ヒマラヤの困難な高峰に登ることは面白し、。しかし、

もっとエキサイティングな登り方が日本の山にもあるこ

とを知ってほしい』

というものだった。感覚的に「これだJと思った。この

頃は、エキサイティングなクライミングは壁にしかない

と思っていたので、なにか新しい可能性を発見したよう

な気がしてとても興奮したのを覚えている。

とはいうものの、実際、冬の剣岳も憧れの対象でしか

なかった当時の私にとってはまだまだ先の話であり、現

実には目の前の山行をしっかりこなして力をつける方が

先決であった。そのような中で、 “黒部横断"は心の奥

底にしまわれたのだった。

しかし、 2年生の冬山合宿が剣岳・早月尾根に決まっ

た頃から、 “夢"であった“黒部横断"が、明確な“目

標"となっていったのであった。そして、 4月にリーダ

ー交替があってから、年度目標を“春山合宿・黒部横断"

に定め、数々の偵察山行を行い、着々と計画は進んでい

った。その問、様々な問題があったが、 lつずつクリア

ーして出発にこぎつけた。実際の黒部横断は、比較的天

候に恵まれ、赤谷尾根隊と共にやや余裕を残した、楽し

い合宿となった。

しかし、冷静に考えると、色々な考えが浮かんで来る。

結果的には素晴らしい山行となったが、入山以前の事

などを考えると、まだまだ問題が残っていたのではない

か。合宿であることに縛られ過ぎていたのではないか。

そして、一番の問題は、素晴らしい力量を持った同僚や

OBに頼り切ってしまったのではないか、ということで

あった。

常々思っていたのだが、チーフリーダーになってから

というもの、後方で構えていることが多かったせいか、

どうも守りに回っていたように思う。立場からすればし

ょうがないのだが、それに甘えて自分に対する厳しさを

も失ってしまっていたようだ。 rこれではいけない、今

度“黒部横断"に挑戦するときはトップ切ってパリパリ

登るようにしようJと思った。春山合宿から帰って lヶ
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月も経たないうちに、もう 2度目の“黒部横断"を考え

ていた私だった。

平成3年8月、ボッカのバイトで北岳山荘にいると、

明治大ACがやって来た。恒例の夏山合宿らしい。夕食

前、みんなで話していると明治大OBの広瀬さんが声を

かけてきた。

「おう、山本、元気かよ。そういや、この前から言って

る春の黒部の話だけどよ、どお? 考えてみたJ

「いやあ、春は一応ヒマラヤ考えてるから……J

「でもさあ、実働、スペア合わせて40日のすげえ計画な

んだよ、今しか行けないよJ

高校山岳部の時の先輩でもある広瀬さんも“黒部"に

魅せられた 1人だ。しかし、このときはまだ、 「みんな

でヒマラヤへJの思いが強かった。

平成3年12月、冬山合宿前、ナムチャパルワ遠征から

帰った広瀬さんと会うと、話はやはり“黒部"のことに

なった。

「やっぱり日本の山がいいよな。黒部の計画どうしょう

かJ

もうこのとき私は、ヒマラヤの計画も無くなり、春は

“黒部横断"に決めていた。

「そうですね、今更デポも出来ないし、良さそうな所調

べなきゃいけませんねJ

「もう408の計画も出来ないしなJ

という具合に、この計画は何となくゆっくりと進み始

めたのだった。

平成4年2月、冬山合宿が終わり、山岳部も引退し、

一段落した頃から具体的な計画に入って行った。それま

でに、個人的に色々と調べる事にしてあったのだが、広

瀬さんの意気込みは凄〈、私の知識など、調べていない

に等しいくらいだった。そして、 2月に入る頃、正式に

メンバーカf決まった。

リーダー広瀬 学(明治大学ACOB 25才)

メンパー松本伸夫(法政大学ACOB 26才)

山本茂久(日本大学AC4年 23才)

広瀬氏と松本氏は共に厳しい山岳部でリーダーとして

ならし、ヒマラヤ経験もある。何故かまだ学生、現役パ

リパリの強者だ。この2人に比べたら僕なんかまだまだ

ヒヨツ子同然、それゆえに、特攻隊長として思いっきり

活躍出来るだろうなどと思ったのだった。

ルートの決定に当たり、あまり危険でなくて、それで

いて面白く、学生でなくては出来ない山行を、というこ

となどを考えた結果、上ノ廊下横断、薬師岳東面登著書、

学生寄稿

剣岳主主頂ということになった。これには2つのポイント

か有る。 lつは、薬師岳東面・薬師岳南稜第2尾根につ

いて。このルートは、過去2登の記録があるのみで、そ

れも非常に古〈、概要か首どつかめないので、行って見

てみないと分からない、という、とても冒険的なルート

であること。もう 1つは、湯俣から剣岳までは、パカみ

たいに遠く、ノンデポ、ノンサポートでこのルートを成

功させているのは、過去、酒井国光氏らの隊のみである、

ということである。別に記録を追う訳ではないが、それ

なりに面白いルートであると思うのである。

3人共違う大学であるということは、予想以上にやや

っこしいことであり、装備リスト Iつ作るにも様々な問

題があったが、経験豊富な 2人によってなんとかうまく

進んで、行ったのであった。

3月l臼。とうとう出発にこぎつけた。パンパンに膨

れたLOWEの l∞tザックを背負って明治大の部室を

出る。物凄い重さだ。完全に40kgは越えているだろう。

計算では45kg近くあるらしい。新宿のホームで、家口、

勝文、そして、現役部員のみんなが見送ってくれる。な

ぜかいつも以上にうれしい。 rこいつらのためにも、私

は登り続け、そして帰って来なければならないのだJな

どと、勝手な思い過ごしをして気合が入る私であった。

3月2目。いつものように寝ぼけ限をこすりながら信

濃大町に降り立つ。そういえば、 l年前もこうしてここ

に来たのだ。相変わらず進歩が無い、などと考えながら

タクシーに乗る。タクシーは結局七倉まで入ってくれた。

うんざりする重さのザックを背負ってトボトボ歩き始め

る。高瀬ダムの縁を行くと雪が出てくる。ワカンを付け

るほどでもないが、ツボ足ではつらい。ザックの重さに

鴫いでも、ペースは上がらない。こんなにつらいのは久

しぶりだ。距離は伸びないが、時間は刻々と過ぎていく。

とうとう16時になっても湯俣に着けなかった。入山早々、

重苦しい雰囲気を残して l日は終わった。

3月3目。朝、体が重い。 3人共全身筋肉痛になって

いる。

「う一、つれえ。こんなんじゃ先が思いやられるぜJ

口々にやり場の無い文句が出てくる。 1ピッチで湯俣

に着〈。所々温泉が涌いている。

「なあ、ちょっとだけ入ってみな~¥Jと、松本さん。

「でも、入ったが最後、今日はもうザック背負えません

よ。いっそのこと今日はもう……」と、私。

「もちろんダメ。そろそろ行くぞJと、広瀬さん。

湯俣尾椴はいきなり膝まで潜る急登のラッセルで始ま

お



った。そしてそれは次第に傾斜を増し、とても45kgも背

負って登れない程になった。

「こりゃ、ダブルボッカしかないねj

いやらしい雪壁を往復する。結局、 3∞m程登るのに

2時間近くかかってしまった。その後は所々いやらしい

雪壁を交えた雪の斜面を、鴫ぎながらひたすら登って行

く。やっと稜線らしい所になった、 1.9∞m地点で行動

終了。

3月4目。 3日続きの良い天気だ。樹林の緩い、良〈

締まった斜面をゆっくりと登って行く。次第に傾斜がき

つくなり、樹木が低く、まばらになってくると、突然、

湯俣岳の頂上に出る。周りには遮るものも無〈、とても

良い景色だ。凹凸のはっきりした硫黄尾根が良〈見える。

また、ここからだと、槍が間近だ。剣はまだまだ見えな

いというのに。雄大な景色を見ながら、再び樹林帯へ下

って行く。コルからの登りは、雪庇を巻きながらの急登

でいやらしい。雪壁が出てきた所でザイルを出す。

「山本、ここ行ってよJ

「もちろんっすよ。え、ザック置いてくんですか。それ

じゃ、ビレーお願いしまーすJ

つてな具合に行って、ロープをフィックス。戻って来て、

ザック担いでもう l度。広瀬さんが松本さんをビレーし

ている聞に l人で先へ。と、 10m程登った所で、自の前

を横切る不気味な亀裂を発見。一瞬凍りっき、息を殺し

てそおっと越える。越えた瞬間、汗が噴き出す。そして、

無責任に、

「ここん所にでかい亀裂が有りますから、気をつけて、

早〈来てくださいねJ

fな、なんだとーJ

優雅にロープを巻いていた2人が、慌てて登り出す。

亀裂の上のピークに着いて、

「あ一、生きた心地しなかったぜJ

結局、南真砂岳を目前にしたコルに絶好の幕場を見付

け、幕営。

3月5目。今日は予想通り、.天。風が強い。南真砂

岳に登り、真砂岳を目指す。途中のいやらしい鎖場、ハ

シゴも根性で越えて、トラパース道との分岐に着く。こ

の頃から風が更に強まり、みぞれが降ってきた。雪の斜

面と化したトラパース道から主稜線に出る。ここまで来

たらもう水品小屋を目指すしかなL、。視界の効かない、

ひどい天気の中、岩峰を巻きながらひたすら歩く。横殴

りのみぞれと強風に飛ばされそうになるが、異常な程重

いザックの威力が発揮され、体を傾けながらうまく進め

る。もう幾つの岩峰を巻いただろうか、時間の感覚も無

い。全身びしょ濡れだ。そろそろ着いても良い頃だが、

と思った時、やばい岩峰が出て来た。無言の一致でロー

プを出す。 lピッチでそこを銭け、斜面を上がると念願

の水晶小屋だ。

「ゃったーJと、喜びも束の問、

「おい、ところでどこから入るんだよ、これJ

「あれ、おかしいなー。確か冬期開放してる筈なんです

けどねー」

とりあえず、唯一入り口らしい扉を開けてみる。 15分

位かけて開けた、小屋の前室の中は雪がぎっしり。

「まじかよー。でも風強いし、場所無いから外には張り

たくないしJ

仕方がなく雪を掘り出して、 3畳位のスペースにポー

ルを1:本抜いて設営した。悲惨な l目だった。

3月6目。相変わらずの悪天。しかし、いきなり気温

かP下がり、全てパリパリに凍りつく世界。また、雪が吹

き込んで除雪が大変な l日であった。

3月7目。早朝は吹雪いていたが、 7時頃には、風は

強いものの空は晴れ渡ってきた。小屋の裏手から小指の

爪の先程の剣が見えた。まだ先は長い。気合を入れて出

発。ヤッケが凍りついてゴワゴワするが、気分は良い。

憧れの雲ノ平が近づいてくる。この広大な雪原はなにか

神秘的なものを感じさせる。その雪原に今から足を踏み

入れるかと思うと、鼓動が高まり、ラッセルのつらさも

忘れてしまいそうだ。祖父岳で l本とってから、雲ノ平

へ下って行く。下りきってからは、右から縁に沿っ芯趣，

って行く。やや遠回りになるが、こっちの方が雪が締ま

っていて歩き易いのだ。それまで強かった風も、雲ノ平

に入るとピタッとなくなり、ただ、 3人の足音と、はあ

はあという息遣いだけが耳に入ってくる。ただただ無心

で歩き続ける。高天が原峠への降り口で一本取る。静か

な世界だ。多分この山域にはこの3人しかいないだろう。

この空間を独り占め出来たような満足感と、北アルプス

のへそというとんでもなく遠い所に来てしまったという

絶望感がないまぜになって、複雑な感覚がする。

「さあ、天国から地獄へ下ろうぜJ

楽あれば苦あり、とはよく言ったもので、ここからの

下降は、正に地獄の苦しみだった(ちょっとオーバーか

な?)。グズグズに腐った雪の下にクラストした面が有

り、足を踏み出せば必ず崩れる。何度も滑落しそうにな

り、 3度程流されてやっと峠に着くが、そこからは“ゴ

ジラの巣"の連続で3人はでは思うように進めない。結
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局、尾根が極端に細くなる手前の 2.2∞m地点で・幕営す

る。ここからは第2尾根がパッチリ見渡せる。思ったよ

り、顕著な良い尾根だ。上部は岩稜、中間部は奇麗な雪

稜、下部は樹林の急傾斜になって上ノ廊下へ切れ落ちて

いる。ちょうど、樹林を抜けて急な雪稜を越えた肩の辺

りに岩峰が見える。

「ありゃあ、かなり手強そうだなJ

「うん、直登は難しいねj

f右からだったらなんとか巻けるんじゃないかなあJ

という具合に、裾状に広がっている尾根末端の右から

取り付くことちなった。

3月8目。今日はいよいよ黒部横断だ。天気も味方し

てくれているようだ。下降を始めるといきなり樹林の生

い茂った細い岩稜になった。悪い。木登り、枝くぐり、

慎重な雪の処理と、息が抜けない。じりじりと下って行

く。やっと尾根が広くなり、急に下り始めたが、うまく

ルートを選んで、とうとう黒部川に降り立つことができた。

ここ立石は開けた気分の良いところだ。とても悪名高き

黒部の谷にいるとは思えない。

I上ノ廊下横断に恐怖は無しリ

と語った和田城志氏の言葉が蘇ってくる。ここには、

厳しさは無いが、落ち着きと安らぎがある。それで・十分

であると思うのだ。

黒部川はとうとうと流れていてデプリは見えない。し

ばらく探したがどうしようもないので、徒渉に決める。

プラ靴を首からぶら下げ、裸足で川に浸かる。非常に冷

Jたい。それに、思ったより深〈、流れが速い。何度もバ

ランスを崩しながら、間一髪のところで持ち直し、無感

覚の足を引きずって対岸にたどり着く。石の上にどっか

と座っても足の感覚は戻って来ない。それでも靴下を履

こうとすると、石に点々と血の跡が。なんと、足のいた

るところに傷があり、血がしたたっているではないか。

感覚が無いからいいものの、戻ったらどんなに痛いこと

か。気休めの処置をして第2尾根に取り付く。ここは樹

林帯の広大な斜面だ。マッセルも無く、物凄い早さで高

度を稼ぐ。そのうちに足に傷口の痛みが戻ってくる。激

痛が走る。もう我慢できなくなった頃、樹林を抜けた。

3月9目。今日も晴天。雲ノ平や高天が原などの美し

い景色を見ながら、クラストした斜面を上がっていく。

肩へ突き上げる手前でザイルを5ピッチ出す。どうやら

知らぬ聞に問題の岩峰の裏に回り込んでいたようだ。予

期せぬ、織しい偶然に助けられて、あっさり肩に出た。

ここからは延々と雪稜が続く。 8ピッチ程ザイルを出す

学生寄稿

と、左へ屈曲し、岩稜に突入する。この岩稜が素晴らし

い。北稽東稜のゴジラの背のような、やたら細い岩稜が

印m程続いているのだ。一瞬息を飲んだが、慎重に2ピ

ッチフィックスすればあまり問題無〈越えられた。もう、

カールの向こうに薬師岳の頂上が見える。しかし、稜線

は左へ大きく迂回しているのだ。今日の最後のピッチの

氷雪壁を越えて少し行った所でタイムアウトになった。

3月10日。朝から風がやたらと強い。朝一番のラッセ

ルに鴨ぎ、東南稜に出て薬師岳へ。頂上で、やっと視界が

開ける。素晴らしい景色だ。夏には見覚えのある山々も、

雪を纏ってとても美しく見える。剣岳もうんざりする程

遠くに見えるが、見えなかった今までを思えば実現可能

な距離だ。勝手知ったる薬師~立山の稜線にやっと辿り

着いたのだ。頂上からは気持ち良〈、ただ歩くだけ。相

変わらず下っていくと着いてしまう間山を越え、スゴ乗

越小屋へ。小屋は見事に埋まっていて、入る気にもなら

ない。夏のテント場に設営。今回持参したテントは、明

治大ACがチョモランマ遠征時に、特注で大手登山用品

底に作らせた、 2'"'-'3人用、外張・内張一体式ゴアテッ

クステント(前室っき)という物凄いものなのだが、設

営が困難で、、その他色々な所まで親切設計が行き届いて

いて(?)、非常に使いにくい。 3人の間では、不都合

があると、 「親切設計だからJというのが流行ってしま

った。

3月11目。朝暗いうちに目を覚ますと、外は猛吹雪。

連日行動の疲れもあったので、あっさり停滞を決める。

が、 10時頃に目を覚ますとやたら舷しくて暑い。一瞬夢

かと思って寝直したが、暑くて眠れない。ふと気付いて

ジッパーを開けると、ギラギラした、場違いな太陽が目

に入った。

「あーっj

今日は無風快晴。越中沢岳、雲ノ平、上ノ廊下が素晴

らしく良〈見える。のんびりとした l日で、良い休養に

なってしまった。

3月12日。今日も良い天気だ。スゴ乗越までのいつも

の道のりも、雪庇が複雑に出ていて長〈感じる。乗越か

らは、まだまだ、重〈肩に食い込むザックと格闘しなが

ら真面目に歩くのみ。館中沢岳を越えると、第2の雪原

・五色ガ原が見下ろせる。 1宮山を下って、真っすぐに雪

原を横切る。重荷のためボロボロになったワカンが歩き

づらいが、気持ちは良い。

3月13目。とうとう今日は立山アタックだ。この調子

なら大汝山ぐらいまで行けそうなので気合が入る。獅子

司

t。。



岳への登りはスリップすればひとたまりもないが、単調

な登りだ。コルから鬼岳へは稜線通しに登って行く。徐

々に雪壁状態になり、行き詰まってしまった。とりあえ

ず検に逃げてザイルを2ピッチ出し、鬼岳へ。更に2ピ

ッチ竜王岳頂上直下のトラパースで使う。竜王岳の肩ま

で来ると、さすがに立山は間近。剣岳もその勇壮な姿の

全貌を現し始めた。強風にさらされながらも、 3人の目

は剣の頂上へ突き刺さっていた。

「もうここまで来たら、早月尾根から下るしか無いなJ

一気に雄山の頂上へ。夏は賑わう神社も今は閑散とし

ている。本当の頂上に初めて立つことが出来た。なにか

自分の庭に入ったような気がして楽になったが、そんな

気持ちも、神社下のトラパースで一変した。先の鋭い私

のアイゼンをもってしでも強固な抵抗をみせる氷壁。こ

こは日本一堅い氷といっても大袈裟ではないだろう。ツ

ァッケとピックを車Lませて、じりじりと移動する。口が

渇き、頭の奥がキーンとする。時間の感覚が無くなる。

なんとか切り抜けビレ一点に達すると、やっと生きた心

地がした。

大汝避難小屋は予想に反して埋まっていた。ドアの所

を掘ったりしてみるが跨が明かない。小屋を目指して来

たのに、この強風の頂でまたテントを張るのか。

3月14目。アラームの音が響く。すぐ‘に起き上がって

暗閣にリヒトを灯す。後ろからMSRを取り出して自分

の前に置き、プレヒート。静かだ。もう何日間閉じこと

を続けているのだろう。そのうちに松本さんが起き上が

り手伝ってくれる。 MSRが力強い炎を上げるようにな

ると広瀬さんが起き上がる。相変わらず大量の朝飯を胃

袋に収め、さあ、出発だ。今日は剣まで頑張ろう。

富士ノ折立から 4ピッチでコルに着く。やはり、かな

りいやらしいトラパースだった。そこからは、ひたすら

強風に逆らって歩く。晴天の下、剣岳は歩いた分だけ近

づいてくる。喜びよりも、感動よりも、ただひたすら前

へ行こうとする意志のみが3人を支配し、ただ黙々と登

降を繰り返させるのだった。

前貸jの登りは、トップを任される。もう昼過ぎで、グ

ズグズの雪が限りなく崩れ、恐ろしい。野本だったら何

て言って登るだろうか、などと考えながら、慎重に登る。

前剣からは所々フィックスを交えて行くのでペースが上

がらなし、。ここでは、僕はミッテルになり、 2人の先輩

にトップを任せる。さすがに2人は冷静かっ力強く、岩

峰を越えて行く。とうとう、平蔵避灘小屋には16時半に

なってしまった。広瀬さんはイケイケで、松本さんはも
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う終わりにしたい感じ。僕はその前のフィックスで滑落

し、尾てい骨が痛いので、あまり乗り気ではなかったが、

出だしの氷のルンゼとラダーを見て、 「行ける!Jと思

った。こうなればもう、

「剣は目の前なんだから行っちまおうぜ。今日は日暮れ

が遅いってJ

という広瀬さんの言葉に、もうパカになっている 2人

は、

「そうだな!J 

と、二つ返事で登掌開始。カチカチの氷のルンゼから

ラダーで lピッチ。ラストの松本さんが上がって来た頃

から急に天気が崩れ、夜が迫って来る。 2ピッチ自にか

かった頃にはもうリヒト登著書であった。結局、 3ピッチ

目が終わった、斜めのツルツルの場所に無理やり設営し

た。疲れ切った体を休め、最後の“命の水"を分けて、

一足先に念願の剣登頂を祝い、長い長い今日 1日を、そ

してこれまでの道のりを思った。

3月15日。案の定昨日からの吹雪は一向に止む気配は

無い。しかし、こんなひどいところでは停滞も出来ない。

気温が高いのでのんびり行くことにして出発する。もう

ここまで来ればルートの見当はつくが、それにしても視

界が悪すぎる。 3mも離れると前の人が見えなくなって

しまう。それにみぞれのような雪が不快だ。 30分程でと

うとう頂上に着くが、下降が困難なのであまり焦らず、

広瀬さんのたっての希望により、ここに設営する。昼過

ぎから気温が低下する。濡れものが凍りっき過ごしやす

くなった。-1Q"C位が一番良いようだ。

3月16目。今日も吹雪。もうゴールは間近なのになぜ

剣は僕らを離してくれないのか。

「かなり惚れられちまったようだなJ

「女の子にもこれだけしつこく惚れられたら苦労しない

んだけどなあ」

「山に惚れられでもなあJ

「でもさ、すがりつく女を振り払って去って行く、つて

のもカッコいいと思わねえかJ

確かに。それじゃあ、いっちょ行くか。そんな感じで

一面白色の世界へ下降開始。最初のルンゼを懸垂下降で

下り、カニのハサミを巻いて獅子頭へ。早月尾根の下降

は、広瀬さんが4回目、松本さんと僕が3回目、 3人共

吹雪の中でも確実に下れる自信があった。その自信が悪

いほうへ作用したのか、それとも初めから無理だったの

か、僕らはなんでもないはずの所で迷ってしまった。結

局、獅子頭を鍾えたらしき所のテントの跡のような場所



に設営した。

「よっぽど好かれてるみたいだな、俺逮J

まったくだ。しかし、なんとか明日には降りたい。体

力よりも精神力を維持し続けることがだんだん苦しくな

ってきた。ここに、渡辺や家口や野本や田端や、日大山

岳部の面々がいたらどんなに楽であったことであろう。

ここにきて、僕は改めて今まで仲間に甘え、そして仲間

によって強さを与えられていたことを知ったのだった。

でも、今回の山行を素晴らしいものとして終えたとき、

少しは純粋に自分自身が強くなっているように思えるだ

ろう。

3月17日。今日はとうとう最後の臼になりそうだ。天

気は良い。伝蔵小屋の下に雲海が広がっているが、あそ

こまで下れば問題はない。慎重に慎重にザイルを出しな

がら下って行く。昼過ぎに伝蔵小屋に着いた。ゃった。

もうこれで滑落の危険は無くなった。しかし、まだ分か

らない。馬場島に着くまでは気を抜いてはいけないのだ。

きれいな青空と剣岳のピークに別れを告げて雲海に突入

し、ガスの中をがむしゃらに下って行〈。どれだけ下っ

たのだろうか、眼下に建物が見えてきた。馬場島だ。ア

イゼンを履いたまま舗装道路を歩き、県警の派出所の前

まで来る。握手を交わす。とうとう着いたんだという安

心感が体を重くした。 3人で上へ行き、下山報告をする。

お茶と羊養を貰う。有り難い、とてもおいしく感じる。

そのとき、救助隊の人が、

「これからどうするのj

「あっ、タクシーでも呼ゐで、と恩っているんで‘すけどJ

「あら一、いまさ、通行止めにしであるから、歩かなき

ゃなんねえよJ

「どこまでですかJ

「もちろん、伊折までだ。でも、雪は無いから 2時間も

あれば十分行けるさJ

自の前が真っ暗になった。もうふらふらなのに、まだ

あんな荷物を担いで10回も歩くかと思うと気が滅入った。

これでもか、これでもか、というくらい激しい仕打ちに、

僕らはこの山行を“OB強化山行"と名付けたのだった。

3人共黙々と歩き、伊折に着いたのは、とっぷりと日の

暮れた19時であった。 3人は顔を見合わせて苦笑いした。

これで僕の2回目の黒都横断は終わった。今回は守り

に入らず、がむしゃらにトップを切って行ったが、自分

の力量の無さ、弱さを思い知った。と同時に2人の先輩

の真の強さを実感した。どうもお世話になったという感

じであったが、次に組むときまでには、パートナーとい
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えるように安定した強さを身につけたいと思う。

この山行が終わった直後は、もうこういう山登りはた

くさんだ、と思った。しかし、 2ヶ月も経たないうちに、

もう次の黒部横断を考えている自分がいる。やはり、積

雪期の黒部には人を魅了して離さないどうしようもない

素晴らしさがある。一度それに魅せられてしまった人は、

容易には妓け出せないのだと思うのである。

冬山合宿を終えて

4年渡辺勇一

冬山合宿を終えて、もう 2ヶ月以上過ぎてしまった。

完全計画遂行という感慨にふけりながら、なにかと 4年

間の山岳部生活が思いおこされる。

当初、私達が入部したころの山岳部は、まさに廃部の

危機にあった。そのような状態のなかで、菊谷CLのも

とで山登り生活が始まったのである。ゼロからの出発で

ある。

l年のころの山岳部の活動は、合宿内容からみるとそ

れ程、中身があるとは、言い難かった。それもそのはず

である。何も知らなしリ年ばかり10人、しかもリーダー

も2年生2人ではまともな形とはいえないのも当然であ

る。しかし、山登りを単純にとらえた場合、とても新鮮

であった。

l年からすでに装備、食料などに関しでもリストを創

らせてもらえたし、また、その管理全般に渡ってもまか

されていた。 l年中心の山行ばかりであったので、槍に

行きたいといえば、渋々、菊谷CLが付き合ってくれた。

そんな感じであった。

そんな、のんびりやってきた私達であるが、 2年にも

なると少しずつ自我がめざめてきた。完全とまではL、か

ないが、上級生に意見を言って戦うようになった。今、

恩うと笑い話で終わりそうであるが、相当、菊谷CLも

やりづらかったことと思う。

同期の仲間が、たくさんいるということは良いことで

ある。部会以外でも l人の部屋に集まっては「今回の合

宿は、面白かったJ rつまらなかったjなどと話をして

いた。少なからず、小さいながらも山行計画を立てられ

るようになって自信がつくようになったのかもしれなL、。

ちょうど、この頃、部室で面白いファイルを見つけた。

暇な時があると部室に来ていた私達の誰かが見つけたの

である。

それは、 『ライラ』という部内誌であった。木津さん、



村口さんら昭和田年率業のOBの方々が学生の時、心血

を注いでつくられたC?)幻の『ライラ』である。その中

身は「どこまで本当なのかわからないJと絶賛されたし

ろものである。内容は当時の山行を紀行文にした形でお

もしろおかしく表されており、そのパワーが伺われる。

「これだjおもむろに私は感化された。少なくとも感化

されたのは私だけではなかったはずである。これまで私

は、自分の知らない難しいと思える山域で合宿をしてい

る他の大学の山岳部に劣等感をもっていた。しかし、自

由な発想で山自体を全員で楽しんで・こそ、その意味があ

るのではなし、かと実感するようになった。

これまで、 「たのしんで山を登れJといわれでも何を

どの様にすればよいか分からなかった私達に具体的な方

法を伝授してくれたのが『ライラ』だったのかもしれな

い。私達4年が、何故2年間にもわたって越後にこだわ

ってきたのかは、暗黙のうちにこのようないきさつが出

来上がってきたからではないだろうか。

また、私達がのびのひ'と活動をやってきた背景には、

非常に協力的なコーチ会の存在もあげられる。私達の登

山志向を充分に理解してくれたし、どの様にすれば面白

くなるかを教えてくれた。そのような場所がコーチ会と

言う場所であった。

特にそれは、 3年になったとき強〈思うようになった。

私達は3年の春に黒部横断という現HCであられる古野

OB、山本OBがやられた計画を是非10年ぶりにやって

みたいとかねてから思っていた。正直な話、今のメンバ

ーならできるという自信が2年のときにヒマラヤに行っ

た仲間と圏内に残って厳しい合宿、個人山行を実行して

きた仲間には目覚めたのかと思う。 2年でこれ程の合宿

が組めるようになったのだから、今度は横断しかないと

思うはずである。

コーチ会での議論も年度始めからその話が主だったよ

うに思う。その頃のリーダー会も猪突猛進であった。今

までの合宿内容を迄かに上回る内容を盛り込み、特に 1

年生の雪上訓練には力を注いだ。その様な状態をより客

観的に見て指導してくれた。

先日、冬山合宿が終わってから、久し.dくりに山へ行っ

てきた。古野、山本、石川、 3人のコーチにお誘い頂い

て南アルプス、塩見岳へ登ってきた。深夜に部室を出発

し!朝方尾根の取り付きに着き、仮眠の後、登り始めた。

その日は三伏小屋で一泊。

翌日、塩見にアタック。朝から降り続く雨は留まるこ

とを知らず、小屋を出たとたんに4人ともずぶ濡れにな
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った。そもそも、このパーティは、リーダーという権限

がはっきりしないパーティである。私は、近頃始めたア

マチュア無線で、同時期に南アルプス金山縦走をしてい

る学生との交信を楽しみにしてきた古野OBと、今年、

マカルーに行くためのトレーニングに来ている山本、

石IIIOBの前では、 「今日は止めましょうJとなかなか

言えない立場で、とにかく出発してしまった。

樹林の中をズボズボと亀のようなスピードで進み、題

見の小屋に11時30分ころ到着した。小屋は雪で埋もれて

屋恨の一部しか見えなかったが、その屋根の上にどこか

で見て天幕が2張、雨で沈むように張ってあった。

「こんな所で停滞しているより、三伏の小屋まで-行って

停滞したほうがいいよJ

と古野OBの鶴の一声にみんなシンとなった。そそく

さと出発の準備をはじめる。

この時点で私は、もう百|き返すのかと思った。ここか

らどうみても頂上まで1時間半はかかるものと思ってい

た。それにこの雨と寒さでは登れない。だが、石川OB
の重い一言、

「私は、頂上行きますよj

何も言わず4人は、撤収を開始している学生を片目に

頂上に出発していった。この後、寒冷前線の影響で塩見

の斜面はアイスパーン。古野OBと「遭難とはこういう

時に起こるんだなあJなどと冗談を言いながらふらふら

になりながら小屋へ着〈。

小屋では、その夜、臨時コーチ会。学生はたまったも

のではない。

近頃、毎週のように山へ出かけていくコーチの方々を

みていると、そこには、 4年間行ってきた山登りのなか

に接点が見いだされる。それは何なのか。越後の計画が

出来たときにも、やはりコーチの量五響を感じていたし、

何よりも部員全員が本当に山登りを楽しむ上で良い手本

になってきたと恩われる。

『ライラ』との直接の接点は、いまのコーチの方々を

通してより鮮明に私達に通じたのかもしれなし、。部室に

飾つである二つの黒部横断の写真には10年という時間の

流れはあるが、その考え方、立場、その時の情熱は少な

からず私達も引き継いできたものと思っている。



桜門山岳会

阪門山岳会活動報告(平成 3年度)

一平成3年度活動を顧みて

桜門山岳会理事長中嶋 啓

【…大学山岳部存続の危機…】 総会当日 (5月15日)

の産経新聞の記事である。

-敬遠される r3 KJ、 “山男"減少の一途

・伝統ある明大異例のOB通達 「新入部員かわい

がれJ

-同大では廃部論争に

・一般登山にも変化の兆し~増える中高年者の遭難~

以上が、総会受付にて配布した記事コピーの見出しで

あり、中身は明治、慶応、早稲田、同志社等を例にした

大学山岳部の表退ぷりである。

記事によると、明治7人 (4年2人、 l年5人)、慶

応8人(1年2人、外6人、学年別なυ、早稲田 6人

(今年の新人6人。昨年の新人O人を教訓に、 <日大が

数年前に行なったように>約印万円<日大・約 130万

円>をかけて6人を獲得・新人 l人当り10万円との事)、

同志社3人(昨年度・ 2年 l人、 l年 l人。 OB臼〈、

「遭難時に山岳部自身で救出できないのであれば、部活

動を存続させるべきではないJと、廃部論争云々)と伝

えています。このような事は、私か理事長に就任した当

初、最重要課題であったし、今後いつの日か、日大山岳

部にも再発しうる問題かと思います。

しかし現在のわが日本大学山岳部は、新入部員15人を

含む28人が4年度の部員数であり、違った意味での難し

さ(個人装備・天幕等の周具不足、遭難対策、リーダー

不足等)を生じる事と思いますが、若いコーチ陣の助力

を得て、各部員に合った楽しい山岳部生活を期待したい

ものである。

「桜門山岳会の活動報告を…j との依頼を受けました

が、 3年度も前年同様に桜門山岳会の懇親会、 OB関係

者の会合等を数多く開く事ができましたし、学生の山行

も非常に活発な一年だったので、桜門山岳会も日大山岳

部も充実した一年間であったと恩います。

懇親山行、集会等は、どうしても東京中心となります

が、日本山岳会副会長に就任されました<松田雄ーを祝

う会>や<平山山岳部長を囲む会>、その他、年代別に

よる会合や幅広い山仲間も加えての故人を偲ぶ会<初見

氏・金坂氏>や同期会<北鎌会・シルバーOB会など>

も多〈開かれたようです。そのような活動の中で、代表

格は卓奥友 (CHO・OYU8.201 m)峰登山隊ではない

かと思います。このような姿は、 <日本大学山岳部活動

が順調>である証であり、できる事なら、この状態を維

持させて行きたいと思います。

日本大学山岳部は、我々桜門山岳会の仲間である平山

善吉氏(建・ 31卒)が山岳部長に就任して一年が経過し

ました。日本大学常務理事という職務のため、学生との

交流(山行参加)は非常に難しい事とは思いますが、就

任中には総隊長として海外(ヒマラヤ)遠征し、現役・

若手OBを引き連れて出掛けて欲しいものである。

平成3年度も基本的には会員聞の情報(親睦)を図る

ため、桜門山岳会短信および会報羽号を発行し、全会員

無償配布を進めて、学生やOBの活動状況を可能な限り

知らせてきました。

また、桜門山岳会運営の中核である理事(役員)会は、

議題の有無・過小に限らず隔月開催に努め、出来る限り

の方々(特に在京OB)に出席して頂きたく周知してき

ましたが、出席者は固定化の傾向が見えて少々残念です。

年代差(煙ったさ)を感じるのか、若手の欠席が非常に

目立ちました。

今後の理事会は役員会(理事・評議員等)と改称して、

より以上にOB各位が出席しやすい雰囲気で開催してい

くべきではないかと思っております。

多々計画しました懇親山行では、

5月 中国・四国会員による伯嘗大山集会

6月 剣沢レリーフ設置行(故高橋計介氏。当時の仲

間で)

10月 紅葉の立山・弥陀ヶ原(故佐伯文蔵氏の墓参を

兼ねて)

などの懇親山行は、盛況の内に終わる事ができたのでは

なし、かと思います。

集会としては、桜門山岳会関係は、

・松田雄一氏のJAC副会長就任を祝う会

.平山部長を囲む会
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を開催し、その他に関係者の方々によって開催された、

-初見一雄氏を偲ぶ会

・卓奥友 (CHO・0刊 8.201m)蜂霊堂山隊の歓送迎会

.金坂一郎氏を偲ぶ会

等についても、関係者はもとより多くの会員が参加され

ました。一部の仲間からはイベント屋と陰口を言われて

いるかもしれませんが、桜門山岳会の親睦には役立って

いると自負しています。

昨年度の経過報告でも述べましたが、私が実施して来

た桜門山岳会短信や会報の発刊・配布等は、桜門山岳会

会費元資への食い潰しかも知れませんが、短信、会報、

懇親(山行)会等の機会を少しでも多くする事により、

学生の活動やOB諸氏の近況を知り、日大山岳部や桜門

山岳会への関心が生じる事を願って、理事長就任以来続

けて来ましたし、今後も継続するつもりです。

その効果としては、各行事(総会・懇親山行・集会等)

への参加が増加傾向にあり、また各集会等における返信

状況(ハガキ等)も多くなっているように見受けます。

ただし、催し物が多く、返信記入が度々のためか、名

簿作成用として使用できない(雑な)返信記入が多くな

りました。返信は名簿作成資料としますので、電話・住

所は丁寧にお願いします。

中国・四国会員の世話により 5月に実線しました{白書

大山集会では、 22名の仲間が参加されました。過去は、

総会・懇親会等では「多くても30名が限度…Jと言われ

ました出席者も、.近は常時30"-'35名位の方々が参加下

さるようになりました。

今回の平成3年度総会には、 40名のOBが出席され、

学生を含みますと70名近い出席者となりました。

一方、学生山岳部は、昨年新人4名と少ない仲間でし

たが、 16名(内、女子 1名)が残りましたので、久し振

りに20名の大台に乗り、その仲間違は殆どの山行に参加

しています。山行参加者も常に20名近い参加があり、上

級生の充実もあり、活気ある山行を続けた一年だったと

思います。最終目標とした春山合宿では、南アルプス金

山縦走を無事成功させました。私か哩事長に就任した時

と比較しますと、ここ数年は出来過ぎの感があります。

今後も学生や若いOBの活動しやすい環境作りを進め

ると共に、魅力ある山岳部の育成を願い、桜門山岳会で

は個々の和を深めるために、各種集会や懇親山行等は実

施して行くつもりです。(懇親山行については、 6月20

日 "-'21 目、 ~Ji尺集会を計画しましたが、既に約20名の参

加希望が手元に来ました。)

桜門山岳会も、卓奥友隊やパミール登山隊とは言わな

いまでも、出来る事なら会としての海外遠征計画を持つ

べき時期ではないかと恩います。宮原さん日〈、 r70周

年記念行事として、北極・南極・ヒマラヤ同時遠征でも

したら…J。今秋には岡田、村口らヒマルチュリ隊の仲

間によるマカルー北西稜が予定されているようですが。

桜門山岳会の今後の課題と言いますと、昨年と同じに

なりますが、

① 桜門山岳会会費について(運営に関わる経費の維持)

各種通知・会員名簿・会報・短信等の発行の定期化

を進めるにあたり、現状の終身会費制(一人日.0∞円)

で続くのか? いずれは会費徴収問題(年会費制・

終身会費の増)を必要とします。

② 日本大学山岳部(桜門山岳会)の歴史と記録
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山岳部創立70周年記念行事(創立大正13年・ l但4年)

について。

戦前、 「日本大学山岳部々報.~.1 J、 「岳人・

2J、 「霧氷・ 1"-'9号J、 「若き山霊に捧ぐJ等の

各種追伸集など、記録集が発行されてきましたが、太

平洋戦争を境として昭和20年前後の記録を含めて、山

岳部記録の統一と収集・整理等が必要ではなし、かと恩

います。特に戦前活躍されていましたOB諸氏の言ト報

にあたり、記録の大切さを感じますので。

③ 学生の確保(部員募集)と海外登山(学生山岳部の

魅力として)

今年は良かったですが、いつの日か記事のようにな

るか、わかりません。学生山岳部の盛況は、 OB会に

も波及しますので、毎年部員募集にあたっての協力・

体制IJ(経費をかけて=募金など)を作りたいものです。

( r山と渓谷J平成4年5月号、 “がんばれ大学山岳

部"を参照下さい)

海外登山については、理事会等での古野コーチの話

にもありましたが、海外登山は非常に身近になってお

り、学生・若手OBの遠征計画に対して理解し、協

(助)カしていくべきではなL、かと思います。

その他、桜門山岳会には多くの課題(集会室の有無な

ど)はありますが、今後は理事会を役員会(理事・評議

員等の会合)に改称し、開催日を第O曜日と決めて年間

6四位(縞月)を開催目標とし、在京会員に限らず都合

のつく会員の集会場として、とりあえずは平山部長にお

世話願い、学生・若手を理解できる役員会でありたいと

思います。それには、当然学生からの積極的な働きを必

要としますし、学生に近いOB遠の協力を必要とします。



今後も学生への理解を深め、桜門山岳会の活動(山行

・集会等)を少しでも多くし、桜門山岳会の発展を進め

ていきますので、平成3年度同様のご協力をお願い致し

ます。

長々と恩いつくままに書かせていただきました。

6月の剣沢

レリーフ山行と最後の文蔵氏を看取って

昭和34年経卒中嶋

-期日平成3年6月8日(土)'"'-' 9日、

10日・立山~芦勝寺

置参加者土肥(室堂まで同行)、石坂、深瀬、安田(八)、

下崎、中崎、大城夫妻、赤井、池田(錦)、

高橋(正)、根津、柴田、加藤(元部員・池

田の同期)以上14名

.日 程 8日:室堂~雷鳥沢~別山乗越~剣山荘(泊)

佐伯文蔵氏の容体悪〈、剣沢小屋は関かれず、

剣山荘に変更。土肥は室堂まで向行、平蔵谷

出合・大岩にレリーフを設置する。

9日:平蔵谷出合、レリーフ参拝後、 2コー

スに別れて下山する。(池田は仕事のため、

朝3時発でーの館~黒四経由で帰京)

①深瀬、赤井、高橋、根津、柴田、加藤は、

真砂~内蔵ノ助~黒四~扇沢へ。

②大城夫妻は室堂より扇沢へ、扇沢にて

深瀬らと合流し帰京。

③ 石坂、中嶋、下崎、安田は、室堂~千尋

ヶ原に下山後、 4人で芦餅寺の自宅に佐伯

文蔵氏を見舞うも殆ど意識なく、奥様をは

じめご家族に看取られており、呼び掛けに

も返事はなく、静かに眠っており昏睡状態

でした。夜、土肥08来訪、千尋ヶ原・杉

田屋泊。

10日:朝6時、佐伯文蔵氏の言ト報にて起こさ

れる。朝食後、杉田屋の杉田三江子さん、石

坂、中嶋の3人で文蔵氏宅に上がり、静かに

眠る文重量氏を参り、関係08に連絡。土肥O

Bに諸事をお願いし、平湯~沢渡~松本(石

坂下車)'"'-'中央高速経由で帰京。

.後記今回は、平成元年8月に実施しました剣沢小

屋集会の際、故高橋計介氏のケルン(昭和32年9月、源
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桜門山岳会活動報告(平成 3年度)

治郎尾板本谷に設置)が積雪などで度々崩れるため、ケ

ルンを撤去し、碑板(後日、谷中の寺に置く)を東京に

持ち帰り、崩壊のない所(岩場)にレリーフを設置する

事を考え、当時の仲間による山行となりました。

時期は、前年6月11日に亡くなった佐伯富男氏(通称

トンコ、文蔵氏の娘婿)が私によく薦めた季節を選びま

した。富男氏は北大08なので、初見さんを心配し度々

電話を頂きましたが、初見さんより先に亡くなりました。

晩年のトンコ氏は自宅におられる事が多〈、いつも夏

にお邪魔し立ち寄る度に、酒塩をコーヒーに替えて、

「中嶋さん、剣岳は6月中旬が一番良い。天気は良く、

登り易いレ・・Jと言っていましたので、剣沢小屋が夏準

備のために開かれる頃を選んで実施しました。残念なが

ら剣沢小屋には泊まれず剣山荘泊まりでしたが、好天に

恵まれ、静かな剣岳を眺め、何とか目的を果たす事が出

来ました。

レリーフは平蔵谷出合・大岩に設けましたが、取り付

け中は大岩の中頃と思っていましたが、残雪期(昨年10

月)に行ってみると予想外の上部でした。

この度は、私自身の佐伯富男氏の墓参を予定していま

したが、まさか偉大なガイド佐伯文蔵氏の最期を看取る

とは思いませんでした。

「佐伯富男氏の祖父、佐伯静氏は、大正12年1月15日、

積雪期登山最初の事故として世に知られている松尾峠の

惨事、横有恒・三田幸夫・板倉勝宣三氏の遭難の際、芦

勝寺で取り仕切り、秩父宮殿下の立山登山の際は自宅を

宿泊所として提供。佐伯富男氏の実家は副泉坊であり、

母親は杉田三江子さん(杉田屋)のご主人・故杉田寛治

氏の姉にあたります。杉田寛治氏は芦餅寺・教山坊の次

男で、杉田屋の先代・杉田モト氏(学生時代大変お世話

になりました)に見込まれ杉田屋に入りましたが、佐伯

文蔵、佐伯政光(戦後の08から平山部長の頃までは大

変お世話になった)両氏と共にお客を冬期の立山登山に

案内中、昭和10年l月に室堂付近で遭難されました。 J

<詳しくは『剣の大将・文蔵』、 『ガイドの系譜』など

を一読して下さい>

私個人としては佐伯富男氏とは懇意でしたが、文蔵氏

との関わりは、学生時代、米の買い付け等でお世話にな

りました。当時の山岳部(今でも)は登山ブームの中で

も金にならないし、小屋としてはあまり喜ばざる客だっ

たと思います。剣沢での赤痢事件や高橋計介の事故の際



には大変お世話になり、特に高橋の事故では、当時剣小

屋にいた南極帰りの安治(文蔵の弟)、栄治(義弟)の

両氏をはじめ、先述の佐伯政光(当時、室堂営林署)や

宏、II美則(弘法小屋の主人・昭和39年5月奥川にて熊狩

り中、雪崩にて遭難)も「日大山岳部のためにJと山を

下りてまでいろいろとお世話(棺作り)をして下さいま

した。

佐伯富男氏の話では、文蔵さんは入院生活をしたもの

の元気を回復し、小屋を子息(友邦氏)に任せてからは

芦勝寺の自宅で悠々自適の生活との事でした。

先の剣沢小屋集会の際(平成元年8月)、杉田屋で戦

前のOB諸氏との懇親会を催し、真島、崎回、星野 (70

年ぶり)、野田さんらに再会された時は非常に喜び、病

み上がりとは思えない程元気でしたし、好きな濯なども

飲んでおられました。日中私がご自宅に伺った時は、水

越さんの碑に供える花と線香を用意されており、 「今ケ

ルンをまいって来たのでJと戦前の方々に遠慮されてい

ましたが、石碑には、すでに花と線香があげられており、

周囲の草も刈り取られていました。

夕方、杉田屋で文蔵氏を囲んでの懇親会に、再度お迎

えに伺いますと、子供のようにそわそわして待っていた

文蔵氏の笑顔が、今でも脳裏を離れません。

文蔵さんの手で、水越一郎氏の碑はいつも手入れがさ

れていましたが、書物等で知られている板倉勝宣氏の碑

(水越さんの碑より上にあり)には訪れる人も少ないと

みえ、私達が訪れた時は荒れ放題で、一部は崩れていま

した。

最近の芦餅寺は、閤魔堂から上の墓地を中心に《歴史

と風土》の散歩道などを作り、公園風にしており、古い

民家の移築や山岳博物館も出来たようです。剣、立山方

面にお出かけの節は、時間を作ってじっくりと芦勝寺を

散見するのもいいものです。ぜひお出かけ下さい。お薦

めします。

なお、桜門山岳会では皆さんのご儲カをいただき、

日本大学山岳部とのかかわりを中心とした「佐伯文蔵氏

のアルバムJを作成しました。作成には真島、崎回氏が

あたりました。何分にも写真収集が十分とは言えない

かも知れませんが、なかなか立派なアルバムを2部作っ

てくださいました。 1部は、この度の剣沢小屋集会の

際、文重量氏のご家族にお渡しします。もう l部は、桜

門山岳会・ B大山岳部周として、現在私が保管してお

ります。
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「シJv/'¥ー OB践の立山一]
昭和16年電卒真島↑致監」

一集 ム-
Eコ 91年10月2日、立山駅前杉田屋にシ

ルパーOB十数名が、北は札幌、西は神戸から集い、地

元の土肥先輩を中心に若かりし頃の山の話に花を咲かせ

た。然し、文さんの居ない立山の集いは、何か物足りな

く、一昨年の杉田屋ではなやいだ気分にはならなかった。

翌日は芦餅寺で墓参後ロッジ立山連峰に登り、若い

OBや2名の現役も加わって和やかに歓談した。

一出 発ー そして翌4日アルペンルートを大町

へ下る組(笹本、鞍回、山口)と弥陀ヶ原散策組に分か

れ、夫々体力、脚力、それに思い出に従って真っ赤に紅

葉したナナカマドの高原を楽しく下って行った。

一難 所一 私共のノtーティーは、結果的には地

獄谷→天狗平一←ーの谷→弘法→八郎坂→称名のコースを、

崎回、田中、松井、渡辺(恭)と私の5名で歩いたが、

誰もこのコースを歩いたことがなく、鎖やロープのある

岩場のような所に出て往時のリーダー逮も一寸勝手が違

った様子であった。

谷底の小川を渡った所で昼食にしようと座り込み、地

図を見れば、これがーの谷か、と納得顔。少し早いが弁

当にして元気を取り戻し、昔、重いリュックに鴨いだ道

を、遥か木の聞に各人が懐かしい思いを馳せながら追分

とおぼしき方向に向かった。

松尾峠の向うには、普変らぬ薬師岳の偉容が意外に近

〈望まれ、数回越えた縦走の様子が生々しく思い起こさ

れた。追分に出てヤレヤレと思ったが、これから弘法ま

での舗装道路の行進は、下りとは言えウンザリ。大アゴ

を出して(私だけかな?)弘法では大の字になって休養

しばし。

一億かしの八郎坂一 私は 4"'-'5分だが眠ったので

元気回復、勇んで懐かしの八郎坂へ。称名の滝は、昔と

変わらず(と言っても昔は滝を見る余裕など全く無かっ

たが……)弥陀ヶ原の水を集めて浴々と段をなして落ち

ていた。

休み休み、写真を撮りながら飛竜橋まで下る。 10年程

前 (78年)土肥先輩に案内して頂き、崎田君と 3人で下



った時、八郎坂は通行止めになっていて道も相当荒れて

いた。特に飛竜橋の付近は台風の爪痕がひどく、やっと

橋が渡れたように記憶している。今の八郎坂はハイキン

グコースとしてきれいに整備され、橋もしっかり修復し

であるが、その下流は砂防ダム(と言うより石防ダム)

の工事が更に進められている。

川沿いの舗装道路は、昔の面影はなく痛む足を引きず

って、ただ杉田屋でのビールを思い浮かべながら、ひた

すら無言で歩いた。

-廻逢(めぐりあい)一 不意に道路の左側にパ

スが見えてヤレヤレと思ったが、何とそのパスには我々

以外のメンパー全員が乗っているではないか。まるで狐

につままれたような気持で、何故彼らがここに居るのか

直ぐには理解で‘きなかった。

我々は、土肥さんのグループ(土肥、津村、星野、遠

藤、桜井)はパス、ケーブルを乗り継いで杉図屋に下っ

たものと思っていた。が、さすがは勝手知ったる地元の

桜門山岳会活動報告(平成 3年度)

住人、天狗平からパスで弘法へ、そして八郎坂を下った

のであった。石坂君は普歩いた道に最も近いコース(10

年前に土肥先輩に案内された道か?)を下り、これら 3

パーティーがまるで時聞を示し合わせたように、同じパ

スで、目出度く杉田屋へゴールインした。

一反 省一 今回の弥陀ヶ原散策に参加したシル

バーOBの多くは、恐らく弥陀ヶ原は自分遠の裏庭位に

親しみ、そして理解していたと思う。然し実際に歩いて

見ると、少なくとも私にとっては案外酷しい面もあるこ

とを発見した。また、平均年令70才近い我々は、体力や

運動神経の衰えを認めながらも、内心はまだまだと思っ

ていたが、鎖場や石段でバランスを崩すなど、大事には

至らなかったが、反省すべき点もあったと思う。

一終わりに一 中島君ら若いOBのパックアップに

感謝し、シルバーOBの山行が、今後も長く続けられる

ことを祈って筆を嫡く。

平成 3年度(桜門山岳会)活動経過

平成3年 5月~平成4年 4月、 ( )内;学生

~ 之 回 月日 場 所 主 t.r. 内 w. 出席者

6.16 千石 ・宮長スタジオ 3年度事業計商・前期行事の報告，初夏山行 等 8 

理 2 9. 12 千石 ・宮長スタジオ 学生の活動報告と今後の予定. 08=各種集会報告と今後の予定 4 

事 3 11. 14 日大・理工学部平山研究室 学生=秋山報告及び冬山計画. 08=平山都長を囲む会 等 7(2) 

会 4 1.31 日大・理工学部平山研究室 学生=冬山報告・春山計画と新役員. 08=総会準備と役員改選 9(4) 

5 3. 12 日大・理工学部平山研究室 平成3年度総会滋備(5月15日・東条会館に決定) 等 11 

5.25-26 イ白 誉 大 山 26日=大山登頂後.現地解散 22 

6. 8-9 剣沢・剣山荘 故設金高置(橋。51帰計人途介:'4レ6芦万リ勝円ー寺)フ行に。てケ佐伯ル文ンJ崩蔵壊氏のに伴最期い.を平看蔵取谷る。出合OのB大有岩志募に 13 

6. 15 半 蔵 門・東条会館 初見一雄氏を偲ぶ会 45 
集

7.10-8.9 1日ソ連・パミール 阪及び門、山岳会パミール夜山5隊;;')コルジェネフスカヤ隙 (7.105m) 2 
メ~ コムニズム腕(7.495m) ~を頂

と 7. 19 御茶ノ水・銀座アスター 松田雄一氏のJAC副会長就任を祝う会 42 

O 8.2 半 蔵 門・東条会館 同人シルバータートル卓奥友(子3-tl-8.201m)峰登山隊1991歓送会 日日関係49

B 9.10-12 i葱 沢 圏 シルバー08上高地行 6 

動 10. 2-5 立山・弥陀ヶ原 シルバー08紅郎葉の立山碑・弥参陀るヶ原行。芦勝寺にて，故佐伯文蔵 19 (2) 
氏及び放水越一氏のを

向
11. 22 半 蔵 門・東条会館 平山部長を囲む会 日B関係33

2. 15 千駄ヶ谷・全郵政会館 告同人会シルバータ(4ートル2)卓奥友銀廃(h-オ1-8.201m)陣登山隊1991登催頂報
。写真展 /6-12) ギャラリーアイエスにて開

3.17-18 掛川市倉真温泉・真砂館 シルバー08掛JII集会 11 

3.21 目黒 ・雅叙園 金坂一郎氏を偲ぶ会 日B関係25
」 ー

tu 
a
q
 



海外登山

パミーノレ登山報告
-1991年夏の記録-

中村進

1991年7月26目、私たちはコルジェネフスカヤ 7.105

m、続いて8月3目、最高峰のコムニズム 7.495mに登

りました。ところが、その2週間後ソ速にクーデターが

勃発し、 4か月後の12月21日にソ連は消滅してしまいま

した。そして、新たな国家連合体「独立国家共同体」と

なりました。つまり、私たちが登った山「コムニズム峰J

も「コルジェネフスカヤ峰Jも幻のような話しになって

しまいました。しかし、もちろん山は消えたりしません。

現在、タジク共和国最高峰となったコムニズムとコル

ジェネフスカヤは、今年中には新しい名前がつけられる

そうです。

O 行動報告

登山期間 1991年7月10日........8月9日 (30日間)

メンパー L. 中村進 (43年率)

今野善郎(日年卒)

SG弘 中村省爾

スペシャル・ゲスト・メンパー(SGM)として参加した

中村省爾さんは、 4年前に私とチョモランマに登った方

です。 1975年ダウラギリW峰、 77年にはK2登頂、さら

に圏内では谷川岳ーの倉衝立岩冬季登著書、その他にも数

々の氷壁の初登挙記録を持つ49才の現役クライマーです。

...タジク人の民族衣装をまとった美人の出迎えを受ける。
(オーシ空港(Photo今野〉
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1.コルジェネフスカヤ峰(7.105m)の登山

「わざわざ悪いなあJ、村口君がはるばる成固まで見送

りに来てくれた。おまけに彼と岡田君から銭別まで頂い

てしまった。そう言えば今野君は村口君と山岳部の同期

であったし共に第一次ヒマルチュリ隊のメンバーでした。

7月10日、私たち3名は村口君のニコニコ顔に見送ら

れて12時日分モスクワへ向け成田を飛び立ちました。

午後5時30分モスクワ着。入国、通関ともに簡単に終

えてロビーにでる。空港には日本の代理底「イーストj

のプラカードを持った担当者が出迎えてくれる話になっ

ていたのですが、いくら探してもそのような人はいなし、。

半ば諦めていた時、ソビインター・スポーツの封筒を腕

に抱えて入口から出て行こうとする若い女性が目に止ま

った。パッとした直観でした。 rソビインターの方です

かJと聞くと「イエスJ。思わずホッとする。しかし、

私たちが分かりそうなプラカードなど何も持っていなか

った。出迎えに会えないでタクシーに大金を取られてホ

テルまで行った日本の登山者も多いと聞く。

スポーツ・ホテルに着いて、 19時半夕食(日本時間O

時半)0 22時ロビー集合、 22時30分出発、 23時30分空港

着(日本時間旧時30分)もう眠くてしかたない。そのま

まパスの中で待機、約1時間程限る。

パスはそのまま空港の中へ入ると、すでに私たちの荷

物は届いていました。ステッカーを渡され、全ての荷物

に張り終えると出発ロビーに案内され、 01時40分まで待

たされ、やっとオーシ行きのヅェットに乗る。 02時30分

テイク・オフ、 06時却分オーシ着。空港2階のレストラ

ンで朝食。 10時20分パスで‘アチクタシBCへ向け出発。

18時30分、標高 3.9∞mのアチクタシBCに到着した。

7月10日の正午成田を出発して、翌日目の午後61時30

分(およそ32時間後)にはアジア大陸の中央、パミール

の山中に来てしまっていた。この移動の早さに驚いたの

でした。平地から32時間で富士山の頂上に、全く運動し

ないでしかも睡眠不足状態で連れて来られてしまうよう

なもので・、少々まいりました。

7月12日

午前中、ソ連側責任者と打合せ。アチクタシBCの最



oノレーート桔爽B各区忍 (コムニズム峰、コルソェネフスカヤ峰)

S'.，.J. 

6 

高責任者他それぞれのチーフを紹介される。まず私たち

の登山計画、タクティックスを説明すると、それに対し

て各チーフから、いろいろなアド、パイスや注文が出され

るというやり方でした。幸い私たちの計画案はすんなり

通り、食料、燃料など細かなことは担当のインストラク

ターとやってくれ、と簡単に終わってしまいました。

また、チーフの一人が「モスクビンBCへのヘリコプ

ターが明日出るから移動しないかJと誘われましたが、

高所11慎応を考慮し、丁重にお断りして明日は順化運動と

してBCのすぐ裏手にあるべトロフスキー峰(4，8∞m)

へ登ることにしました。

午後、ガソリンの支給を受けることにしました。現在

ブタンガスのカートリッジは「危険物Jと見なされ、航

空貨物、手荷物としては持ち込めないので、私たちは現

地のガソリン(費用に含まれている)を使うことにし、

ガソリンの容器は行動計画に合わせ 5∞cc、1J!、2J!

と色々なサイズの容器を日本から持参しました。特に支

給品は普通のレギュラー・ガソリンで小さなゴミも多い

と聞いていたので、一つ一つフィルターを使って慎重に

容器に入れました。

食料の支給は「カウンテイング・ルームj と呼ばれる
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海外登山一パミール登山報告

Aコルジェネフスカヤ峰(7， 105m)の全容

(ボロドキン尾根途中より) (Photo S N) 

部屋で担当者と話し、欲しい食品と数量をリストにして

もらい、食料倉庫の担当者にリストを提示して食品の提

供を受ける。全てそれぞれの担当者に頼まないと事は進

みません。

<アチクタシBCで入手できる食品>

オートミール、バター、チーズ、さけ缶、牛肉缶詰、

サラミ、ビスケット、チョコ・ウエハース、ハチミツ、

角砂糖、ワイン、コニャッ夕、シャンパン、コーヒー缶

コーヒー10gパック、ジュース、ミネラル・ウォーター

野菜、果物の瓶詰、キャビア、あめ

7月13日晴ぺトロフスキー(4，800m)、高度順化

トレーニング

B C (9
0 

30'一10
0 40' )稜線 4，050m

-150 20' )ぺトロフスキー山頂

山頂(150 40' -180 10' ) B C着

ぺトロフスキーの山頂までは、イエローポピーなど、

エーデルワイスなどの高山植物がいっぱいに咲き乱れる

斜面を登り稜線に出る。その後はながらかな稜線を忠実

にたどって行くとやがてすっきりとした雪稜となり、頂

上に着〈。山頂からはレーニン峰の絶景か望めると聞い

たので楽しみにしていたのですが、残念ながらレーニン



蜂は厚い雲に覆われて姿さえ見せてくれませんでした。

ぺトロフスキー蜂は山容、標高差、登著書の長さ、容易

なルートなど/1積化運動には敵した山と言えそうです。

7月14白 昼後晴アチクタシBC→モスクピンBC

8時半からの朝食を一番に済ませ、荷物を決められた

場所に置く。後はトラックがヘリコプターまで運んでく

れるので、 1キロ位離れたヘリコプターの所までエーデ

ルワイスを踏みつけないようにぶらぶらと歩いて行く。

10時30分テイクオフ、大型へリコには我々 3人と風邪

で移動が遅れた日本人 l名、日本人の世話役兼通訳の女

性スベラナ、他ソ連のスタッフ 2名、合計7名が乗った

だけで機内はがらがらでした。

中央パミールの中心モスクビンBC(4，2∞m)に11時

10分到着、飛行時間約40分でした。

「モスクビンBCは氷河舌端の岩がゴロゴロした大地で

殺風景な所」という評判でしたが、正面に最高峰コムニ

ズムが堂々と全容を見せ、さらに大きな氷塔群が迫り、

氷河を抱いた 6，0∞m級の山々にぐるっと取り固まれた

BC はネノfールやチベットでは見たことのない独特な雰

囲気を持ったベースキャンプでした。私はいっぺんにこ

の場所が好きになってしまいました。

昼食を食べ始めてしばらくした時、突然ぐらぐらとし

たかと思ったら「ドドーン、ドドーン、ドドーンJ

と大きい爆音が続いた。驚いて食堂テントを飛び

出すとBCから正面に見えるコムニズムの斜面に、

3ヶ所から連続して大きなナダレが発生。みんな

しばらくた然とナダレを眺めていました。どうも

パミールは地震が多そうだ。 r俺たちが登ってい

る時は勘弁してくれよj、本気で山の神に祈りた

い気持ちでした。

夕方、モスクビンのチーフやトレーナーと登山

計画について会談した結果、初めコルジェネフス

カヤ蜂をゆっくり登り、次にコムニズム峰をアル

パイン・スタイルで登るという我々の計画どうり

行うことになりました。

7月15日 晴 C 1へ荷上げ、順化行動

BC(侃。 50'ー070 30' )氷河横断終了

( ー叩。 10')ガレ上のコル4，5∞m

寸l。∞， )下C1. 4，ωOm 

C 1 (ll 0 20' -13。∞， )BC着

初日なので荷は10kgに抑え、ゆっくりと登る。

7月168 晴 C 1への荷上げ、順化行動

今野君も調子が良くなったので、 3人で行動。

7月17日曇後小雪休養

7月18日晴 C1入り

B C (090 15' -130 30' ) C 1 4， 900m 

C2への荷上げデポ、及びC3までトレースすること

を目的にC1入りをする。 3名とも良好。

7月19日晴 C1 (4，900m)から下C2 (5， 600m) 

へ荷上げ、往復

C 1 (070 45' ー開。∞， )上C1. 5，∞Om 

-12
0 
10' )下C2. 5，600mデポ

ー140 20' ) C 1着

7月20日晴 C2入り

C 1 (08。日， -120 45' )下C2 (5，6∞m) 

15人自分の燃料、食料、装備等の荷物を3人で均等に

分けたのですが、かなり重くなりました。最年少34才の

今野君も今日はパテタょうですが、 49才の省爾さんは年

令から体力評価すると、驚く強さでした。

夕食を終えた午後6時半頃より降り始めた雪は、夜遅

くなっても降り続いていました。下C2は快適な場所で

すが、氷河のクレパス平等の中央に位置し、上部はぐるっ

と斜面で固まれています。テントの十数m下にはクレパ

|ルート棚図 |

コルヅェネフスカヤ峰
1 1 05 m 

今野君は朝心拍数が00とやや高〈、からだもだる

いということなので休んでもらいました。
¥¥¥  
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スが大きな口を開おり、もし小さな雪崩でもテントごと

流されたらクレパスの中へ落とされてお陀仏です。結局、

シュラフには入ったもののどうしても気になるので省爾

さんと今野君に無理をいって夜10時、テントを脱出して

上C2まで登り、ツェルトで一夜を過ごしました。

7月21日 上部ルート偵察後BCへ下山

上C2 (070
∞上部ルート 5.f削 m付近

上C2 (120 30-17。∞) BC着

昨夜の降雪は20cm位ありました。大きな雪崩は出なか

ったものの、小さな表層雪崩がテント場の上方に発生し

ていました。あまり快適でないツェルトから出て、熱い

ミロを一杯飲んでから順化を兼ね上部のルートを偵察し

て見ることにしました。

岩壁の基部をトラパースして行〈ルートには殆どフィ

さて、ここでBCからコルジェ峰の下C2までのルートを紹

介します。

<BC→下C1} (上り約4時間、下り約 2時間半)

BCを出るとまずモスクピン氷河を償断します。ルートは美

しい氷塔の聞を右へ左へと歩きやすい所を選んで進みますが、

氷河は安定しているので心配はいりません。

しかし、 l、2ヶ所深いクレパスをまたいだり、避けたりす

る箇所もあり、アイゼンは着用した方が歩き易〈安全です。氷

河の償断は約30分位です。氷河を渡りきると後はC1までアイ

ゼンは不要ですので、私たちは岩の下にデポし、帰路また使用

することにしました。

氷河を渡りきってガラ場の斜面に出るまで50mlまど谷底を歩

きますが、上方のガレ斜面からの落石には注意をしたい所です。

踏み跡のついたガラ場の斜面を30分ほど登ると、広い平坦な

台地に出ます。振り返るとコムニズムの雄大な姿とモスクピン

氷河の全容が現れます。また、進行方向へ目をやるとルートに

なっている急なガラ場の斜面を望むことができます。台地から

少し下り気味に右手の斜面をトラパースしてガラ場の登りにな

ります。

やや急な斜面ですが、ルートは夏道のようにはっきりしてい

るので問題ありません。 fこだ後続パーティーがいる時は足元か

らの落石に注意が必要です。

台地からガラ場上のコル(4.500m)まで約50分。コルは展望

もよいので、最高の休憩所。ここから易しい岩場を斜上して行

くと、コルジェ隣の西側から流れ落ちる氷河の舌端が大きな懸

垂氷河となって眼前に現れます。

ルートは谷の川底まで下り、今にも訴下しそうな大きな岩が

乗った氷河舌端の直下をトラパースして反対側の斜面(右岸)

に受ります。

後は右岸についたトレースを辿って行けば、下C1、さらに

海外登山 一 パミール登山報告

ックスが張つでありましたが、昨夜の降雪で全て埋まっ

てしまい、掘り出すのに苦労しました。

7'"'-'8ピッチ進んだ時、次に 2∞m位のトラパースが

あり少し進んで・みたのですが、雪が不安定なので行動を

止めて引き返しました。さらに、天候が再び悪くなりそ

うな気配なので一気にBCまで下山することにしました。

7月22日昼~小雪休養

BCも昨夜の降雪で食堂の大テントがl張つぶれてし

まったが、雪化粧したBCもなかなか美しい。荷上げで

連日の行動が続いたので、今日は休養とするちょうどよ

いインターノ〈ルになりました。

7月23日晴~震~小雪休養

朝 6時、コルヅェ峰上空は真っ青に晴れ上がっている。

「しめた」と、たっぷり朝食をとりチーフ・トレーナ

上C1に着きます。下C1まで氷河舌端から約 1時間半、上

C 1までは約2時間です。

下C1はあまり良いキャンプ・サントではありませんので、

さらに15分ほと・登った上C1を勧めます。

〈上C1→下C2) (上り約4時間半、下り約2時間)

Cl;からはコルジェ峰西面の岩墜とその下から流れ出る氷河

とアイスフォールがよく見えます。

C 1からは右岸に沿ってヵ・ラ場を20分位斜上して氷河の端に

取りつきます。ここから再びアイゼンを着けます。

左側lの岩場と右のアイス・ブロックとの問の幅10m-15m位

傾斜301支位、氷河の上に雪の着いた斜而を登ります。(後日、

この上認の大きなアイスプロックが崩渡し大型のナダレが発生

このルートを登っていたアルメニアの隊員がー名生き埋めにな

ってしまいました。このルートはナダレのラピーネンツークで

もあるので注意が必要です)

登り切ると広い平担な地形となり、右手上方にコルジェネフ

スカヤ南稜へ出るコルが望めます。

平坦な雪面をまっすぐ登って行くと、左手に少し岩が露出し

たモレーン台地が出てきます。そのそレーン上にソ連のトレー

ナーのテントが緊急時に備えて l張ありましたが、人はいませ

んでした。

トレーナーキャンプ当たりから傾斜を増した斜面を初めしば

らく直登して、右へ登りながらトラパースして氷河の上のプラ

トーに出ます。平坦になってから 2、3のクレパスを避けなが

ら進むと、上C2の直下、広い平坦なクレパス帯の巾央に着き

ます。ここが下C2 (5. 600m)です。通常は 5.800mの上C2

を利用しますが、テントは 5-6張位しか張れません。私たち

は南稜6.100mのコルからアタックする計画でしたので、上

C2まで上がる必要はないので下のプラトーをC2としました4
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.コルジェネフスカヤの雪稜を登る。(PhotoS N) 

ーにアタックに出ることを告げに行ったのですが、 「明

後日は天候が最も悪くなり、今日と明日も悪い。 C2付

近は積雪が35cmに達したJという。さらにベテランのビ

クターというチーフは「今日は動かないで、明日の朝の

天候を観て行動したらどうかねJと誰に聞いてもいい返

事は返ってきませんでした。

天候に関する情報は非常に乏しいし、ましてはパミー

ルに初めてやって来た我々には天気の予測をするのはま

ず無理でした。そこで地元の経験者の意見に従い、今日

も「休養Jにしました。それから 2時間程すると、コル

ジェ峰は黒い雲に覆われ、 BCは小雪が降り始めました。

下C2から山頂までのルートを筒J単に紹介しておきます。

{下C2→山頂までのルート}

氷河が平坦になった 5，600m付近のクレパス帯の中が下C2

で、す。そこからのルートはコルジェ防南稜の西函岩壁基部の上

C2へ向かって雪の斜面を莫っ直ぐに登って行きます。上C2

直下でやや傾斜が増し (35~40度)ますが問題ありません。登

りきるとハングした岩壁の基部に着き、ここが 5，300mの上

C2 です。そこはフラットな雪面となっていて、テントは 5~

6張位張れます。

上C2を通過すると最初は岩壁基認に沿ったトラパースです

が、ここから 6，100mの稜線までフィックスがペタ張りしてあ

り、ルートの困難さはありません。しかし、

よく観ると固定ピンのロックハーケンがよく効いていないのも

ありましたし、 200mもの長い雪面のトラパースのフィックス

がl本の小さなロークハーケンだけで固定してあったり、ロー

プも古かったり、ナダレに遭遇したらとても頼りにならないよ

うな気がしました。

トレーナーは 「稜線手前の 200mのフ ィックスを通過すると

きは上からのナダレに注意しなさいJとアドバイスしてくれま

したが、雪も安定していましたので問題なく稜線に出ま した。

尚、稜線まで何ピッチあったか数えませんでしたが10ピッチ以

7月24日晴 BC→ C2入り

BC (叩。 15'一150 20' )下C2 (5，6∞m) 

今回、実際の登山日数は23日間しかありません。そし

て、この聞に二つのピークを登る計画でした。一方、

BC撤収まであと12日、次のコムニズム峰の登山を考え

ると 1日でも無駄にできません。幸いトレーナーの予想

に反して今日は雲一つない快晴になりました。みんなコ

ンデションもよいので、 C2まで一気に登りました。

7月25日 C 3 (A C)入り

C 2 (120 20' -150 30' ) C 3 (6， 1∞m) 

私たちはテントを下C2に残し、 C3はツェルトで一

泊してアタックと計画していました。計画的なビ、パーク

ですが、やはりテントのように快適でありませんので出

発を遅らせ、 C3には夕方着くようにしました。

7月26日晴頂上アタック

C 3 (050 15' -060 10' )上C3

-11" 52' )コルジェネフスカヤ山頂

-16。∞， ) C 3 

-17。∞，)上C2

-170 45' )下C2着

7月27日晴下C2→ BC下山

下C2 (08。却， -12。∞， ) BC 

上はあったと思います。

稜線!ま細い雪稜になっていて斜面をカッティングしないとテ

ントは張れません。スペースもやっと 3張位です。

{C 3→頂上}

C3を出るとすぐやや急な 2級位の岩稜が20mありますが、

ここにもフィックスがありました。しかし、上に出てみると

50cm伎のスノーパーがぐらぐらな状態でちょっとパーを持った

らスポソと抜けてしまいました。

それから雪稜をJ忠実にたと・って登って行くと、広い平坦な場

所に出ます。ここが上C3 (6， 300m)で、通常はここから頂上

をアタックします。テントは10張位OKで・す。

上C3から広い雪稜を登ってしばらく行くと雪稜はやや細く

なり、頂上に向かって右側にかなり雪庇が発達していますので

注意が必要です。以前、ソ速のトレーナも一人遭難しています「

細い雪稜のピークを一つ、二つ、三つ、四っと注意して登っ

て行くとやがて尾般は広くなり頂上直下の広い斜面に出ます。

最後は少し右から回り込むように東へ延びる稜線に出て頂上に

達します。山頂は雪でおおわれた広い平坦な所です。南方にコ

ムニズム峰がよく見えます。

一回一



コルジェネフスカヤ蜂 (7.105m)登頂記

日年卒今野善郎

ベースキャンプに入ってから11日目の7月25日。ょう

やくコルジェネフスカヤ峰へのアタック日が来た。タク

ティクスより遅れること僅か2日だが、高度JI頂応をしな

がらの慎重を期した計画だったので、打算ではもう少し

早くこの日を迎える予定だった。天候の周期が安定しな

かったことや、カールの底のようなC2で深々と降る雪

に雪崩の危険を感じて夜半に緊急避難したりしたことな

どが遅れた原因であった。残された実質登山回数があと

9日間ほどで、もう一つの本命コムニズム峰を残してい

るので、ここは確実に登ることが求められていた。

アタックキャンプとなったC3 (6.1∞m)から頂上ま

での標高差1.0∞mとこの日の帰幕予定地C2が雪崩の

危険性があるために、もう少し下の安全な所で夜を迎え

たいと考え、午前3時頃からゴソゴソと準備をはじめ薄

明の5時15分の出発となった。前日のかすかなトレース

の残る中を登り始め、いきなり30m!まどの壁を登ると頂

につながる幾重ものコプをもっ長い稜線に出た。コンテ

ィニアスやスタカットを時には交えながら膝下ぐらいま

でもぐりながらの登りは消耗が激しい。省爾さんは、機

械的な確かなスピードを刻みながら登って行く。進さん

もビデオをまわしながら前後に行き来して撮影したりと

まだまだ余裕がある。問題は私だった。足が鉛のように

重く、息もあがり、省爾さん、進さんに遅れること40分、

12時25分ようやく頂に到着し、二人に温かく迎えていた

だいた。 3人だけの頂上の気温一17"C、頬をきる風は冷

たかったが魂は熱かった。

頂上で進さんがビデオ撮影時の会話。

進 「チョモランマから 3年ぶり、どうですか気分はJ

省爾「山は低くとも、やっぱり頂上はいいですねJ

進 「大変だったでしょJ

省爾「苦しさは同じですねJ

進 「今野君、 7.∞Om初登頂、どうですかJ

今野 fようやく登りましたJ

i隼 「よく登りましたJ

今野「人生最高の喜びですJ

* 
ヒマルチュリ登山に参加したのが10年前でした。この

10年間、一人の大人として社会と家庭に適応するために

自分なりに働いてきましたが、数年くらい前から、なに

海外登山一パミール登山報告

企コルジェネフスカヤ山頂での今野、中村(省〉

7月26日(PhotoS N) 

か素直に順応しきれない恩いを抱きはじめていました。

そんな時に、今回のパミール登山のことを桜門山岳会の

会報で見た瞬間、落ち着きをなくし、この登山に是非参

加したいという衝動を静めることができませんでした。

2日間の短い登山活動でしたが、毎日楽しい日々でし

た。なにが楽しかったというと、パミールの美しい大自

然に包まれて、頂上をめざして瑞ぎながら受っている、

その登山という営み自体がとても大切な特に思えて楽し

かったのです。悠久を、風のそよぎを肌で感じながら、

今を生かされている歓喜でした。 10年前の肩に力の入っ

たヒマルチュリ登山の時には感じたことのない喜びの質

でした。

ですから、コルヅェネフスカヤ(7.015m)に登頂でき

ただけでも私は充分に幸福でした。山岳部に入部してか

ら憧れていました。一度でいいヒマラヤの頂上、もうこ

れ以上登らなくてもいいという一点に立って涙を流しな

がらピッケルを思い切り高〈振り上げることを夢見続け

ました。 3度目のヒマラヤで初めての登頂でした。

リーダーの中村進さんと中村省爾さんとは10歳以上も

私が若いのに、まるで軽自動車と 3ナンバーの車くらい

排気量が違っていました。私なりに仕事の合簡をぬって

トレーニングはしたつもりでしたが、歴然としたカの差

に、さすがにチョモランマやK2のサミッターは違うと

感心させられました。特に尊敬していた中村進さんと共

に行動して登山に対する姿勢や温かい配慮は、これから

の登山だけではなく仕事のうえでも貴重な体験でした。

登山を終えてモスクワに着いた特に考えたことは、日

本に帰ったら良い仕事をしたい、家族に優しくしたいと

いう素直な思いでした。また、社会と家族にしっかり適

応しようと思えたということは、きっと今回の登山が素

晴らしかったからです。仕事と家族を大切にして次の揺

らぎに備えたい。

'
E
A
 

E
d
 



2. コムニズム峰(7.495m)の登山

7月28日晴休養

コルヅェ峰登頂の翌日、上C2から一気にBCへ下山

した我々 は、 2日間の休養をとることにしました。

7月29日晴休養

この2日間無風快晴、登山の残り日数の少ない事を考

えると、ごろごろしているのが本当に勿体ない気がした

のですが、やはり40も中盤を過ぎると体力の回復にやや

時間がかかるのはやむを得ないところです。

「モスクビンBCの食事は美味いJこれは現地での評判

でしたが、確かにアチクタシより内容も味も格段に上で

した。美味しかったモスクビンのメニューを一つ紹介し

ておきます。

<朝食>オートミール、黒パン、チーズ、ジャム、ハチ

ミツ、紅茶、フルーツ (ブドウ、リンゴ)

<昼食>タラのクリームソース煮、ポテトとグリーンピ

ースあえ、野菜スープ、フルーツポンチ、スイ

カ

<夕食>麦飯、ハンパーグ、ポテト、グリーピース、黒

パン、 ジャム、ハチミツ、紅茶、リンゴ

食べ物は人の晴好ですので、口に合わない人もいるよ

うですが、 4.0∞mの山中でこれだけのバランスのとれ

.AモスクピンBCからコムニズム峰を望む(PhotoS N) 

た栄養素が摂取できるのですから、私には最高でした。

7月30日晴~餐コムニズムC1入り

BC (ω。日'一UO45' )取付き

(UO 50' -130 45' )アイスブロック上横断

-150 30' ) C 1 (5. 1∞m) 

登山に残された回数は6日、 7，495mのコムニズムを

登るにはアルパイン・スタイルの登山形式をとることに

なります。私たちは実働4日で登頂し、 1日で下山する

計画で食料・燃料は6日分を持って出発しました。

一方、 BCに届いた天気予報は最悪で「今日明日は良

いが、明後日より 2日聞は大きく崩れるJというもので

した。天気予報通りだとすれば我々は登頂のチャンスを

失うわけですが、こうなればダメモトとアタックするこ

とにしました。

7月31日晴 C1→ C2 (6，0∞m) 

C 1 (070 45' -130 10' )稜線

13
0 
30'一14

0
20' )プラトーC2 (6，0∞m) 

8月1日風雪、ガス停滞

早朝、コムニズムの姿を見ることができましたが、風

が非常に強いのでしばらく様子をみることにしました。

しかし、そのうち周囲はすっかり雲に包まれ風雪にな

ってしまいました。天気予報が的中したわけですが、そ

うなると明日もダメか、とちょっぴり悲観的になる。

午後、変な老人がテントに飛び込んできました。 rパ

ラグライダーでヘリコからプラトーに降りたのだけど、

天気が悪くて下りられないJというような事を言ってい

たようだ。そのままでは凍死するのではないかと恩われ

る位簡単な装備でした。熱い紅茶を勧めても「いらなしリ

といい、胸のポケットから生の人参、玉葱、ニンニクを

出して、逆に「食べろJと我々に勧めてくれる。しばら

くいて出ていきましたが、天気が良くなってから、無事

BCへ飛んで降りたようでした。ドイツ人でしたが、登

山者とはちょっと感覚が違うので驚きました。

8月2日晴 C2→ C3 (AC) (6，5∞m) 

C 2 (07。日， -13。初， ) C 3 (6，5∞m) 

今日は登るか、下るか後がない我々でしたが、幸運に

も天気予報は見事に外れ、快晴になりました。

今日はトレーナーのアドバイスもあって、 7，0∞mの

ドシャンベ(稜線)まで登って明日アタックすることに

したのですが、登って行くうちに今野君の体調が思わし

くなく、無理をやめて 6，5∞m付近にキャンプしました。

しかし、ここからでも頂上アタックは充分可能なので

問題はありませんでした。

円
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~コルジェ峰Cl への途中よりコムニズム峰を望む(Photo S N) 

8月3日 晴 C3→ドシャンベ・ピーク→

山頂→プラトー

C 3 (050 30'ー070 25' ) ドシャンベ

( 一曲。 45')雪壁取付

-110 20' )稜線

-120 05' )山頂

(120 35' -130 40' )雪壁取付

(一150 15' ) C 3 

(15。印， -170 20' )プラトーC2

朝、今野君の体調は特に悪いところはなったの

ですが今日はさらに高度が増し、 1.0∞mの標高

差を登零して下らなくてはなりません。稜線に出

る雪壁の登り下りを考えると高度による障害が出

て歩行が不安定になった場合滑落の心配がありま

す。さらに、登著書スピードがあまり遅いと登頂の

チャンスや下山のチャンスも失う心配などもあり

本当に残念でしたが、本人さらに全員の安全を考

えてアタックを諦めてもらいました。時間が今日

l日しか残されていないということも大きな要因

でした。

惨プラ卜ーC2 (6， OOOm)からコムニズムを望む

惨コムニズム頂上稜線ヘ出る雪壁(PhotoS N) 
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-コムニズム崎ノーマル・ルート を横断してド γャンベへの取付尾恨の泣くにするチームとあり

{BC→C け ますが、どちらでも変りません。

ルートはモスクピン氷河右岸、モレーン上の道を 1時間ほど

進むと少し聞けた場所に出ます。そこに直径 2m程の丸い大き {C 2→C 3 (約 6，500m)} 

な岩があり、それが氷河を償断する入口です。氷河は平坦でほ 取付きからしばらく膝位までのラッセルがありましたがその

とんどクレパスもありませんので、正面に見える取りつきのポ 上は堅くクラストしていてアイゼンでりズムが出てきます。そ

ロドキン尾恨を目指して行けば問題ありません。取付まで2時 れから青氷の斜而の下を回り込むようにして岩が少しづっ露出

関位です。 した斜面にルートをとって、後はどんどん直登して行きます。

さて、ポロドキン尾恨の取付は向かつて左前lに広がる懸垂氷 6，500m付近によいキャンプ・サイトがあります。平たい

河の上をトラパースしなくてはなりません。ところが、この懸 岩で整地された所もあり、この高度で乾いた岩の上にテントが

垂氷河の上はプロック・ナダレや表層ナダレが頻発している箇 張れました。雪面を整地すれば4張位は張れそうです。ゆっく

所で、現地のトレーナーも「とにかく l秒でも早く通過するこ り登って、ここまで約5時間位です。

とだ、安全な時間はないJと諦めている厄介な所なのです。昔

は尾恨の末端から登っていたのですが、そこも結局ナダレでル {C 3→ドシャンペ→コムニズム山頂 7，459m}

ートが使えなくなってしまいました。 ドシャンベまでは傾斜もゆるく問題ありません。約 2時間程

ここの通過にはたっぷり50分程かかりましたが、大きなデブ です。ドシャンベ・ピークから少しコムニズム側に進んだ所が

リの上を歩くのでいい気分ではありません。 キャンプ・サイトで平坦な広い場所です。テントは10以上張れ

不愉快なトラパースを終えると、岩のガラ場を少し登り岩稜 そうです。

になります。 2級位のルートですが傾斜があり股の悶から下の キャンプ・サイトを過ぎると尾恨はやや細い雪稜となり、ピ

巨大な氷河のうねりが見え、高度感は最高です。 lヶ所10mlま ークを2つ越えて岩壁下に出ます。岩壁下を左へトラパースし

ど古いロープが残っていましたが今にも切れそうなので使いま て岩壁が終了した地点が雪壁の取付きです。

せんでした。 取付きは傾斜が60度くらいあり、やや急でしたのでダブルア

岩場を過ぎると傾斜も緩やかになり、しばらくしてC1 ックスで登りましたが、後はピッケルだけで稜線まで登れます。

(5，100m)に着きます。このC1の周辺は地面が箆出しており、 ドシャンべから山頂までの我々の所要時間。

幾つもテントの整地跡があります。(ドシャンベ 7，000m→雪壁取付 7，000m位) 1時間

一方、コルジェネフスカヤ降はまったくその山容を見せてく (取付き→稜線 7，400m位) 2時間半

れないのですが、このC1から見るコルジェ院は正に絶景です。(稜線→1111買7，495m ) 40分

二人の年令からすれば、他のパーティーと比較しでもかなり

(C 1 (5，100m)→プラトーC2 (6，000m) } スムーズなベースだと思います。

ボロドキン尾恨全体は広い尾恨です。特に難しい箇所はあり なお、雪壁l立高度差およそ 400mあり、雪の状態によって難

ません。アイゼンワークとピッケルで登って行けますが、 C1 易度はかなり変わりそうです。斜面が堅い時は下降に注意が必

の上で lヶ所だけ50度位、やや急傾斜な斜面があります。しか 要ですし、積雪があれば表層なだれを警戒しなくてはならない

し、トレーナーによってフィックスされていて霊山者は安全に でしょう。

登降できます。 頂上への稜線は注意して行けば問題ないでしょう。山頂は

キロフ・ピークの稜線は 6，250mあるので 5，100mのC1か まが露出していて、そこにロシアの図版が立っていました。さ

らはたっぷり1.150mの標高差があります。ひたすらがんばっ すが最高官事だけあ勺て頂上からはぐるっと 360度、中央パミー

て登るしかありません。約5時間程かかります。稜線に出ると ルの山与の素晴らしさ大パノラ7 が望めます。

信じられない光景が自に飛び込んできます。サガルマタのウエ なお、 ACの位置に関してですが、現地のトレーナーは

スタン・タームの10倍はあろうかという大きなプラトーが眼下 r7，000mのドシャンベに設営した方がよい」という意見で

に広がっていますo そして、コムニズムも一段と大きく貸えで したが、結果的に我々は 6，500mのキャンプからアタックしま

見えるようになります。 した。これは標高差1.OOOmを往復することになりますが、一

そこから左の方向(東)へ尾恨のプラト一保1)をトラパースし 応アルパイン・スタイル的な登山形式を考えますと 6，500mで

ながら下り、プラトーまで 200m程下ります。途中 2ヶ所クレ よく睡眠をとって、早朝出発する方が良いような気もします。

パス

日



旧ソ連最高峰コムニズム峰 (7.495m)登頂記

(スベシリ・ゲストメンバー) 中村 省爾

企コムニズム山頂の中村省爾氏

前夜は余り眠れず8月3日のアタックの朝はラーメン

を食べて出発しました。調子の出ない今野氏は残念なが

ら留守番で、両中村のフルムーンコンビの二人です。結

構寒〈、目出帽をかぶり、高所帽をしてちょうどいいく

らいです。出発して間もなく二人共胃の調子が悪いので、

胃薬を飲みました。ラーメンの油が悪かったかな?…と

思ったが薬を飲むと調子も良くなり「ドシャンベJへ向

かつて登り続け、 2時間で 7.0∞mの「ドシャンベJに

着き、オヤキジを打ったり小休止して頂上へ向かつて出

発しました。ここから最後の雪皇ままでは、風も冷たく寒

かったのですが、素晴らしい雪稜でちょうど朝日が当た

り先行する二人のソ連人のシルエットが印象的でした。

頂上岩壁の下を回り込み、頂上へ続〈雪壁の下へ着き

ました。この雪壁は 5∞mあり、先行のソ連人パーティ

ーはダブルアックスで取り付いたので我々もそれに習っ

て登り出しましたが、傾斜はそれ程無くピックを突

く登り方で充分なのでそれで登り続けました。しか

しザイル無しの行動なので、中間位まで来て壁の真

只中にポツンといると身体がぞくぞくする位の壁で、

下りが恐いだろうなと思いながら先行するソ連人ノ宅

一ティーを追い、薄い空気と戦いながら登り続け、

かなりハイペースで‘頂上稜線に着きました。

小休止の後、急な嫌らしい稜線をたどり12時10分、

待望のソ連最高餓の頂きに着きました。風が強くま

た寒いので写真を撮り、石を拾い、早々に下山に取

砂無事登山を終了し、ソ遠の高級シャンペンで乾杯

(モスクピンBC) 伎訪、ら)中村、今野、中村(省)

海外登山一パミール登山報告

コムニズム峰
7495m |ルート概略図 i

りかかりました。例の急な雪壁も、初めはゆっくり降り

ていましたが、段々慣れてくると走るように下り降りま

したが、そこから「ドシャンベJへの登り返しが牛歩の

ような歩みで、シャリパテも加わりかなり疲れました。

「ドシャンベJでソ連人にお茶を御馳走になると元気も

出て後は下りなので快調に今野氏の待つキャンプに着き、

直ちにテントをたたみ、 6.0∞mのプラトーへと下りア

タックを終了しました。

標高差1.(削mの登高でしたが、我々の年齢にしては

まあまあのペースで登れたのではないかと思います。出

来ることなら三人で頂上に立っていたらどんなにか良か

った事だろうと思い残念でした。

日



まとめ

パミールの一般ルートからの登山を「ゲレンデJと呼

ぶ人がいます。トレーナーによってルートが整備され、

ある部分にはフィックスも張られています。

若い人達には魅力がなL、かもしれませんが、今回の私

たちは「今まで自分遠の年齢や体力等を考えると、これ

から目指す登山は「自分の内面的世界へチャレンジして

行〈登山J、つまり自らの意思で楽しむための行為とし

て「心のゆとり、豊さ、はば広い人間性を高めるスポー

ツJとして登山をやって行きたい。

こんな風に考えて出掛けて行ったのです。つまり、私

がこれから展開して行きたいと思っているのは「レクリ

〔パミールの天気〕

① 天気変化/簡単な天気変化を過去2隊のデータと並

べて示しておきます。

1988年(労山) 1990年 (JAC) 1991年(今回)

7/11 E青 m BC 
7/12 雨~雪~曇

7/13 晴~曇~雪

7/14 雨 7t'J BC 曇~晴壬A?b

7/15 晴 晴 Tf? BC 晴~雪

7/16 晴 曇~雨 快晴

7/17 晴 雨~晴壬Á?~Y 曇~雪

7/18 晴 晴 快晴

7/19 情 7ォl!4yベッ?BC 暗 快晴

7/20 晴 曇~雪 E青~曇~雪

7/21 晴 暗 曇~雪

7/22 4量 暗 雪~曇

7/23 風雪 晴 小雪

7/24 晴 晴 快晴

7/25 暗 晴 快晴

7/26 晴 晴~雪 晴

7/27 晴 晴~雪~晴 晴

7/28 晴 晴 快晴

7/29 晴~曇 晴 快晴

7/30 晴 晴 晴~曇

7/31 曇~晴 晴 晴~曇~雪

8/1 曇ガス 晴 m BC 雪 強 風

8/2 雪~晴 .~雨 快晴

8/3 晴~曇 雨~曇 快晴

8/4 曇~晴 晴~雪 晴

8/5 晴 晴 晴

8/6 情 晴

8/7 晴

8/8 晴

はっきりした天気周期を観るまでにはいきませんが、

今回の場合では3"-'5臼位の周期で谷がきたようです。
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エーション・スポーツ登山Jなのです。一緒に行きまし

た中村省爾さんはレベルの高いクライマーですが、今回

はお付き合い願ったわけです。

こうした意味で、パミールの7千m峰の登山はちょう

どよい対象で、楽しい登山ができました。

一方レクリエーション・スポーツとして出掛けて行っ

たにもかかわらず、コムニズムの登頂を読めてもらった

今野君には本当に申し訳なく思っています。コルジェ峰

山頂からの帰路、自力歩行がやっとの状態を観て、コム

ニズム 7.4∞mからの雪壁の自力下降は危険と判断しま

した。どうしても「事故を起こしてはならなしリと厳し

くしてしまいましたが、正直いって私たちの生活には山

よりもっと大切なものがあると思うものですから。

さて、次の登山はいま密かにカラコルムの山を計画し

始めました。そして、その前に南極点までウォーキング

してみたいとも恩っています。興味ある人いませんか!

尚、コムニズム蜂とコルジュネフスカヤ峰のノーマル

ルートを紹介したビデオを制作しました。

ご希望の方は中村まで。

+rやっぱり頂上はいいなあj シリーズ① VHS35分

監督・撮影:中村進

ミキサー :斉藤恒夫

ナレーター:大塚哉子

制作・著作:L1FE-WALK 

定価 ω∞円(1割引き送料込み)

② 気温/連続した記録はとれませんでしたが、参考ま

でに紹介しておきます。

.IU頂 (7.105m) 12時



チョー・オユー峰登山報告

-1991年秋の記録一

記録概要

隊の名称 同人シルバータートル卓奥友峰登山隊1991

活動期間 1991年8月'"'-'10月

目 的チョー・オユーは 201m)の登山

臣家の構成 隊長/神崎忠男 (51才)

隊員/大城泰 (56才) 石川富康 (55才)

堀井昌子(日才) 遠藤京子(臼才)

渡辺玉枝(臼才) 池田錦重(臼才)

根津院ー (52才) 本間堅一 (51才)

関孝治(日才) 大山昇 (51才)

三浦充哲(日才) 山平靖(日才)

永田周子 (43才) 成田蔵人 (36才)

以上日本人15名。

中国連絡宮/黒金庭、通訳/甘衡平

ネパール人シェルパ サーダー/ラクパ・テ

ンジン、ぺンパ・ノルプ、ニマ・テンパ、ニ

マ・ドルジュ、アンダワ・タマン、パダァム

・パァダー、ゴーテ・タマン、ミンマ・ノル

プ、マンビ一、ホパ・テンヅン、コック/ア

ン・ノルプ

行動概要 8月23日 先発隊日本出発

30日本隊出発

31日 カトマンズ出発

9月5日 TBC到着 (4，OOOm)

9日 BC建設(5， 700m) 

15日 C 1建設 (6，4∞m)

21日 C2建設 (7，I00m)

幻自 C3建設 (7，600m)

28日 第1登頂隊5名登頂

29日 第2盆頂隊2名登頂

10月3日 TBCに全員下山

報告書帰国報告会に r50才以上の卓奥友(チョー・

オユー)峰(8，201m)登山隊の記録Jと題し

て簡単なパンフレットを刊行している。

海外登山一チョー・オユー登山報告

登山報告

隊長神崎忠男

今回の登山は頂上に立てたことも大きな喜びですが、

無事に帰って来たことに誇りを感じています。

中高年登山の話題の多い昨今の登山界ですが、われわ

れはそれを意識して日才以上の登山隊を編成したわけで

はありません。 “L、くつになっても登りたい……"の一

念で仲間が集まりました。若い頃、高峰登山ヒマラヤは

一つのロマンでした。仕事の関係や社会的事情で海外へ

行くチャンスがなかった古い山仲間がなんとかゆとりが

出てきたのでヒマラヤ 8，0∞m峰に登ろうではないかと

山への情熱、普の友情で今回の登山隊が編成されました。

チョー・オユー(8，201m)は、中国とネパールの国境

に位置する世界で6番目の高峰です。中国側は比較的登

り易いルートと言われ、年齢、経験のことを充分に考慮

し、自分の体力、技術、そして実力にあわせて自分なり

の高度の到達目標を定め、安全第一、登頂第二とし、自

分の行動は自分で責任をもって登山を展開してし、く“自

主管理登山"形態で計画を遂行いたしました。

そうしたことから隊編成も隊員一人ひとりの行動を尊

重した登り方に徹底した登山隊づくりを検討いたしまし

た。元来の登山隊に多くみられた、隊長の命令や指示に

より隊の統制をはかる権限的なものはなく、行動も安全

も隊員自身の責任で登山が展開されました。登山でいう

チーム論、リーダーシップ、メンバーシップの在り方に

おいて、リーダーシップよりもメンバーシップを愚重要

条件とした隊編成で、隊長は隊の体裁を整えるためのも

のであり、隊組織運営にかかわる事項の調整コントロー

ルを受け持つ役割分担の lセクションに留めました。

また、医学的にも高所低酸素適応の諸相に対し高齢的

視野に基づく安全対策を考えましたが、実際に山に入る

と全員が年をとっているためか年齢を意識したり、自覚

するような隊の雰囲気はなかったといえます。黒沢明監

督の「七人の侍Jではありませんが、隊員一人ひとりが

それなりの個性、特徴をもって集まったという“侍隊"。

最後の頂上アタックでは自分の意志に基づき、技術、体

力の限界まで思いっきりの行動に頂上へ登れた者も、と

どかなかった者も納得のいく登山ができたと信じます。

4名の日本人、 3名のネパール人(シェルパ)か頂上

に立てたことは隊員の努力、隊の雰囲気などいろいろな

要因がありましたが、なんといってもシェルパの強さ、

弓

t
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...チョー・オユー峰遠望

協力、支援が大きな力となり、彼らに教えられ、導かれ

ての登山といっても過言ではありません。

登山そのものは高所登山の厳しさは変わらず、登山と

しての楽しさを満喫できたことを喜ぶと同時に、同時期、

他の山では遭難が多発し誠に残念な思いで下山しました。

15人もの日才以上の隊編成で、 50才の高齢にして4人

か頂上に立ち、無事に帰って来られたことはただラッキ

ーであったということだけでなく、世界でも稀な登山隊

と自負もいたしております。 (報告書より )

50才以上の
チョー・オユー峰の登山

池田錦重

《はじめに》

いつだったか、秋の穂高・潤沢ヒュッテでの集まりの

中で、 50才を前にして、突然ヒマラヤに登ろうと誰かが

言いだした。これが今回の山行のはじまりである。実際

の計画に入ると体力・経験・高所への順化などで多くの

不安な問題があった。そこで、とりあえず1988年(i5月

のゴールデンウィークを利用して、アラスカ・マッキン

レー蜂に登ってみた。悪天候の中とはいえ、すばらしい

2週間の氷河の旅と、登頂であった。これで高さが大

丈夫となれば、すぐ目指す山はチョー・オユー峰(8，201

m)と決まっていた。

我々の年令で、技術を要する困難な登著書は無理だけれ

ども、高さが 8，0∞mをこえ、登れそうな山と言えばチ

ヨー・オユー蜂しかなかったし、若い頃、古い先輩を相

手にチョー・オユーとも言い出せず、グレードを下げた

ヒマラヤ計画をだしつぶされ、暗准とした気持で方向転

換をはかつてから既に10年の年月がたち、だいぶ回り道

をしたあとこの山に辿りついたわけである。そんなこと

で、今度は 8，0∞mと言えども、あまり肩肘をはらず楽

な気持で 8，0∞mの山旅を楽しみたいと考えた。

隊員は仲間の呼びかけで、同じ関心を持った者が15名

集まった。計画は神崎君を隊長とし、遠藤女史をマネー

ジャーに選んでから急ピッチに進みだした。隊員の中に

は登頂のほかに、チベット高原を旅できれば、ヒマラヤ

山岳の写真を撮りたい、一輪のブルーポピーを見たいな

ど、様々な思いを持った中年の集まりだった。

中国の登山許可は意外と簡単にとれたが一番大切な登

頂時期があわないため、再度取り直した。次の許可条件

は香港隊を含めることであった。

日程はそれぞれの仕事から35日間位とした。登山は一

般ルートと呼ばれる西北西稜を中国側から登ることにし

た。登るに際し案内と荷上げはネパールからラクパ・テ

ンジンをサーダーとする11名の経験豊かなシェルパを雇

用し、隊の運行をまかせた。

《行動》

8月30日朝、本隊は成田空港を出発、香港経由で夜に

はネパールの首都カトマンズに到着する。シェルパの歓

迎を受けホテル・ヒマラヤに宿泊した。翌朝はカトマン

ズの町も見ずにマイクロパスとトラックで国境の町コダ

リに向け出発。モンスーンとは言え、薄日のさす田園の

中を車は走る。途中、ぽつねんと畑の中に建つベンガラ

を塗ったような美しい民家と段々畑に見とれる。だんだ

ん両側の山岳が狭くなってくると道も怪しくなり、モン

スーンで引き裂かれた道が出てきて行き止まりとなり、
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ここで車を降りる。ここから徒歩による大きな高巻きが

待っていた。周辺には大勢のネノ号ール人が集まって、す

ぐ我々の荷物は彼らの背に担がれて動きだした。まるで

昔のマナスル映画を見る様で懐かしかった。夕方雨の中

をコダリの木賃宿に入る。室内にはベッドがあり、日本

の山小屋よりはるかにましである。翌朝、通関をすませ

国境の橋を渡り、中国側の町ザンムー(2，1∞m)のホテ

ルに入る。

9月2目、ホテルから 2時間ほど歩いた所から中国の

用意してくれたジープに乗り、ボーテ・コシ川に沿って

緑濃い樹林とモンスーンで雄大なj竜のかかる山道を走る。

やがて樹林帯がなくなり、チベット特有の茶色の岩山と

海外登山一チョー・才ユー登山報告

緑の草原が出てくると、最初の町ニエラム(3，7∞m)だ

った。町は石と生レンガを積んだ2階建のフラット屋根

の建物が多く、この中の l軒の木賃宿に泊まる。宿はド

イツ人の旅行者と相部屋である。我々はここで最初の高

度順化のため3日間ほど滞在した。裏山はお花畑となり、

エーデルワイスがいまが盛りと咲く中を、ゆっくりと順

化のため4，∞0"-'5，0∞mの高度にj干を流した。裏山のモ

ンスーンの雲の切れ間から初めてのヒマラヤ、ガウリサ

ンカールやシシャパンマを見て感激する。日本を出てわ

ずか5日目であった。

ここからアップ・ダウンの激しい荒涼たる草原を走る。

ときたま羊の群れを連れたチベット人の牧人と、その

5. 900m付近より

チョー・オユ一線

を仰ぐ 砂

円
司

氏
d



白いテントを見る。やがて 5，OOOmの峠を越えるとチ

ヨモランマとチョー・オユーの登山口であるティンリー

(4，3∞m)の町に到着する。ここまでくるとモンスーン

の重い雲はない。途中の小さな部落の周りには黄金色

をした大麦の穂が、刈り入れを前に大きく波うってい

る。この日はシガールの手前のニュー・ティンリー

(4，2∞m)に建つチョモランマ・ホテルに泊まる。外観

は立派だが、中に入れば水も湯も使えない不便なホテル

である。これならばニエラムの木賃宿の方がましである。

翌日ティンリーに戻りチョー・オユーへの道を辿る。

車はジャプラ氷河の後退したモレーンの手前の右岸で止

まる。ここがTB C (4， 960m)である。ここには既に外

国の登山隊の天幕が幾張りもあった。ここでは一日を荷

物の整理と休養にあてた。

9月8日行動を開始。下からきたヤクと共にBC建設

のため出発。広い河原の中を流れる幾本もの川を徒渉し

たあと、ジャブラ氷河のモレーンの上についた道を辿り、

途中、カルカ手前の水場で一泊したあとBC (5，700m) 

予定地に入った。 BC周辺のモレーン上は過去の登山隊

のキャンプ跡が沢山あり、汚れている。既に入っている

外国隊は思い思いの所にキャンプしている。我々は前年

の学習院隊の跡にBCを設けた。ここからの景観はナン

パラ峠の美しく長い雪線と、 6，OOOmを越える無名の

主な行動表
宜上 8，a:nm

C37.庶10m

C27.1曲m

C 16，・曲m

BC 5，冗10m

山々が乱立し見事である。またチョー・オユー峰はここ

で初めて全容を見せ、我々を圧倒するように迫ってくる。

天気は午前中は良いが、午後になると降雪がある。まだ

我々にはヒマラヤを計る尺度が全然っかめない。現在の

ところ、台湾隊だけがキャンプを高所に伸ばし、悪天候

の中を頂上に迫っている。我々はここで後発隊をむかえ、

荷の整理と高度順化のため軽い行動を開始。シェルパ逮

は勝手知ったるモレーンの上を辿り、 C1建設と荷上げ

に出発する。結局7日間のBC滞在で 6，0∞mまでの順

化を終え、 9月17日から全員 7，0∞mの高度を獲得する

ためC1に向かい行動する。

はじめはジャブラ氷河のモレーン上を歩き、西北西稜

につきあげるガラ場を登り、雪稜に出た所にあるC1 

(6，4∞m)に泊る。翌日は、春の剣の稜線のような所を

辿ると尾根は上部氷河に雪壁となって飲み込まれ消える

。上部氷河はそこで雪壁の左右にアイスフォールとなり

分かれ落ちている。我々はこの雪壁を登り右手のアイス

フォールの上に抜けるトンネル状になったアイスプロッ

クまで登り下山した。シェルパ達は我々の行動とは別に

C 2 (7，1∞m)を建設し、荷上げに従事している。天気

はこの頃より安定し、風の強い日もあるが朝は気温が-

2O"C近くまで下がり、毎日快晴が続くようになる。外国

隊も我々のシェルパの行動にあわせるように動き出した。

l
l
、

1
ー

ザンムー 2.1冊ml'

9月 10月

23 4 5678 雪 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 1 3 4 
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9月22日BCに全隊員が集まり今後

の相談をする。これ以上順化のための

行動は我々の体力を消耗し、天気もい

つ崩れるかわからない事、シェルパの

荷上げ能力と疲労を考え、登頂体勢に

入る事にした。

頂占への希望者を募った所、 8名の

隊員がおり、登頂隊を2隊に分ける事

にした。第 1隊は調子の良い石川氏を

リーダーに渡辺・根津の3名とし、第

2隊は池田・遠藤・堀井・関・本聞の

5名で、体調を見ながら第 1隊に続い

て登る事にした。

9月23日、第 l隊がBCを出発。

C 1に入る。翌日アイスフォールの

氷のトンネルを抜け、上部氷河に出

たあとクレパス帯を右上手に登り、下

から見ると西稜のコルに見える、手前

の埋まったクレパスの段の所に張っ

たC2に入る。毎日上部のルートを見

ていると、ロックバンドのあたりから

表層雪崩が出ている。我々はこれを避

けるためC2から雪崩発生地点の上

部をロックバンドの切れ目に向かい、

小さな側稜とクーロワールをトラパ

ースぎみに笠り、ロープをフィック

スした。

25日は風で動けず、翌26日はシェル

パだけで第 1ロックバンドを越え、第

2ロックバンドとの急な雪面の中にあ

る、大岩の下にC3 (7，6∞m)を建設

した。

'lJ日、第 l隊は2名のシェルパと共

にC3に入る。この夜は睡眠に酸素を

石川、渡辺、根津、ニマ・テンパ、ミ

ンマ・ノルプの5名は使用、翌28日朝

5時に酸素をつけ出発、 11時に頂上に

たった。石川氏の言葉を借りると「テ

イッヒーの初登頂以来、この36年間に

多くの人間がチョー・オユーの頂上に

立った。そんなチョー・オユーにどう

したわけか、私は心から親しさと心安

を覚えた。最後のクーロワールのフィ .BCIこて

海外登山一チョー・オユー登山報告

4湯島

掛l
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企登山隊オールメンパー

ックスを終え、ロックバンドを通過した。そこから上

機嫌になる。足に仕事を任せ、頭は頂上に着いた時の

事を考えていた。 8.0∞mのラインは当に越えているの

ではないか、ドームも越した。ところどころ膝のあた

りまで柔らかい雪の中にはまった。チョモランマが左

手にだんだん大きく迫ってくる。それに頂上だけでな

く、直下のロンプク氷河すら黒々と一気にせり上がって

くる。私達は小1時間で一番奥まで進んだ。この頂上は

富士山頂のお鉢を埋めたぐらいの大きなものだった。

頂は広すぎるためか、少ししか感激が湧いてこない。私

の生涯において、今ほど調子のよい時はない。 Jと言っ

ている。

第2隊は 1日遅れで池田とぺンパ・ノルプが登頂、

遠藤、関が 8.0∞mのラインに達し、本間は第 lロック

バンド、城井は 7.0∞mラインまでで、各自の判断に従

い行動し、下山した。この後、各キャンプを徴収し、 10

月3日TBCに下山した。 5日には全員ラサとカトマン

ズにわかれ、 TBCを後lこする。ティンリーからみたチ
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ヨー・オユー峰の山容はチョモランマに劣らず大きく、

立派だった。

《後記》

今回の登山は希望者全員の登頂にならなかったが、日

才を越えた4名の隊員と 3名のシェルパか頂に立ち、全

員事故もなく、それぞれの目的を楽しみ帰ってきたこと

は、初めての山行にしては成功であったと思っている。

この理由は第ーに天候に恵まれた事、第二に高所で睡眠

・登頂・体調を崩した時に十分な酸素を使えた事、第三

に我々を十分に理解してくれた13名の優秀なシェルパを

雇用しえた事。第四は寄せ集めの隊ではあったが、 1年

間の準備期聞を還し、お互いを十分知りえた事が、隊員

聞の流れをスムースにし、各隊員が各自の責任において、

常にゆっくりと体調に合わせて行動した事である。私達

はこの山行を通し、ヒマラヤが初めての中高年者であっ

ても、まだまだ 8.0∞mの山々に新たな世界が拡がって

いるのを感じつつ帰ってきた。



寄 稿

フランス東部スキー場紹介

昭和20年電機科卒 新田 業

1982年2月、憧れのヨーロ ッパ・アルプスのスキー

場ザースフェに第一歩を印し、村の真近に迫る氷河

や 4，0∞mを越える秀峰14座に固まれた山岳景観に圧倒

され、雪質のすばらしさに驚喜し、以来毎年出掛けるこ

とになった。

山岳景観では、マッターホルンを巡るツェルマット、

アイガー北壁を中心とするグリンデルヴルド、モンプラ

ンを擁するシャモニィが有名であるが、スキー場の規模

から見ると、今回オリンピックが行われたアルベールビ

ルを入口とするフランス東部、イタリアとの国境に近い

サボア地方が第一番に挙げられる。

ジュネーヴから丘陵地帯を南下し、シャンペリーから

東に向かって谷に入る。アルベールビルは標高 5∞mだ

が、これから東はフランス・アルプスの真只中で、谷は

どんどん高くなり、どん詰まりヴァル・ディ・ゼールで

は標高1.8∞mになる。

アルプスのスキー場の特色は、氷河に削られたU字谷

の底に村があり、両岸lま急峻な岩壁で、枝谷に削られた

.グランモットからの滑降。下はティーニュの村。

左手近い山はベル・クート。その右肩に見えるのが

モンプラン 4，807m。さらにその右がグランドジョラ

ス南壁 4，208m。

寄 稿一フラ ンス東留のスキー場紹介

スイス

マV
7

1

フランス イ9リ7

所だけがスキーコースになっている。ヴァル・ディ・ゼ

ールの男子滑降コースの様に、標高差1.0∞mの逆落し

となることが多い。

大ざっぱに言えば、氷河谷の上は標高 2，0∞m以上台

地が速り、岩の固い所が&∞Om'"'-'4，0∞m級の岩峰とな

ってそそり立つ。

森林限界は 2，0∞mでそれ以上は全くのオープンスロ

ープ、山でも谷でも岩さえ無ければ何処でも滑れる。

この地域では、ラ・プラーニュがl部0年代にこの国の

リゾート開発計画に基づいて造成され、単独のゲレンデ

としては恐らく世界最大で、広大なエリアの中に10ケ所

のリゾート拠点が作られ、それ等が l∞基以上のリフト

群で縦横に結ばれ、近代リゾートのお手本になっている。

これに前後して、トロア・バレー、レ・ザルク、ティ

ーニュなと、の地区が次々に開発された。

フランスで一番伝統のあるスキー場、ヴァル・ディ・

ゼールでは、標高2.800mのパルパドウまで540人を4分

間で運び上げてしまう高速地下ケーブルを始め、テレキ

ャビン、チェヤーリフトなどの輸送手段が整い、日本で

いえば横手山から奥志賀までぐらいの地域が lつのエリ

アとして自由にスキーで往来できるよう、 116基のケー

プルやリフトで結ぼれている。オリンピックの三冠王キ

リーが出て一躍有名になった。

ヴァル・ディ・ゼールにつなげて1957年頃から純粋な

スキーリゾートとして開発されたティーニュで、は、何も

ない白一色の氷河湖のほとりに、ブティック、レストラ

ン、スポーツ底、ディスコなど一流どころを揃えたビル

群が忽然と出現し、ゴンドラを乗り継いで標高 3，5∞m

グランモットまでがゲレンデで、全てのコースが村に向

かつて滑り込むように設計されている。
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Aグランモット 3.656mの広大な滑降コース(雷で土手

が作つである)。中段雲の湧いている所が、テレキャ

ビンと 100人乗りのロープウェイの乗継ぎ駅。

グランモットの頂上からはモンプランやグランドジョ

ラスの南壁がはっきり見え、グラン・コンパンからゼク

ラン、ラ・メイジュまで、フランス・アルプスの大観が楽

しめる。

奇岩のアーチのあるペルセのコルからダム下の古い石

造りの村ブレビ‘エールまで、のl1kmは、滑り甲斐がある。

最も規模の大きなエリアがムーティエから南に谷を入

ったトロア・バレーと呼ばれる地域で、 3つの谷と 4つ

の尾根を縦横につなぐゴンドラ30基、チェア94基、 Tパ

-86基というから驚〈。

3.000m台地に食い込んだ谷の源流地帯で、長い尾

根の何処から出発しでも両側の谷底まで標高差1.0∞m
コースが採れる。メリベルの女子スラローム・コースは

広大な尾板側面のほんの 1ケ所にすぎず、尾根を縦に使

ってオリンピック規格のコース lつを得る八方尾根に較

べて、その壮大さには息を飲むばかりだ。

フランスではどんな所にでもリフトを掛けてしまう。

このルートが最良となれば5階建のホテルの上も越えて

行く。(バルトラン)

リフトから部屋の中が丸見えだが、夕刻になればリフ

トは止まると割り切っている。テレキャビンも必要なら

中間釈を置いて方向を変える。(グランモット)

Tパーは氷河の上にも支柱を建てる。多少センターが

狂っても差し支えないからで、自転車の車輪ぐらいの受

索輪で斜めに受けて順次方向を変えることも出来るので、

尾根の側面をトラパースして90度方向を変え、コルまで

登るようなルートもある。速度もチェヤーリフトより速

く、下る部分もあったりして、初心者には無理だが到る

所で活用されている。

気候は大陸性で空気が乾燥していて、 -20"Cでも余り

寒さを感じない。雪で装備を濡らすこともなく、天気は

安定していて、晴天が5日くらい続いて 1"-'2日ガスが

鉛かつて雪が降るが、夜中が多く、 5cmも積もれば多い

方だ。谷聞は雲に覆われでも 2.0∞m以上は雲の上とい

うこともある。

大勢が滑るコースはピステンで踏まれ、目標のない上

部の大斜面では、雪で・土手を作って迷わないようにしで

ある。

雪が軽〈、ちょうど良い程度積もるので、急斜面でも

新雪滑降が楽しめる。温度と湿度が低いので、日中に溶

けてアイスパーンになることもない。オリンピックに使

われたティーニュのモーグル・パーンは3月に入っても

少しも変わらず、試走できたがなかなか手強かった。

〔交通〕

ブール・サン・モリスまでは、パリからTGVが入っ

て 670加を4時間34分で結び、周辺のスキー・リゾート

へ30分以内で到着できるパスターミナルがある。

ジュネーヴ空港からはパスで 180kmを3時間30分でヴ

ァル・ディ・ゼールに到着できる。

滞在は愚短1:週間、週末が入替え日となるので、スキ

ー場が混むことはない。リフトの行列待ちも殆どない。

一つの地域に 1週間は滞在しないと広い域の何処を滑

ったのやら、はっきりしない。

〔費用〕

現地1週間延べ10日のツアーで払込28万円、現地6万

円。

前穂、W峰登挙記
0991年初夏合宿に参加して〉

昭和田年文理卒松野 豊

新緑の上高地街道を明神、徳沢、横尾と40分、 45分、

日分と快調に歩いてきた。上高地で後発の家口ほか2名

の学生と合流する。

正月に界風岩、 3月界風岩、 5月は溜沢、 6月は学生

と合宿、夏潤沢、秋も溜沢、 10年前には春夏秋冬と穂高

に通い続けた年もあった。入山に下山に梓川を流れる木

橋の績のいつも挨拶を交わす見慣れた岩が今日もあった。

僕は穂高が好きだ。特に徳沢付近から梓川の対岸に一

気に高度を上げる奥文の岩壁群。若さにまかせて登った

下文白谷、中文白谷。汗を流しながら喜々として、時に

は、恐怖に怯えながら登った滝の一つ一つが鮮明に恩い

出される。落石に脅かされ、垂壁でアプミを架けた残置
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ノ、ーケンが1m目、 21111と抜けてL、〈呼吸が止まる程の困

難な登著書が走馬燈のように駆け巡る。

「俺もこんな思い出に浸るようになったらおしまいだなJ

苦笑いをしながらの入山である。本谷橋で一本し、潤

沢のカールに入る。今回、横尾から沼沢に入る学生の本

隊が雪面をトラパースぎみに登っているのが目に入って

きた。雪が出て来た所で、家口らと一緒に入山したOB

の石J11と登山靴に履き変える。沢渡で一緒に駐車場ピパ

ークした岡田さんは、

「よし、絶対に学生を抜いてやるJ

とジョギンクeシューズで‘駆け登って行った。

「無理しちゃってよぉ"-'J

と疲労の色ありありの石川と俺。内心は岡田さんに脱

帽し、自分のトレーニング不足をいまさらながら後悔し

ている二人である。

腹を据えるとあとの lピッチはビスターリを決め込み、

それでも休みを入れて横尾から酒沢まで2時間半弱なら

と勝手に今度は鎖く石川と松野。

天幕地に上がる手前で息を整える。学生からも見える

ようになると苦しい顔を我慢し、口笛なんぞ吹きながら、

「ゃあ、ゃあJのにこやかな御後拶。これぞOBの真骨

頂である。

「今の学生は明るいんだねえJ

と岡田さん。底のアルバイトで良く学生を知っている

岡田さんが言うのであるから、ここ数年学生と一緒に山

登りをしていなかった僕には、服装が非常にカラフルに

なった事とともに、自分が学生だった頃と比べ羨ましさ

を感ぜずにはいられなかった。

ヒュッテに泊まる古野夫婦と一緒に岡田、石川の5名

は、売庄の前でさっそく入山祝にガソリンを詰め込む。

いやあうまかったですな。極楽、極楽。

夕食は、岡田、松野、石川、菊谷とOB天で、驚く程

の量である。食後のデザートがこれまた何種類もの果物

の縫詰が出て食べ切れない程であった。学生の総勢は20

名。上高地から2日かけての入山。それにしても現役時

代の事を考えると食事に関して言うなら雲泥の差である。

食後は、古野夫婦を天幕に招き入れ、四方山話に花を

咲かせたのであった。

翌6月15目。登著書具を揃え、 6時に溜沢を出発する。

v・VIのコルの下部で雪訓を行なう学生途と前後して、

V.VIのコルを目指す。雪忍iIを見てやれないのは心残り

だが、今日は岡田さんとW峰正面壁へ岩登りに行く。ど

こか登ろうかと、どちらからとはなしに決まった。 rル

寄稿一前楓W峰登肇記

ートは松野に任すよ」。それじゃ明るくてアプローチも

それ程危険のないN峰正面壁にしよう。ルートは、クラ

シックな松高ルートに決める。

北尾根に取り付くらしい先行の2人パーティーはアイ

ゼンを着けて登っている。その後をキックステップで登

るが、雪渓の上部は凍っていた。コルで朝陽を受け一息

入れる。今日も快晴である。これは登奪回和だと喜んで

いたが、この数十分後に冷や汗が出るような事が起ころ

うとは二人とも夢にも思っていないのであった。

奥文側への雪渓の下降は、下部が急なロート状のガレ

場になっているのを知っていたし、登って来た潤沢側の

雪渓がカリカリだったので、慎重に後向きになって下り、

ガレ場上部で右へトラパースしV峰の支尾根を鶴える。

夏は越えた所から派出している支尾根上を踏跡をたどり

15分程下降すると奥又白本谷へ合流する。残雪期は、向

って右の谷に雪渓か残っているので、グリセードで5分と

はかからないアプローチである。見た所傾斜も程良〈、

松高ルート取付きのインゼル通過だけ落石に注意すれば

問題ないだろう。

そんな気持ちでいたのが甘かった。勝手知ったる道と

ばかり、僕がグリセードで飛び込む。数秒遅れて岡田さ

ん。少し盛り上がった雪渓を越えると少し傾斜が急にな

り、左へと曲がっていた。僕も自然と体を左方向に変え

たその時、数m先に大きくシュルンドが口を開けていた。

危ねえ!! 婦問的に右へ向きを変えた。と言うのは、そ

のシュルンドは、左手の夏の下降路である支尾根の岩の

一部が突き出ていたため、支尾根側が広〈、向って右

(雪渓の中央)へ行くに従い狭くなり、雪渓の中央では、

なくなっていたのである。右へ向きを変えた僕は、ここ

ぞと言う時にジャンプした。狭くなっているとは言え、

着地したのはシュルンドの端ぎりぎりだった。バランス

を崩して着地したので尻もちを着きながら停止させた。

.A.'V侮正面壁にて筆者

白



振り向きざまに後ろを見て「岡田さん日 危ない!! シ

ュルンド!!Jと叫んだか叫ばなかったか記憶に無いが、

僕のまぶたにシュルンドに落ちて行く岡田さんの姿が見

えた。すぐさま、シュルンドに首をつっこんだ。

「大丈夫ですかあ'"'-'!!J 

「いやあ、びっくりしたあJと岡田さん。

「どこも怪我、無いですかわ

「大丈夫みたい」

見事に足から着地したみたいだった。だが引き上げる

のに一苦労。シュルンドの深さは4m近くあったからだ。

岡田さんは少しでも浅い所に来てはみたが、それでも僕

が上半身をシュルンドに入れ、ピッケルを差し出さなけ

れば、岡田さんは引き上げられなかったのだから。

怪我も無〈シュルンドの上に上がって来た岡田さん。

「松野がコケたから下手糞だなと思ったら、シュルンド

があんじゃん。あっと言う聞に落っこっちまったJ

やれやれ。怪我も無くて良かった。ゆっくりと下降に

移った。途中で支尾根を右にトラパースし、奥又白谷の

雪渓の端に来て一本する。そこはちょうどV蜂の大きな

支尾根の末端で、広いシュルンドの脇であった。タバコ

に火をつけ数分前のでき事を笑いながら話していた時、

突然我々の左斜め上にある直径5mぐらいの数十トンも

ある大きな岩がズズズとぐらついた。

「危ない!! J 

と叫ぶと同時に、体は右へシュルンドの中へ飛んでい

た。大岩は、傾斜のある本谷雪渓を数m、いや数十cm動

いただけであったが、二人を一瞬にしてシュルンドに飛

び込ませるだけの恐怖を与えた。休みもそこそこに、大

岩の下を駆け足で本谷雪渓中央にトラパースし、雪渓を

登りつめて行く。雪渓上には、奥又白側の岩盤から落ち

て来た落石があちこちに見られた。

企カンテに上がる岡田氏

と、またまた突然にシュルシュルといやな音。上を見

ながらの登行だ。何百m先の雪渓を黒いものが雪を散ら

しながらこっちに向かつて落ちて来る。スピードを増し

ながらH ・H ・。落石が直接危険がないと分かると、上を見

ながら登り出す。落ちて来た。今度は明らかにこっちに

向かって来る。歩を止める。ポット程の岩が落ちて来た

かと思うと、今度は炊飯ジャーだ。落下のコースを予知

し、危ないと恩われる落石は10mぐらいまで引きつけダ

ッシュして避ける。本谷を登り始めて45分、やっとB沢、

C沢を分けるインゼル近くに達した。落石の恐怖は減っ

たもののクレパスが行く手を遮る。右へ左へクレパスを

避け、インゼル基部のシュルンドで一休み。

潤沢を出て3時間。神は我々に様々な試練を与えたも

うた。ワッハッハと、現役パリパリならば笑えたであろ

うが、ブランクもあり、 6才、 4才、 l才の妻帯者の身

としては、ちと辛い。それでもまだここは、アプローチ。

登著書はこれから。それに落石の一番危険のあるC沢下部

の登行をまだ残している。

気を引き締め、岡田さんに

rc沢のロート状の雪渓をこれから登りますから、抜け

るまでスピード上げて下さいJ

と、自分に言うともなしに告げ、出発。幸い一発の落

石も無く、登著書開始地点に着いた。アンザイレンする所

と言っても、量一畳半程のテラス。足下は、既に危険な

傾斜をもって奥文の雪渓に吸い込まれている。身支度を

する前に、ザイルでビレイを取る。

ルートに目をやれば、威風堂々とW峰正面壁か溌え、

左へと目を移せば南東壁、 C沢が迫り上がり、急峻な雪

渓の上部には、それを圧する如く前穂東壁Dフェース、

それと肩を並べるかの様に前穂高岳頂上へ突き抜ける東

壁右岩稜前面フェース群。何とも素晴らしい眺めである。

初めて間近に奥又自の岩壁を眺める岡田さんは、喜々と

している。

いよいよ登著書開始。ビレー点より左上ぎみにリッジ状

の草付フェースを直上。 2ピッチ目も草付フェースを40

mいっぱい延ばす。 3ピッチ目もほとんど一杯、右上の

ピナクル目指して登る。ここまでの3ピッチは、自由に

ルートを取れる。 4ピッチ目から核心部。凹角を右上ぎ

みに松高ハングに吸い込まれて行く。少しかぶりぎみの

垂壁を腕力で強引に乗越す。後は快適なフェースとカン

テだとナメていた僕は、このすぐ上の凹角で痛めつけら

れた。何故かと言うと、僕はこのルートを既に2回登っ

ていたが、最初は大学3年の時、セカンドで登った。初

一回一
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する。やがてヘルメットが見え、三歩、二歩、一歩と岡

田さんも終了点へ。岡田さんのピレーを取り、立ち上が

って握手を交わす。

「お疲れ様でしたJ

「松野のおかげで、念願のW峰正面を登れたよ」

二人とも岩の上に座り、おいしいタバコを吸い、腹ご

しらえをし、北尾根に出てY.VIのコルへ下降。コルか

らは5分でBCに到着した。

翌日も晴れ。古野の奥さんを連れ、ゆっくり上高地へ

下る。時間もあったので、初めて寄り道をし明神池を探

勝し、同期で一緒にアラスカに行った、今は西糸屋山荘

の主人になった奥原の宿へ顔を出し、風目をもらい、ビ

ール、昼食を御馳走になった。

この合宿には、後日談があったのを後で知った。定着

合宿が終わり、分散で‘奥文白池に学生が数名入った。コ

ースは、パノラマコースから奥文の池へ入ると言う。ヒ

ュッテから夏道をトラパースし、最低鞍部からのコース

は、雪渓か積り危険なので、 Y.VIのコルからの道を教

え、 W蜂正面壁へのルートの注意点も教えて我々は下山

した。学生は奥文の池へは無事入山し、翌日、 W峰正面

壁松高へと取付いた。本谷の雪渓を登り、何とか取付点

へも着いたらしい。登著書を開始したが数ピッチで難しく

なったらしい。岡田さんが登った松高ルートならばこん

なに難しい訳は無い。ルートを間違えたと思い、もとの

ルートを下降して来たのだと言う。それを聞き伝えた岡

田さんが激怒したのは、言うまでも無い事だった。

-o7-

めての穂高での岩登りで、必死で冒あり、セカンドの気楽

さから、松高ハングとその上のピッチの快適なカンテ登

著書しかこれと言って強い印象が残っていなかったし、 2

度目は冒頭に記したパリパリに登っていた時の秋のクラ

イミンク・だったので、当時の平均登挙時間より 1時間近

くもハイペースだった。その時は、終了点から懸垂下降

して、北条・新村ルートを登り、昼過ぎにはベースで寝

っころがっていた。ところがどうであろう。この悪さ

は?悪さJと言っては適切な表現ではないかも知れ

ない。その凹状部は、上部で左に体重移動しなければ越

えられない。その部分はだんだん傾斜が急になり、少し

出っぱった垂壁で上半身が空中に浮く瞬間があり、高度

感を伴い一歩を踏路う所なのである。もし堕ちたらとい

う恐怖が脳裏をよぎる。昔ならば、そんな考えは微塵も

浮かぶ事は無かったのに。 2、3回登ったり降りたりし

た。どうしても一歩が踏ん切れない。情けなくなると同

時に、自分自身に媛が立って来た。大きく深呼吸し自分

に言い聞かせた。

「何をやっているんだ!!

......Jと。

もう鴎路うまい。

一気に駆け抜ける。ゃったあ。そのまま垂壁を5、6

m登り松高テラスに達する。テラスにビレーを取った後

の安堵感。激しかった鼓動と呼吸が鎮まって行くのが手

に取るように分かる。 OKのコールを岡田さんにかける。

ザイルが順調にたぐり寄せられ、足下に岡田さんが姿を

現わした。

「悪かったでしょう」

と、自分に問う如く、テラスに近づいて来た岡田さん

に言う。

「大したもんだねえ。さすがだよ。ザイルが延びないか

らどうしたのかなと恩ったら、登山靴で良〈霊ったよJ

僕には長〈、悪いと恵、われたこのピッチも、岡田さん

は下部と閉じペースで登って来た様に思われた。そして

確かに登山靴でのクライミングは、 EB、クレッター、

種類によっては摩擦の良〈効く運動靴等のそれに比べる

と、困難になるのは事実である。しかし 2回目の登著書は

何で登ったか記憶にないが、初めての時は、 14年も前の

事で間違いなく査を山靴での登著書であったのだ。

5ピッチ目は快適に垂壁を越し、カンテ基部を右へト

ラパースする。 A終ピッチ、カンテを越し、左上し、途

中枯れたハイマツの小テラスを通り左に抜け、終了する。

梓川を眼下に眺め、満足感に浸りながら岡田さんを確保

お前は。たかだか数mの壁を
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望月先生の思い出

昭和16年工学部電機卒崎田 照

昨年9月8日に望月先生が亡くなられました事は、誠

に哀惜の念に耐えません。

偶々昨年9月初旬に日大山岳部OB6名で穂高周辺を

プラ~と山を眺めながら歩きたいと、伊jによってのんひ'

りとした山行に出て、徳沢に入った時、東京の中嶋啓君

から電話が入り、望月先生御逝去の報を聞き、 2"'3日

後に山を下って、その足で穂高町へ寄り、御霊前に参っ

てきました。

思えば随分遠い普の事になりますが、私が初めて望月

先生の講義に出席したのも、山岳部へ入ったのも昭和11

年4月の事でした。以来55年間にわたるお付合いでした。

先生には山岳部顧問としての相談や、人生の先輩とし

ての教えを緩いたり、たいした用もないのにお宅にお邪

魔して御馳走になったりで、予科、学部を通して随分と

御迷惑を掛けたもので、した。

我々は予科の2年間に先生に独語の講義を受けたので

すが、テキストブックは確かーハンス、カロツサの戦線

の手記ーと言うようなものだったと記憶しています。先

生は伊jによって飾り気のない口謂で、本を手に歩き廻り

ながら、独語の文章を頭から一つ一つの単語をH慣に訳し

ながら、説明をするという風で、私には大変判り易いよ

うに恩いました。

山岳部の連中は山へ行くためによく講義を欠席し、出

席している時は質問されるのを恐れて、ひたすら頭を低

くして、嵐が頭の上を通り過ぎるように祈っていたもの

です。先生も時たま学生に質問をする時は山岳部の学生

を避けて、隣まで迫って来ても、我々の所は飛ばして次

を当てるというような芸当をちょいちょいやって下さい

ました。

我々の学生時代は未だ世の中は落着いており、戦争の

波は余り身近に迫ってはおらず、相良山岳部長、望月山

岳部顧問も未だお若〈、御家族連れで天懇や、ハイキン

ク1こ参加されたものでした。特に両先生の御家族とは、

お宅や山でよく顔を合わせて親しく、或る夏には、望月

先生の二人の御子息の小学校の夏休みに穂高町のお祖父

様の所へ行〈折に、我々山岳部の潤沢生活に入る日程に

合わせて、一緒の夜行最終列車に乗り、翌朝松本で降り、

彼らを大糸南線(昔の名称)のホームで迎えの方の手に

渡し、我々は島々への電車に乗り換えて行った事もあり

ました。

また或る時には、鈴木克己先輩が技術将校に成る前で

あったか、後であったか、我々三、四人で、二人の小学

生の御子息を加えて、高尾山へ日帰りハイキンク.に行っ

た事がありました。小仏峠を越えて相模湖から上野原へ

行き、故水越一郎氏の実家へ寄り、墓参りをして'局って

来た事もありました。途中乗物を利用したとはいえ、随

分速いコースを小学生の二人は元気に歩き通したのには、

我々も驚いたものでしたが、之も御両親が甘えたい盛り

の子供を少しは荒っぽい山岳部の連中に付き合わせた方

が、ためになるだろうというお考えからではなかったか

と思いました。

また或る後目、神田の小川町付近で、我々山岳部の連

中三~四人が、ばったり先生に出くわした事がありまし

た。先生は突然、「一寸近くで一杯飲んで行きましょうJ

と誘って下さいました。当方は断る理由等ある筈もない

し、喜んで応じたわけですが、当時はどういう理由から

か、飲屋はパー、カフェー、料亭に至るまで、何処へ行

っても「学生及び未成年の方の来底はお断りしますJと

いう小さな札が掛けられていたものです。その時も我々

は勿論学生服に学帽スタイルだったのですが、先生は即

座に「皆さん学生帽を脱いでポケットへ入れて下さしリ

と言われて、さっさと飲屋へ入って行かれました。

勿論当時はそれが当たり前の逃げ道で、我々も何時も

そうして飲みに行っていたのですが、改めて先生にそう

言われては何とも面映ゆい気持ちがしたものでした。

近年になり、また山へ時々行くようになって、よく山

の帰りなどに、穂高町の近くを通り掛かった時など、ふ

っと先生のお宅へ寄って行こうかという話も出た事もあ

ったのですが、この次にしようというように延ばし延ば

して、終に機会を失してしまい、返す返すも残念でなり

一回一



ません。

晩年は静かな、美しい環境の故郷に引き績もられて、

お好きな酒を飲みながら、著名な翻訳家として、そして

信州大学名誉教授としての90年の生涯を閉じられた事と

思います。

しかし、その間に立派に成人された御次男のあっし君

を病で失われた事を、後から奥様からの手紙で知り、御

両裁の悲しみは如何ばかりであったろうと残念に思いま

した。

昨年9月、先生の御逝去からちょうど2ヶ月目に奥様

も追うように亡くなられたと聞き、本当に望月先生御夫

妻らしい美しい御生涯を閉じられたと、新たな涙を覚え

る次第です。

御夫妻の御冥福を祈ります。 (平成4年6月)

米津直治先輩を偲んで

昭和13年機械卒鈴木克己

戦後のため全てが中断されて、卒業以来残念ながら御

会い出来ず、御教示を得られなくなってしまい残念に思

いながら、一度お目にかかり昔のお話を、などと恩って

いた矢先に言ト報に接し、誠に申し訳ない事をしたと後悔

致しております。

当時の山岳部の運営・計画など事々にご指導を厳き、

良〈後輩を育てて下さった事など、今でも昨日の出来事

のように思われます。

私は、昭和9年正月、槍ヶ岳行にお供を致しました。

初日 1月3日は猛吹雪のため予定通り進行できず、中の

湯手前の飯場でビパークする事になった。その夜、我々

のシュプールを頼りに来たと恩われる人が梓川に転落し、

先輩は救助に向かったのですが、最悪の事も考えられる

暗夜の、しかも猛吹雪の中での作業を慎重に敢然と行い、

この人を救出したのです。私には全〈驚きの出来事でし

た。 1月7日、厳冬期の槍の登頂を果たしたのでありま

すが、私如き新兵を連れて良くやられたものと、今でも

-69-

追悼

感服致しております。此の間、行動は常に慎重で判断力

に富み、如何なる時でも私への教育を念頭に置かれての

行動であり、沢山の事を教えていただいた山行でありま

した。

また、昭和46年発刊の相良先生の著書「遥かな山遠

い風J の剣岳の項に、 ~J岳の夏山合宿を終え、米津先輩

がリーダーで棺良先生と佐藤武君を案内して仙人谷を下

り、黒部へ出て悪場を針金の一方が外れ、あわやという

場面を次のように書いておられる。

「ああ、これで一巻の終わりかと読めかけた。しかし山

のベテラン米海君が何の勝路もなく四十米のザイルを出

し、一方をピンの環に結び半分ばかりの所を自分の体に

結びつけ、上部の手がかりも足がかりもないような岩を

神業としか思えない身軽さで右に移動していた。やがて

来た米湾君はスリップもせず、私の真上に立っている佐

藤君と一緒になり素早くザイルを私に垂らしてくれた。

私がそれにつかまると二人がそれを引上げ、間もなく私

は二人の傍に無事に立つことが出来た。 J云々とありま

すが、全く沈着冷静しかも決断の早い方でありました。

また、先生は此の項の終わりに、 「米津君は今では呉

羽の重役で、家が火事になり、あとで家を建てた時には、

いろいろと助けてもらったJと書いておられます。先輩

は山だけでなく、各方面で活躍されておられたのであり

ます。

近年、津村君が御会いした時は、山の話を本当にうれ

しそうに聞かれた由。また、最近日本山岳会に入られた

との事でした。

今は亡き米海先輩を恩い、謹んで哀悼の意を表し、御

冥福をお祈り致します。

望月市恵氏平成3年9月8日

米海直治氏平成3年12月10日



登山計画の近況一一
(桜門山岳会会員)

マカルー登山隊1992

登山隊名称

雪豹クラブマカルー登山隊1992

YUKIHYO CLUB JAPAN MA臥LUEXPEDITION 1992 
目 的北西稜からのマカルー峰(8，4回m)の登頂

期 間 1992年8月上旬""'11月上旬

隊の構 成隊 長岡 田貞夫シェルパ 2名

隊 員 3名 コ ッ ク l名

リエゾン.t71ザー l名 キヲチン~-イ I名

サーダー l名 jールうンナー l名

11名

メンパー岡田貞夫 (42歳) 山本 修 (30歳)

村口 徳行 (36歳) 石}II 一郎(却歳)

予 算&∞0，∞0円

行 動予定 1992年8月2目 先発隊日本発

11 9日 後発隊日本発

11 14日 カトマンズ発(ダサンバザーが

11 7ムリンターがシ7トン・II:HC)

11 9月5日 登山活動開始

11 下旬登頂予定

11 10月中旬登山活動終了

11 11月上旬カトマンズ着

かつてエクスペディションというと大げさな規模にな

りがちであったが、今回の登山隊でまず私達が考えたこ

とは、できる限り無駄を省き、時間を有効に使うことを

最優先とするということである。例えば、日本での梱包

を少なくして翰送量を削り、現地での買出しと梱包に重

点をおく。そうすることによって、諸費用をだいぶ安く

することができる。また、装備などを各企業からの寄付

に頼るということは一切やめ、安価で‘の購入、借用、現

地調達の工夫をする。一等々、今回のような小規模な

登山隊では、いかにシンプルな形で進められるかが重要

なポイントである、と考えた。

そして、登山に関して私達が確認したいくつかの点は、

自分遠の立てた理想的な計画に少しでも近づけていくこ

と。オリジナリティーを大切にすること。絶対に事故を

起こさず安全であることがl番目で、良い方法で登頂す

ることが2番目。充分に楽しい生活を送ること。学んで

きた多くのことを最大限に生かすこと。

個人個人か哩想、夢、テーマや考えを語り合い、f?lJえ

それがバラバラであったとしても、一つの方向に向かつ

て努力をすること。雪豹クラプマカルー登山隊がどこま

で個人に近づけるか、そして、個人がどこまで雪豹クラ

ブに迫れるか、とても興味のある山行である。

表面には名前さえ出ていないが、確実にその思考は

日大山岳部の流れを汲むものであり、また、この登山隊

に対してたくさんの暖かいカンパをいただいたことは、

我々にとって何よりもありがたいことであった。

さて、マカルーは微笑むだろうか。頂にそれぞれが思

いを抱いた雪豹の旗をなびかせることを夢見て、あとは

山がにっこり笑ってくれることを祈って出かけるとしよ

う。(村口徳行)

CLIMBING ROUTE 
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原稿募集

.r会報Jでは、皆様の投稿をお待ちしています。国内、海外、登山、紀

行を問わず、身近な話題や、最新情報、評論、随想などフリーなテーマで

結構です。字数の制限は特にありません。写真、地図、カットなど必要に

応じて添付してください。また編集に関してのご意見、ご希望などありま

したら編集部までぜひご一報願L、ます。.r会報j は自由な発想の場を提供できるものでありたいと思います。

・なお、原稿締切は4月30日とさせて戴きます。次回会報31号は、 1993年

7月を目標に作製したいと思いますので、ご協力よろしくお願L、致します。

原稿送り先干115東京都北区志茂4-37-2 TEL03-3901-5412 原田雅子宛

編集後記

-あんなに楽しく充実した活動をしているのに……コーチとして彼らに接

してきた私には、もっと現在の学生を知ってもらいたいという願いもあっ

て、この会報の編集に携わることにした。

.寄稿だけで学生の生の姿を伝えられるはずもないが、彼らの意見や思考

に共感や時代の違いを感じていただけたものと思う。形態の変化を続ける

山岳部をOBや外部により理解していただくためにも、次号からは学生自

身も私達の仲間に加わってもらいたい。 山本 修

.今回もたくさんの方々のご協力によって会報を出すことができました。

お礼申し上げます。次号はマカルーの報告を予定しています。原田雅子

.学生の山登りを見ていると“こいつらあまり進歩がねえなあ"と思う反

面、結構そこから学ぶことや“ウーム、なるほど"と感じるものがある。

いい意味で刺激しあうことができれば、おもしろい。 村口徳行

.会報30号編集委員 岡田貞夫/村口徳行/山本修/原田雅子

会報第30号

発行日

発行人

編集人

1992年 8月20日

中嶋 感

村口徳行/ 原因 雅子/山本

発行所 日本大学保健体育審議会山岳部

桜 門 山岳会

修

干102東京都千代田区九段南4-8-24/C部室TEL)03-3329-5725 

製 作 (有)オフィス・エム

干201東京都狛江市和泉本町1-2-123-D TEL03-3430-4076 

印刷所 豊文社印刷(紛

干201東京都狛江市岩戸北3-11-12 TEL03-3489-0576~付
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