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活動報告

学生活動報告(平成 4年度)
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一一平成4年度活動報告

チーフリーダ一平井伸明

全員の力を結集した南アルプス全山での合宿を終え、

各々の成長した顔が4月部室に集まった。しかし、リー

ダー会にて年度方針について話し合うといった積極的な

姿勢はなく、部員の指向の多様化が強まり、全員で行な

う合宿や部の活動に疑問を持つ者も出てきた。このよう

なことにより、当面は 1つ1つの山行、部活動をきっち

りと行なうこと。部としての方向性は1つlつ確実にこ

なしていく中で作り出していくこととした。何よりも

「山における安全Jについては徹底して取り組んでいく

こととした。

新人勧誘は2月頃より部会、コーチ会にて取り組んで

きた結果、 15名の新人獲得という大成功を収めた。総人

数28人という大部隊となり、部会において椅子の数が足

りないといったうれしい悲鳴をあげるまでになった。

五月山行は4パーティーを出し、中でもフリークライ

ミングといった今までにない計画も出た。五月という最

後の積雪期になにもフリークライミングを、といった意

見がリーダー会、コーチ会等で出されたがメンパーの意

志は強〈、それを尊重することとした。

初夏合宿は部員の半分以上がl年生という編成の中、

いかに合宿を安全に行なうことが出来るかという事に終

始した。 BCを溜沢とし、 i年生には山の生活やすばら

しさをわかってもらいたいという方針を打ち出し、内容

的には雪IDiI、分散登撃というほぼ例年通りの形で臨んだ。

定着合宿はほぼ満足のいく結果を得ることが出来、分散

下山でここ 2年間、失敗に終わっていた燕下山を2年生

をリーダーとする隊が成功に収めたことは非常に頼もし

く感じられた。

夏山合宿はほぼ例年通りのスケジュール、内容で臨ん

だ。入山においては2、3年生がl年生をうまくフォロ

ーし、無事にBC入りを果たすことが出来た。定着合宿

は昨年に比べ非常に好天に恵まれ、雪割11、分散登著書と満

足な内容を得ることが出来、新しい試みとして三尾根の

新ルート開拓等も行なうことが出来た。しかし、後半分

散において lパーティーかド下級生の負傷により下山とな

ってしまったのは非常に残念であった。

夏山後半の個人山行は縦走、沢、登撃と多くの計画が

出た。 3年生による奥利根本流遡行は見事に成功を収め、

フリークライミングツアーにおいては近年の我が部の最

高のレベルより 2ランクほど上のレベルにまで途する者

も出てきた。奥利根の計画は岩下のかねてからの上越国

境への思い入れが3年生3名のまとまりを生み、フリー

クライミングにおいては自己のレベルアップを目指そう

とする意欲を非常に感じることが出来た。

後期が始まり、リーダー会では冬山の計画を決定する

こととなった。今年度前半の反省と今後について話し合

う中、計画はなかなか進まず、幾度もの話し合いの中か
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ら全員による槍集中へと計画を決定した。冬山の偵察は

例年だと10月に行なっていたが、今年は10月を秋山山行

とし、全員が山へ入ることとし、 11月の大学祭シーズン

を偵察にあてた。

秋山は多くの山行を出すことが出来、各パーティーは

無雪期最後の山行を大いに楽しんだ。

冬山偵察山行は4パーティーを出し、初冬の槍ヶ岳を

しっかりと偵察することが出来、上級生の冬山に向う姿

勢が出来上がった。また、同時期に l年生による縦走を

行なった。特に l年生女子3名による縦走は、山に対す

る積極的な姿勢を感じさせた。

富士山合宿は訓練に徹する計画とし、内容的には満足

な成果をあげた。ただ、初夏、夏とは異なる富士山とい

う場所において大人数で行なう訓練の方法について改め

て考えさせられた。

冬山合宿は富士山以降、上級生2名が体調不良により

参加出来ないこととなり、 OBの方々にも参加をいただ

いて、表銀座、笠ヶ岳、中崎尾根の3隊による槍ヶ岳を

目指す計画と決定した。表銀座隊は凍傷者を出し:途中下

山となってしまった。笠ヶ岳隊は見事にロングルートを

踏破した。中崎隊はほぼ全員アタックに成功したが、数

名体調を崩し渋い結果となった。冬山の結果はリーダー

会の部員の実力の把握不足が一番の原因であった。

冬山合宿が終わり、 4年生2名、 3年生l名が引退し、

山田を中心に新規リーダー会が発足した。

2月山行は下級生のレベルアップを白的とし八ヶ岳周

辺にて行なった。

春山合宿は後立山を中心に前半、後半に分かれた山行

を行なった。

この l年を振り返ってみて、部員の半数以上を下級生

が占め、いかに合宿、個人山行、普段の日の部活動を行

なうかに終始し、全体の把握という面において足りない

部分が多々あったように恩われる。技術的な訓練の面を

例に上げてみると、訓練の量は下級生が多いといえど時

間をかければこなすことは出来る。しかし、それらのこ

とがいかに各人の身についているか。何よりもこれら各

部員の把握、これが現状のように大人数の構成となった

今、一番必要なことだと思う。これらのことが「決して

事故はおこしてはならないJにつながるはずで、ある。

私が l年生の富士山合宿で骨折して以来、大きな事故

はおきていません。事故を目のあたりにして知る者は現

部員にはいなくなりました。これらのこと、またその他

多くのことをいかに伝えていくか、これが今後の大きな

課題であると恩います。率業するとどうしでも学生の活

動を客観的にしか見られなくなる傾向がありますが、積

極的に学生の中に入り、一緒に山に登り、一緒に山につ

いて考える。私自身、がんばらなくてはと思っていると

ころです。

最後に我々のために貴重な時閣を割いていただいたす

べての方々に感謝いたしますとともに、今後とも引き続

きご指導をお願いいたします。

一一平成4年度コーチ会報告一一一一

ヘッドコーチ古野 淳

平成5年度はコーチ会が若返ります。私のヘッドコー

チも 5年を経て.¥111れ合いの感も否めなくなってまいりま

した。次年度は、昭和的年卒、石川一郎がヘッドを務め

ることになります。 1986年ヒマルチュリ、 1992年マカル

ーに参加し、現役クライマーとして活躍中です。持ち前

の堅実な性格で事故のないよう学生を引っ張ってくれる

ことを期待しています。

平成4年度は、 15名の新入生が加わり、近年まれな大

所帯となりました。仲間が増えたことは喜ばしいのです

が、リーダー会が部の運営面ばかりに振り目されて、伸

び伸びとした計画を実行できないというジレンマにも陥

っています。この問題は大学山岳部においては何十年も

続いていることなのでしょうが、 5'""'6年前のつぶれる

寸前の活動と比べれば、婚しい悲鳴というべきで、しょう。

今年度のリーダー会は、理系の忙しい学生が多いことも

あってか、計画の検討に甘さが目立ちました。細かな内

容をコーチ会に持ち越して検討せざるを得ないケースが

しばしば見られ、コーチ会の回数も必要に増えてしまい

ました。なんとか良い計画にして実現させてやりたいと

いう気持ちが先行してしまって、結果的にはそれがリー

ダー会の能力を低下させてしまった感もないわけではあ

りません。計画のチェッ夕、山行報告、クラブ運営指導

が主な内容ですが、山行報告に関してはコーチ会までの

わずかな時間でりっぱな仮報告書を提出するようになり、

今後の会報発行やオリジナリティーのある部内報の製作

にも期待がもてます。反省会もポイントはおさえている

ようですが、厳しく見れば、反省のやりっぱなしともい

え、特にトレーニング、健康管理およびコンティニュア

ス登著書等技術面の課題が持ち越されております。

初夏、夏山、富士山と訓練合宿は無難にこなしてきた
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かに見えましたが、 l年生の数に対して上級生の指導が

行き届かず力量の低下は否めません。冬山は槍の頂上に

全員を立たせたいという平井の強い希望で少々強引とも

みえる計画をコーチ会で通してしまいました。表銀座パ

ーティーは惨敗、笠ヶ岳パーティーはかろうじて槍へ到

達しましたが、メインの中崎尾根ノ号ーティーも病人続出

で、結果はけして満足の行くものではありませんでした。

この一年聞は多数の l年生をかかえながらも平井の強

力なリーダーシップで部をまとめあげ、冬山までなんと

かこぎつけたという年だったように恩えます。年が明け

て山田が新チーフリーダーとして活動を始めましたが、

新規リーダー会にとって、まずは現状の力量把握からは

じめる必要がありました。それぞれのリーダ一部員は、

こだわりの魅力的な計画をたててみたものの、現実とは

程遠い力量の不足を認識し、すべての計画はいったん白

紙に戻り、春山は鹿島槍のピークアタックおよび後立山

での後半分散を行いました。前半は好天で、一応の成果

を収めることはできましたが、後半の分散は散々たる結

果となり、あらためて大きな課題をかかえ、今年もまた

新入生を迎えるに至っております。

旧コーチングスタッフは、学生の山行とは-g離れま

すが、 70周年記念登山に向けて、あらためて学生と共に

海外登山にも参加できるよう指導を続けていきたいと思

っております。この計画が現実のものとなるよう、諸先

輩方のご指導の程、よろしくお願いいたします。

E事業後も、遥かな高峰にむかつて山に対する熱いハー

トを忘れないよう、永遠の現役クライマーであって欲し

いと願います。

記 録

.五月山行

1.尾瀬スキー山行・至仏山アタック

期日 4月30日"'5月3日

メンバー L伊藤、梅田、大越、大野、日本、山本

4月30日 雨一時晴鳩待出十→山ノ良BC

119寺頃雨の中を鳩待峠からスキーをザックに付けて出

発する。 1時間程行った所で、なだらかな平地となった

のでスキーをはく。山の島に到着してすぐにテントを張

り、逃げ込む織にして無料休憩所へ入り衣類を乾かす。

5月1日風雪~晴スキー練習
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朝から風が強く視界が悪いので、停滞とする。 11時頃

雪が小降りになったのでスキー練習へ向う。他に人もな

く、練習に没頭する。

5月2日晴 BCコ至仏山

深夜、山本が吐いているのを発見。容態を尋ねると頭

痛と吐き気がすると言う。翌日、食欲のない山本に薬を

与えテントキーパーとして、他の隊員で至仏山アタック

にスキーを付けて向う。急登の為、ツボ足でピークに立

つ。ムジナ沢の下りは止まる時に転ぶものの、思ったよ

りスムーズに下れた。

5月3日雨~雪 BC→鳩待u序

朝から雨。段々強くなってし、〈様子。山本は食欲がな

い。今年の尾瀬は天気が悪〈、見通しがたたない。食後、

メンパーの意見を聞き、下山を決定。出発の頃には雪と

なる。

2.尾瀬スキー山行・縫ヶ岳~会津駒ヶ岳

期日 5月1日"'5月4臼

メンパー L中村、大塚

5月1日曇時々雪大清水→三平u時~長蔵小屋CS

道に雪はなくスキーをザックに付けて歩き出す。一ノ

瀬から雪が出てきて一汗かくと、三平峠。ここからスキ

ーをはき、尾瀬沼へ向う。沼の縁を通り長蔵小屋へ行き、

ツエルトを張る。

5月2日晴 CS→鑓ヶ岳→1.888m先CS

夏道沿いにトレースが付いていて快適に進む。汗をか

きかき登り、ツボ足で鑓ヶ岳のピークに立つ。休憩をと

り、いよいよ滑降。雪はザラメで頂上直下は急である。

大杉岳からはなだらかな稜線。1.部8地点からの下りで

大塚のピンディングの調子が悪くなり、時間も遅いので

ツエルトを張る。

5月3日 晴時々畳 CS→会津駒ヶ岳CS

早朝、雪が降っていて視界不良の為、待機とする。 9

時30分、晴れたので急いで出発。ツボ足で・股下まで潜っ

てもがき、駒ヶ岳のピークに立つ。疲れていたが目の前

の大斜面を滑らずに寝てしまうのは勿体ないと思い、 l

本だけスキーを楽しむ。

5月48 雪時々曇 CS→駒ヶ岳登山口

朝、苦しくて起きてみると印cm程の積雪。 9時まで待

つが雪は止みそうになく、予報では明日も悪いと言うの

で、大戸沢岳へは行かず駒ヶ岳からの下山を決定。

1. 450mより下には雪はなく、みぞれ混じりの中を歩

いて下山。



3.小川山フリークライミング

期 日 5月1日"'5月5日

メンバ- L谷、岩下

5月l日晴川端下→廻り目平BC

立川発8:30の篭車に乗り、昼過ぎには信濃川上に着

く。パスで'111端下に行き、 1時間程歩いて廻り目平到

着。とにかく付近一帯、あちこちに岩場があり、その広

大さに驚かされる。明日からのクライミングに胸が一

杯である。

5月2日 曇時々雪ガマスラプ、父岩、リバーサイ

ドにてクライミング

6時出発。色々とエリアをまわって4本程問題なく登

る。連休とあって、とにかく人が多い。あまりハンク'ド

ッキングが出来ない上、トップローブをかけるのが難し

い。おまけに午後から小雪が舞う寒さ。しかし、小川山

ならではのバランスクライミングはとても新鮮である。

5月3日晴~曇 屋根岩2蜂南面「セレクションJ、

リバーサイドにてクライミング

朝から 2人で登りまくる。今日は一段とクライマーも

増え、空いたルートを探すのに一苦労。 rセレクションJ

の様なロングルートは山登りが感じられ、とても楽しい。

妙にクタクタになった 1日であった。

5月4日 昼時々晴水晶スラプ、左岸スラプ、父岩

でクライミング

6時起床。小川山の朝は遅〈、我々はいつも一番乗り。

5.10のルートを3本塗る。フリークライミングも縦走に

負けず劣らず疲れる。足は下降してくると感覚はなく、

手の皮は減ってしまう。今日は3時頃に早仕舞いとして

テントで休む。

5月5日 晴父岩でクライミング後BC→JII端下

父岩でクライミング。 2人でトライするが、なかなか

手ごわし、。何度か落ちてやっと成功。その後、寒くなっ

て来たので撤収。小川山に別れを告げ、パス停に向う。

4.後立山縦走・五竜岳~鹿島槍ヶ岳

期日 5月2日"'5月5日

メンバー LOB岡田、平井、 OB石111

5月2日 餐時々雪五竜遠見スキー場→五竜山荘cs
リフト終点を 9時に出発。トレースも付いており、各

自好きなペースで登る。コースは稜線直下が急登の雪壁

である他は特に問題なし。

5月3日 濃霧~曇 CS→五竜岳→キレット小屋cs
朝、外を見るとガスと強風。 9時にガスが滑れ出したの

で出発する。ピークまでは新雪が5cm程乗っていて、い

やらしい。下降は夏山と同じペースで下る。天気が良け

ればもっと良いのだが、文句は言えない。

5月4日雪停滞

明日には予報によると天気が回復しそうなので、停滞

とする。

5月58 快晴 CS→鹿島槍ヶ岳→大谷原

起きてみると外はドッビーカン。 rゃったーJと3人。

八ツ峰キレットの核心部は懸垂加mlピッチ。鹿島槍ヶ

岳北蜂は黒部側をまく。南峰直下はすごい風。耐風姿勢

を繰り返しピークに立つ。

-初夏合宿

一一穂高岳酒沢定着一一

期日 6月10日"'17日

メンバー L平井、伊藤、岩下、梅田、谷、日本、

山田、大塚、斉藤、中村、山本、武藤、

鈴木、塩見、菅野、中海、田中、笠原、

田村、西尾、河治、芹沢、篠崎、鶴ケ谷、

富田、磯部

OB高緑、岡田、松野、向笠、古野、

山本(修)、 原因(雅)、渡辺(勇)

6月10日晴上高地→横尾

順調に明神、徳沢とこえ横尾へ。途中、新村橋でザッ

クを置きケルン参拝へ。設営後は散策する者、トカゲを

きめこむ者さまざまである。

6月11日昼~雨 CS→沼沢BC

l年生は重荷をかついで・の初めての雪の上。出発前の

不安な顔もイチ、ニイの掛け声のもと、あっという間に

汗だくに。昼すぎにはホテル日大のテント村が出来あが

る。平井、日本、入山。

6月12日快晴雪渓訓練

総勢27名での雪訪JI。予定通り、ローテーションでどん

どん行なう。雪質はあまりよくないが、充実した訓練を

行なうことができた。帰幕後、 BCより雪訓場を振り返

ると 1日の成果を表す2つのダイヤモンドを仰ぎ見るこ

とが出来た。中村、入山。 OB両国、松野、向笠、古野、

入山。山本、 OB渡辺、下山。

6月13日晴分散登挙

①奥穂アタック L平井、谷、梅田、日本、中村、

温見、磯部、富田、田村、西尾、

芹沢、篠崎、 OB向笠、原因(雅)
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②北穂アタック L伊藤、山田、岩下、斉藤、大塚、

河治、武藤、鶴ケ谷、中庫、田中、

鈴木、笠原、 OB岡田、松野

両パーティともに 2ピッチで稜線へ。我々の掛け声が

カールに響〈。ピークで・は地形と概念をみっちり指導。

下降は例年より雪が多く傾斜がゆるいせいか、 l年生も

どんどんグリセードで降りてくる。菅野、 OB高緑、

山本(修)入山。

6月14日曇分散登掌

①北穏東稜→北穂→奥穂

L日本、大塚、 OB山本(修)

②潤沢岳アタック L平井、岩下、菅野

前夜より降り続いた雨は靭には止む。しかし稜線はす

っぽりとガスにつつまれている。前穂東壁、北尾根、北

穂東稜より奥穂の3パーティを出すが2パーティは悪天

のため引き返す。天候を見計らい、レリーフ参拝を行な

い、 3名にて潤沢岳を往復する。

6月15日昼~晴溜沢→横尾コ蝶ヶ岳

今朝の天候は雨のちらつく空模機。これ以上よくなら

ないと判断し、分散登撃を諦めて横尾までCSをおろす

こととする。しかし横尾が近づくにつれ晴れ出すではな

いか。設営後、蝶ヶ岳を往復し、さきほどまでいた穂高

速峰や槍方面のパノラマを楽しむ。

6月16日快晴下山

①CS→蝶ヶ岳→大天井岳 L斉藤、大塚、田村、

中淳、富田

②CS→上高地

6月17日 ①CS→中房混泉下山

....奥穂山頂にて

学生活動報告 (平成 4年度)

.夏山合宿

一一立山東面内厳ノ助谷左俣定着一一

耳目 白 7月25日"-'8月5日

メンバー L平井、伊藤、岩下、梅田、大越、大野、

谷、日本、山田、大塚、斉藤、中村、

山本、武藤、鈴木、中海、田中、笠原、

田村、西尾、河治、芹沢、篠崎、鶴ケ谷、

OB大谷、山本(茂)、渡辺(勇)

<入山>

1. ~医師隊

期日 7月25日"-'28日

メンバー L山田、大野、大塚、鶴ケ谷、河治、武藤、

OB大谷

7月25日晴折立→薬師峠

強い日射しの中を水をガプ飲みしながらやっとの思い

で天場に着〈。さすが薬師、登ってくる人の数も多いが、

格好が夏山JOYしている。我々とはかなり違いが感じ

られた。

7月26日 晴 CS→スゴ乗越

薬師平から薬師岳への登りで雪渓を登る羽田になって

しまった。多くの人のステップがあるとはいえ、こんな

に雪があるのかとびっくりする。

7月幻自 晴 CS→五色ヶ原

館中沢岳へは畳り始めのトラパースが特に悪〈神経を

使う。五色ヶ原へは見えてからが遠い。 l年生はフラフ

ラになりながらやっとの思いで辿り着〈。その後、その

場で寝てしまった。

7月28日曇~雨 CS→内蔵助BC

雄山付近より天候はくずれ始め、最低コルでは雨と

なる。ガスの中をゴルヅュ入口へ。日本、谷のサポー

トをうけ、歩荷隊が張ってくれたフィックスづたいに

BCへ。 BCでは皆が雨の中、外へ出て我々を迎えて

くれた。

2.早月隊

期日 7月26日"-'28日

メンバー L谷、日本、斉藤、中庫、芹沢

7月26日晴馬場島→早月小屋

早月小屋が水を使えないため、馬場島で水を l人あた

り511入れるとザックは急に重くなる。 lピッチ30"-'40

分しかもたなし、。それでも何とか小屋に着く。 1:年2名

はつらそうだ。

'
h
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7月釘目晴 CS→剣沢

本日は快調に高度をかせぐ。頂上にて写真を撮り下り

に入るが、人が多く、時間待ちの連続。中海が腰の痛み

を訴えるが、がんばって歩いてくれ、早々に剣沢に着く。

7月28日晴~雨 CS→内蔵助BC

2ピッチで最低コルへ。歩荷隊の協力のもと午前中に

はBC入りすることが出来た。

3.大田隊

期 日 7月26日........28日

メンバー L平井、梅田、大越、篠崎、田中

7月26日晴登山口→大日小屋

立山駅で杉田旅館さんに今年もデポをお願いする。称

名滝を見物後に出発。 l年生は打合せでもしたかのよう

に交互にパテる。大日平で差し入れのメロンにかぶりつ

き、残りのカをふりしぼり大日小屋へ。

7月幻自 晴 CS→雷鳥沢

本日は確実に一歩一歩前へ進む。奥大目岳の下りがガ

レておりいやらしい。雷鳥沢が近づくと女子4人の日大

コールがかかる。スキーヤーも多くいるので、ちょっと

照れくさい。

7月28日晴~雨 CS→内蔵助BC

雷鳥沢は2ピッチで登り切る。内蔵助山在にあいさつ

後、ゴルジュ入口へ。歩荷隊のサポートとうまく合流で

き、フィックスに導かれながら確実にゴルジュを下る。

4.室堂隊

期 日 7月幻自........28日

メンバー L山本、笠原、鈴木、西尾

7月幻自晴室堂→雷鳥沢

観光客でごった返す中を雷鳥沢へ。昼には大目隊と合

流する。 9人の大部隊となり、午後はのんびりと過ごす。

7月28日

大白隊と行動は同じ。

5.歩荷隊

期日 7月26日........28日

メンバー L岩下、中村

7月26日晴室堂→内蔵助山荘

一ノ越への道はすごい人で大渋滞。例年連りボッカ道

を重荷にあえぎながら山荘へ向かう。

7月幻日晴 CS→内蔵助BC

前日のデポを回収後、 BCへ。ゴルジュにフィックス

を張りながら慎重に行動する。夜は2人だけのBCを楽

しむ。中々おつなものである。

7月28日晴~雨各パーティのサポート

早月、大日と次々に本白人山。各ノ号ーティのサポート

に向かう。ゴルジュの登り下りは毎度のことながら疲れ

る。

<定着>

7月29日晴 BC整理

8:∞メシの予定だが、ゾロゾロと 7時頃よりテントか

ら皆出てくる。朝食後、 BC整理、三本歯フィックス、

デポ回収の3つに分かれ作業開始。それにしても薪が少

ない。毎年消費量が増加しているためだろう。

7月30日晴雪渓訓練

4パーティーに分け、カール底へ。大きなダイヤモン

ドを2面とり、歩行訓練より開始。かけ声の中、 l年生

の真剣な目がすばらしい。本日は腰がらみまで終了。ゴ

ルジュの下降はフィックスの各支点に上級生がつき、 l

年生をどんどん下ろす。 1:年生はグリセードが例年より

かなり上手である。

7月31日餐~雨雪渓訓練

寒冷前線の通過のため、気温は低〈、ガスがどんどん

湧き、 l年生の訓練終了後に下山とする。 2時間で訓練

終了。天候がどんどん悪化する中、 BCに戻る。夕方の

リーダー会にて、明日は l年生は休養停滞、 2年生特訓

はBC下の雪渓にて行なうこととする。

8月1日雨停滞

一日中、雨が降ったり止んだりを繰り返す。 2年生特

訓は、疲労していることと、雨による風邪等も考え、分

散終了後に各パーティーの上級生のもと行なうこととす

る。本合宿初の雨らしい雨の一目。皆、テントの中で爆

睡している者が多い。

8月2白昼~晴分散登掌

①一尾板 L山田、中村、中海、河治

②二尾根 L谷、日本、芹沢、西尾

③主稜 L梅図、大野、鶴ケ谷、田中

④支稜左 L岩下、斉藤、篠崎、武藤

⑤支稜右 L平井、大塚、笠原

⑥丸山尾根 L伊藤、大越、山本、鈴木

すばらしい天候の中、大いに分散登著書を楽しむ。しか

し帰幕時間に間に合わないパーティーが出てしまった。

これは1パーティーずつにて通過する三本歯でのタイム

ロスによるものが非常に大きい。リーダー会にて、明日
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より半分を雄山へ、半分を東面へ出すこととする。本目、

山本(茂)、渡辺(勇)OBが入山。

8月3日晴分散登著書

①二尾根 L梅田、山本、斉藤、鶴ケ谷、

OBUJ本(茂)

②主稜 L山田、中村、中湾、芹沢

③丸山尾板 L平井、大塚、河治、田中、 OB渡辺

④雄山縦走 L伊藤、谷、大野、大越、日本、岩下、

武藤、篠崎、西尾、笠原、鈴木

昨日の打ち合わせ通り、半分を東面、半分を雄山へ出

す。本日もすばらしい天候である。東面の3パーティー

は順調に進み、 13:00の目標時間には全ノ号ーティーが折

立に到着。雄山隊は下界から登ってきたばかりの人々の

きれいな姿に恩わず見とれる奴もいる。 BCに帰幕後、

2年生のザイルワークを入念に行なう。

8月48 晴 分散主主著書

①一尾根 L伊藤、大塚、武藤、篠崎

@三尾根 L谷、岩下、斉藤、 OB山本(茂)

③ 主稜 L大越、日本、西尾、 OB渡辺(勇)

③丸山尾根 L大野、中村、笠原

⑤雄山縦走 L平井、山田、梅田、山本、芹沢、田中、

鶴ケ谷、河治、中津

三尾根隊は初登ルートの左、南面のピナクルの左のN

字型のクラックに新ルート開拓。グレードは 5.9程度と

のこと。また、雄山隊が神社績で1:本をとっていると一

尾根隊がひょっこり尾根上に現れる。みんな「がんばれJ

の大声援。大塚がおはらいをしている神主の横で「ビレ

ー解除Jの大声。これには思わず赤面してしまう。夜は

合宿最後のキャンプファイアーで大いに盛り上がる。

<後半分散合宿>

1.黒部川上ノ廊下

期日 8月6日""'11日

メンバー L日本、中村、芹沢、鶴ケ谷

8月6日 晴黒4ダム→東沢出合

昨日の10臼ぷりの下界の食事のためかl年生は本日、

非常に元気。水量を見ると昨年より少なく行けることを

確信する。

8月7日曇~晴 CS→廊下沢出合

能ノ沢、下ノ黒ビンガと沢歩きを楽しみながら進む。

下ノ黒ビンガは昨年、水量が多く通過出来なかったので

非常にうれしかった。廊下沢出合によい台地があったの

でそこを天場とする。

学生活動報告(平成 4年度)

8月8日 晴~蜜 CS→立石奇岩先

上ノ黒ビンガは水量も少なく問題なく通過する。金作

谷には雪渓がかなり残っている。上部は襖lとなっており、

泳いで、通過。明日の台風を見込み、少しでも先へと立石

奇岩先の台地まで進む。芹沢が岩魚を釣り、 4人で分け

合って塩焼きにして食べる。

8月9日雨停滞

朝から台風の影響で雨。水量がかなり増え天場近くま

で来ていたので、山の方へ避難する。ラジオによると午

後には日本海から秋田へと透過するとのこと。予想どお

り雨は小ぷりとなり、水量も減ったのでもとの天場に戻

る。

8月10日 晴 CS→ウマ沢出合

本日は台風一過のドッビーカン。 B沢でザイルを出し

ただけで、あとは河原歩きを楽しむ。赤木沢に入ると水

量はぐっと減りシャワークライミングを楽しむ。上部に

天場がなさそうなのでウマ沢出合をCSとする。山級魚

がたくさんいて、焼いて食べてみると川魚の味がした。

8月11日昼~晴 CS→折立下山

赤木沢は滝の連続するきれいな沢である。上ノ廊下を

湖行した後ということもあり、二の沢がやけに小さく見

え、どんどん進むことができた。稜線に出たあともどん

どん進み、 12時過ぎには折立に下山する。

2.北アルプス 金木戸川双六谷遡行

期日 8月6日""'9日

メンバー L梅田、大越、大塚、河治、田中、中沢

8月6日晴

タクシーを降りて5ピッチほど林道を歩く。双六谷は

大変美しく水はエメラルドグリーンに光っている。

8月7日 晴~曇 CS→キンチヂミ先

はじめは巨大な岩が沢を塞いでおり、乗っ越すのに苦

労する。水量はかなり少ないものの石の上で滑って流さ

れる者もいた。本日はザイルはキンチヂミで一度使用す

る。あとは細引を多用する。

8月8日晴~雨 CS→左俣林道

朝、釣りに出かけた河治が岩魚を2匹釣り、大喜びで

ある。さっそく朝飯に加える。蓮華谷から上は水量は減

るが美しさは変わらない。一本のときなど釜に飛び込ん

だりして遊ぶ。双六小屋手前より雨となる。台風の接近

を知り、本日中に大ノマ乗越より林道におりる。
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3.白馬岳

期 日 8月6日"-'7日

メンバー L伊藤、谷、大野、笠原、鈴木、西尾

8月6日晴猿倉→頂上宿舎

天気は最高によく、暑さと寝不足でペースはあまり上

がらない。大雪渓はステップが出来ており、歩くのみ。

雪渓を登りつめ、お花畑に見とれていると間もなく頂上

宿舎に着く。

8月7日 晴 cs→蓮華温泉下山

朝、霧の中を出発する。山頂で、記念写真を撮った後は、

白馬大池を経てスムーズに下山する。

-秋山山行

1.北ア、後立山縦走・針ノ木岳~白馬岳

耳目 日 10月1日"-'5日

メンバー L平井、中津

10月1日晴~蟹扇沢→針ノ木峠cs
扇沢で朝食を食べ出発。針ノ木大雪渓は3大雪渓の面

影はなく、巻き道を行く。

10月2日昼時々精 cs→爺ヶ岳→冷池cs
コースタイム9時間半の所を、 8時間半でカバーする。

冷池csで夕日が沈む剣をパックに、ご飯を食べるのは

仲々 おつなもので、あった。

10月3日晴 cs→五竜岳先

鹿島槍ヶ岳北壁は5月山行で見たのとは、打って変わ

ってただのヤプ尾根にしか見えない。八蜂キレットは問

題なく、むしろ前後のガレ場がいやらしい。

10月4日曇~雨 cs→天狗山荏

10月5日雨時々雪 cs→猿倉

2.北ア、折立~槍ヶ岳

期日 10月2日"-'5日

メンパー L山田、回中

10月 2 日晴折立→薬師~序cs

タクシーに乗り、折立に着〈。山は冬間近。朝は日:が

出ていてもかなり寒い。他の登山者と共に夏に登った樹

林の急登を上がる。 I年田中は最初から良いペースでと

ばす。 3ピッチで太郎平に着き、のんびりしてからcs
へ行く。

10月3日 晴 cs→黒部五郎岳→三俣小屋cs
黒部五郎は岩稜帯の登り下りで、所々細いリッジにな

っている。三俣蓮華岳は頂上に行かずトラパースルート

を取る。小屋に着いた頃は暗くなる前だった。

10月4日曇~雨 cs→槍ヶ岳→横尾

槍の肩に着いてから、すぐに空荷で槍のピークに向う。

せっかく来ても何も見えなし、。横尾の手前で暗くなり、

リヒトを出し慎重に歩く。樹林の中から灯が見えた時は

さすがにホッとする。

10月5日雨 cs→上高地

雨がかなり強〈降り、寒い。のんびりと上高地へ向う。

紅葉を見に来た、かなり多くの人とすれ違う。

3.谷川連峰、仙ノ倉沢西ゼン

期日 10月3日"-'4日

メンバー L大野、 OB大谷

10月3日雨~晴土樽→群大ヒュッテcs
大谷OBの$で土樽へ着く。そこから歩いて群大ヒュ

ッテそばの平地にテントを張る。

10月4日 晴 cs→西ゼン→平標山→cs
第1スラプは前日の雨で岩が濡れており、右の11-付き

をフリクションをきかせて登る。西ゼンの核心、第2ス

ラプはザイルを出し慎重に行く。その後はナメ滝と小滝

の連続。頂上で体を乾かし下山。紅葉がとても鯖麗であ

った。

4.戸隠連峰、裾花川

期日 10月38"-'6日

メンパー L大塚、芹沢

10月3日晴土倉→木曽殿アブキ

csに到着後荷を置いて、芹沢は釣に、私は薪を拾い

に行く。釣の収穫はゼ、ロであった。

10月4日 晴~雨 cs十一不動避難小屋

csを出発して、河原歩き。ゴルジュに入ってからも

難しい滝はない。最奥の魚止めの滝で少し手こずる。ゴ

ルジュを通過して河原を歩くと10m滝。大塚は右壁を登

り、かなり手こずったが、芹沢は左壁をあっさり登って

しまう。一不動へ至る枝沢へ入り、 「あと 2時間キノコ

を採りながら、楽しいヤプコギだj などと余裕でいたら、

とんでもない延々のヤブコギだった。

10月5日雨~雪停滞

10月6日 晴~曇 cs→本院岳→宝光社

登山道は身の丈程のクマザサがかぶっていて歩きづ、ら

く、手でかき分けながら行く。 P1尾根の下降はぬかる

んでおり滑りやすく、ヤブをつかんだクライムダウンに

終始する。
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5.奥秩父、笛吹川

期日 10月3日"-'4日

メンバー L日本、梅田、篠崎、西尾

10月3日 晴西沢渓谷→笹平避難小屋

①ナメラ沢 L日本、西尾

ナメラ沢に入ってからも悪場はなく、ほとんどザイル

は出さない。

②ヌク沢 L梅田、篠崎

出合からはゴーロで順調に行〈。大滝 3切mはツルベ

で行き10ピッチであった。

10月4日 晴 cs→甲武信岳→東沢釜ノ沢→西沢渓

谷パス停

甲武信小屋に荷物を置いてピークへ向う。東沢釜ノ沢

カゲンの滝では、釜で泳ぎを楽しむ。千畳ノナメでは、

エアーマットなどですべって遊ぶ。

6.谷川岳、ヒツゴー沢

期 日 10月4日へ，6日

メンバー L岩下、伊藤、河治

10月4日 晴~雨谷川温泉→二股→ヒツゴー沢→

二股

ヒツゴー沢は始めの15m7m滝でザイルを出しただけ

で、後は簡単。滝が終わるとゴーロ登り。水のない沢を

登り、尾根に出る。下山は天神尾根を下り、いわを新道

に入り、 csに戻る。

10月5日雨停滞

10月6日晴二股→谷川温泉

今日はオジカ沢だと張り切っていたが、ガスが晴れて

みると稜線が真っ白である。仕方がないので中止として

下山となる。

7.安達太良山

期日 10月10日"-'11日

メンパー L山本、笠原、 OG原因

10月10日 晴奥岳→くろがね小屋

タクシーで奥岳まで入り、歩き始める。体が浮きそう

な強風である。勢至平からは紅葉を見ながらの平坦な道

を行く。くろがね小屋に着き、強風の中、苦労しながら

テントを張り、小屋に風自に入りに行った。

10月11日 晴 cs→安達太良UJ-野地温泉

小屋からゆるい登りを紅葉を見ながら登る。歌い出し

たくなる気分だ。安達太良山で景色を犠能した後に下山

するが、途中で道に迷い、ぬかるみに足をとられ、ゃっ
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と野地温泉へ。 5∞円払って入ったお風呂は「子宝の湯」

だったそうな。ありがたい。

.冬山偵察山行

1.表銀座

期日 10月30日"-'11月2日

メンバー L梅田、大越、大塚

10月30日晴~雪中房温泉→2.699m手前

燕山荘に着〈前から、天候が急激に崩れてくる。

燕岳往復後に大天井へと向かうが、風雪に加え雷も鳴

り始め幕営とする。夜から朝にかけ30"-'40cmほど新雪

があった。

10月31日 雪~晴 cs→西岳ヒュッテ

朝、風雪のため待機していたが、 8:00頃より視界がき

くようになり出発。本日は大塚の体調がすぐれず、大天

井は織田、大塚で巻き道、大越に稜線通しに行ってもら

う。西岳ヒュッテには4:∞頃にようやく到着する。

11月1日雪~畳 cs→横尾

大塚は本日もまったく大館につけない。そのためlピ

ッチ行ったところで天幕を張り、梅田・大館で大槍ヒュ

ッテまで偵察。帰幕後、一気に水俣乗越より横尾へ下降。

11月2日晴 cs→上高地

快晴の中、上高地へ下山する。結局、一度も槍のピー

クを見ることができなかった。

2.裏銀座~槍ヶ岳

期日 10月30日"-'11月3日

メンバー L平井、大野

10月30日晴~雪七倉→烏帽子小屋

プナ立尾根の取り付きで、 2人は30匹ほどの猿の軍団

に固まれる。夜行の眠気も一気に吹き飛ぶ恐ろしさであ

った。2.0∞m付近より積雪があり、昼前には風雪の中、

小屋に飛び込む。

10月31日 雪~曇 cs→野口五郎小屋

昨夜からの風雪か朝になっても続いている。天気図で

は西高東低がノ〈ッチリと決まっているが溺海付近にLが

あり、疑似好天を予想する。案の定、昼前より天候は少

し回復。少しでも前へと五郎小屋まで行動する。小屋手

前では再び風雪の中となる。

11月1日雪停滞

外1;1非常に大荒れ。しばらく待機とするが、 10時には

停滞決定。



11月2日 晴 CS→双六小屋

ビーカンの中を出発。やはり槍を見ながらの縦走はす

ばらしい。ルート的には水晶手前の岩稜が雪の付きも悪

〈、いやらしい。本日は日没ギリギりまで行動する。

11月3日 晴~餐 CS→新穂高下山

西鎌の岩場はまだ雪の付きが悪〈、ザイルを2ピッチ

ほど使用する。中崎尾根に伊藤パーティーのトレースを

見つけ楽に下降する。最後はリヒトをJ点け、林道を歩く。

3.錫杖岳、笠ヶ岳

期 日 10月31日""'11月4日

メンパー L山田、日本、斉藤

10月31日雨槍見→錫杖沢岩舎

雨の中を出発。クリヤ道より錫杖沢出合に下り、南峰

のコルを目指す。重荷のためか、なかなかペースが上が

らない。本日は岩舎に天幕を張る。

11月 l 日雪 BC~南峰手前

上部は天場が限られることより、岩舎をBCにして軽

荷で出発。ホワイトアウトの中をコンパス、地図、ルー

ト図を用いてルートを確かめながら進む。しかし南峰手

前の三本槍の尾根に出てしまった。明日再度、南峰のコ

ルを目指すこととする。

11月2日曇~晴 BCコ南峰

本日はスムーズに南峰のコルへ。尾根は大木がすごく、

木の上を歩いて南峰、大木場の辻へと進む。西尾地尾根

も同じ状況である。今までトレースされていないことを

納得させられる。下降しながら明日より笠ヶ岳へ移行す

ることを考える。

11月3日 晴~曇 CS→笠ヶ岳山荘

今山行中で一番の天気。ジグザグのクリヤ道を進む。

とにかくクリヤの頭が遠い、遠い。クリヤの頭、雷鳥岩

は左から通過。稜線に出ると風、ラッセル共に強くなる。

頂上に着くころには真っ白で何も見えなくなる。

11月4日曇~晴 CS→新穂高下u1

笠ヶ岳新道への下降は最初のところは雪崩そうな斜面

である。樹林帯の急登をどんどん下る。暗くなる前には

林道に出る。

4.槍平→槍ヶ岳

期日 10月31日""'11月3日

メンパー L伊藤、岩下、山本

10月31日雨新穂高→槍平

デポ缶をしよって出発。山本もよく頑張った。

-10一

11月l白昼~雪 CS→肩ノ小屋

小雪が舞う中を出発。予定通り南岳西尾根の偵察に向

かうが、状況が悪〈、飛野沢より一気に肩ノ小屋に入る

こととする。すばらしいペースで肩に入る。

11月 2 日晴 CS~槍ヶ岳

朝から山本の体調がすぐれず、伊藤、岩下にて中崎J

Pの偵察に行〈。フィックスロープか残っており、登り

で2""'3級ぐらい。しかし冬期に重荷となると手強くな

りそうだ。午後は山本も一緒に槍の頂上を踏む。

11月3日 晴 CS→新穂高下山

ビーカンの中を出発。すばらしい景色である。中崎尾

根に赤布を確実に残し、新穂高に一気に下山。

国富士山合宿

一富士山吉田口五合目定着一

期日 11月19臼""'24日

メンバー L平井、伊藤、岩下、梅田、大越、大野、

山田、日本、大塚、斉藤、中村、山本、

武藤、鈴木、中海、田中、笠原、田村、

西尾、河治、芹沢、篠崎、鶴ケ谷、川島、

OB古野

11月19日晴中の茶屋→佐藤小屋BC

昨日の内に中ノ茶屋にて幕営した。天候は晴れ、冷た

い空気がいやがうえにも我々の気持ちを引き締める。例

年どおり大石茶屋で先発と後発に分ける。先発の偵察に

よると思ったほど雪はないとのこと。

11月初日雨停滞

昨夜半より降り出した雨が一日中降り続く。台風なみ

の集中豪雨である。テントの中は金魚が飼えそうなほど

の水びたし。打つ手なし。ただ耐えるのみの一日であっ

た。伊藤、山田入山。大野、山本下山。

11月21日雨~雪雪上訓練

昨日の雨はやがて雪へと変わる。昨日の彫響で全員濡

れねずみのため出発を遅らせる。七合固までの歩行訓練

を行う。六合目より雪がついており、初めてアイゼンを

履く 1:年生には丁度よい状態であった。

夜、岩下が腹部の痛みを訴える。どうも持病の結石

が尿管につまったらしい。救急車をお願いし、伊藤を

つけ発熱の篠崎も一緒に富士吉田におろす。中村、川島

入山。

11月22日快晴雪上訓練

本日は大沢七合目付近にて雪訓。それにしても今年の



富士山は異常な人である。優に 3∞人以上はいるのでは

ないか。あまりにも混雑しているので場所の確保が大変

である。ザイルワーク途中まで終了。 1:年生は非常によ

くがんばっている。大野、 OB古野入山。

11月23日晴雪上訓練

雪訓場所は昨日のとなりをどうにか確保。 l年生はダ

イナミック、コンテのザイル操作に手こずっている。最

後に上級生と l年生でザイルを組み、自由に付近をコン

テにて歩く。 l年生も少しはコンテの利用法がわかった

ようである。

11月24日晴下山

ゆっくりと撤収し下山開始。ケルンは昨年の経験から

迷うことなくすんなりと見つける事が出来た。中ノ茶屋

から浅間神社までは恒例の競走となる。

.冬山合宿

一一北アルプス鎗ヶ岳集中一一

1.笠廿岳~槍ヶ岳縦走

期日 12月20日"'1月4日

メンバー L山田、日本、斉藤、芹沢、鶴ケ谷

2.中崎尾根~鎗守岳アタック

<先発>

期 日 12月21日"'1月4日

メンバー L平井、伊藤、中村、田中

学生活動報告(平成 4年度)

<後発>

期日 12月'lJ日"'1月4日

メンパー LOB家口、山本、武藤、鈴木、中湾、

笠原、西尾、篠崎、 OB田端

3.燕岳~槍ヶ岳(表銀座)縦走

途中下山後中崎尾根~槍ヶ岳アタック

期日 12月23日"'1月2日

1月2日"'1月4日

メンパー L織田、大越、大野、河治、田村

1.笠ヶ岳隊行動

12月20日曇槍見→クリヤ谷岩小舎

.り空の中、槍見を出発する。赤布と先行のトレース

を追ってラッセルする。 l年生は重荷と不慣れなラッセ

ルでペースはあまり上がらない。

12月21日快晴 CS→2， 140mCS 

我々が撤収している横を関西学院ACのパーティーが

通りすぎていく。日大と関学の合計10人の交替ラッセル

となる。予定通り1.843mの左の支尾根に取り付く。と

にかく急登で非常に疲れる。本日は天気もよく春山を思

わせる陽気であった。

12月2日昼時々雪 CS→2，250m 

朝から雪がちらつき視界は良くない。とにかく雪が深

〈胸までのラッセル。 2.250mの岩峰は偵察後に日本、

斉藤でルート工作。 45mザイルを1:本フィックス。最後

企冬山合宿笠ヶ岳隊穂高速峰をパックに
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のルンゼ状のところはザックが木に号|っ掛かり緊張する。

12月23日 雪 cs→クリヤの頭

天候は下り坂。本日はクリヤの頭までと決め出発する。

昨日の偵察時のトレースを利用し、クリヤの頭へ。外は

真っ白、早急に天幕を立てる。

12月24日雪停滞

昨日からの風雪が強まり正にホワイトクリスマス。

とにかく寒〈、乾いた雪が深々と積もる。夜、気温は

-200C。身体を震わせながらシュラフに入る。

12月25日雪~晴停滞

次第に天候は回復してきたが次の天場、雪質、ルート

等を考え、停滞とする。昼前より、山田、斉藤で首まで

もぐるラッセルの中、雷鳥岩まで偵察に行〈。

12月26日 快晴 CS→笠ヶ岳山在

5:20の交信で・表銀座隊の残念な知らせが入る。中崎に

中継し、我々ができることはとにかく無事に槍の頂に立

ち、下山することと改めて確認する。アタックのみの関

学のトレースを追い、笠を目指す。頂上が近づくにつれ

強風となる。冬期小屋を雪掻きし中に天幕を張る。

12月幻日 晴~曇 cs→双六小屋

クラス卜した斜面をコンテで快調にとばす。風は強い

が雪庇もそれほどではなく、歩きやすい。秩父平よりワ

カンに替えラッセル。途中からペースも鈍り、また明日

からの天候も考え双六小屋に入る。本日はよく歩いた。

12月28日雪停滞

低気圧の影響により外は荒れ狂っている。よい休養と

なり、 1日のんびりと過ごす。

12月泊目 雪時々曇 csコ椛沢岳

昨日より風は弱く視界はまだ良い。なんとか硫黄乗越

までと思い出発。縦沢岳からの下降がわかりにくく、ま

た風雪も強まってきたため断念。小屋に戻る。先に行き

たいという気持ちが安全ということを越えてしまった。

非常に反省する行動であった。

12月初日雪停滞

昨晩、空には星が出ており、もしかしたらと期待を抱

くが、朝起きたらダメ。低気圧が停滞したまま動かない。

皆もいい加減うんざりしている。リミットが迫ってきた。

12月31日雪~晴 CS→硫黄乗館

車月またも雪。天気図を取ると大陸の高気圧が動きだし

ている。外を見るとなんと陽が射しているではないか。

太陽の光が舷しい。縦沢岳の下降で l名スリップするが

大事には至らなかった。 2つのピークを越え、硫黄へ。

明日はいよいよ槍である。

...笠ヶ岳隊槍ヶ岳山頂

1月l日 快晴 cs→肩ノ小屋コ槍ヶ岳

快晴の中、槍に向け出発する。千丈沢乗越で中崎隊と

合流し、握手を交わす。そこからはフィックスをったい

肩ノ小屋へ。槍ヶ岳へは鎖をったい、最後はルンゼ状の

ところを蹴り込みながら頂上へ。最高の景色である。我

々が歩いた笠の方に目をやると 1年生は「遠~いJを連

発する。リミットぎりぎり。 9回裏2アウト満塁からの

サヨナラホームランである。

1月2日晴~曇 CS→槍平

肩からの下降である。風が強〈飛ばされそうになる。

中崎尾根に入ると風もおさまり、トレースもあり、スタ

スタと歩ける。槍平小屋へ入ると表銀座隊が新穂高温泉

より入山してきた。明日、肩ノ小屋に入るとのこと。

l月3日晴停滞

予定通り本日は停滞とする。デポ回収と中崎隊との交

信のため中崎尾根に行く。お互いの無事を口にした後、

檎平へ戻る。

l月4日 曇 CS→新穂高下山

下山とあって速いペースで行く。無言のままひたすら

歩く。最後の橋を越え、しばらくすると突然、人、ひと、

ヒト。車が見える。 15日ぶりの下界である。無事だった

事にホッとし、皆で握手をする。

円
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2.中崎尾根隊行動

12月21日 快晴新穂高温泉→白出沢出合

駐車場にて体操し、いよいよ出発。林道にはトレー

スがついてはいるが、背中に35kg、腰のソリには20kg

弱。正直言ってかなりきつい。黙々と歩く 4頭のトナ

カイであった。設営後、ブドウ谷手前までソリを荷上

げする。

12月2日曇 CS→槍平小屋

前日のデポ地点でソリを回収し、我々はまた、トナカ

イとなる。本日より樹林帯となり、ソリは自分遠の思い

通りに一向に動いてくれない。滝谷出合にソリをデポし、

平井、中村で先行し、槍平到着後、逆ボッカする。小屋

内に天幕を張り、札む身体を横たえる。

12月23日雪 CS一会 388m手前

奥丸山横へ2回の荷上げを行う。強い風雪により、 l

回目のトレースが2回目には消されてしまう。樹林帯の

広い尾根を進み 2.388m手前に天幕を張る。 4時の天気

図にてクリスマス寒波の到来を知る。

12月24日雪停滞

昨日の奥丸山横へのデポ回収に向かおうと考えたが、

あまりにも天候が悪〈停滞とする。男 4人はシュラフ

の中でラジオのクリスマスソングを聴きながらイプを

過ごす。

12月25日曇~晴デポ回収と荷上げ

天気図をとっていると突然外が明るくなる。奥丸山横

へデポ回収に向かう。新雪はゅうに 1mはあるだろう。

回収後、 2.5∞mの最後のカンパの木まで荷上げを行う。

帰りは赤布をつけながら帰幕する。

12月26日 快晴 CSコ槍ノ肩

5:20の交信にて笠ヶ隊より表銀座隊の下山を知る。非

常に残念であるが、今は我々の隊に集中しがんばろうと

気を引き締める。2.5∞m地点で・デポを回収し先に進む。

中崎尾根JP下は予定通り右から巻く。雪は安定してお

り問題はなし、。千丈沢乗越から肩ノ小屋まで1.2∞mの

フィックスを張る。帰りは夕焼けの笠ヶ岳を見ながら帰

議する。

12月'z7日曇時々 晴

先発 :CS→槍平

ゆっくりと撤収し槍平へ。槍平小谷の雪おろしをし、

後発を出迎える準備をする。

後発:新穂高温泉→滝谷出合

ゆっくりしたペースながら初めての雪の中での重荷、

入山初日とあって l年生は結構アゴ気味であった。

学生活動報告(平成 4年度)

12月28日雪

先発:停滞

後発 :CS→槍平

槍平より平井、伊藤でサポートに向かう。滝谷出合先

で合流。天候は雨まじりの雪へと変わる。小屋内で今後

の公共分配をした後はのんびりと過ごす。

12月泊日曇時々雪 CS→2.388m手前

元気なメンバーでどんどんラッセルを回す。ラッセル

は膝上ぐらい。時おり槍、穂高の山々を雲の切れ間に見

ることが出来る。先発時の少し先を天場とする。笠ヶ岳

隊と交信できず。多分、双六小屋に入っているものと思

われる。

12月30日雪停滞

朝、鎗の方面は何も見えず。天候、メンバーの調子よ

り停滞とする。天幕記録を書いたり、ラジオを聴いたり

とよい休養となる。

12月31日雪~晴停滞

朝、外はホワイトアウト。 11:∞過ぎよりドッビーカ

ンとなる。すばらしい景色。雪洞の便所を作ったり、雪

合戦をしたりと雪遊びに興じる。 12:20のシーパーにて

笠ヶ岳隊が本日硫黄乗越に入ることを知る。明日はいよ

いよ肩ノ小屋である。

1月1日快晴 CS→肩ノ小屋

先発と後発に分け出発。しかしペースは変わらない。

中崎のJPはデポのフィックスロープを使用することな

く西鎌に抜ける。千丈沢乗越にて笠ヶ岳隊と合流。先発

隊のフィックスはところどころ雪に埋まっているがほと

んど使用出来る。笠ヶ岳隊のメンバーは飢えており、砂

糖をあげるだけで喜んでいる。

l月2日曇 CSコ槍ヶ岳

笠ヶ岳隊はリミットのため本目、下山開始。フィック

スを張り 2パーティーにて槍の頂へ。運悪くガスってし

まい何も見えず。早々に小屋にもどる。北鎌から来るパ

ーティーが我々のフィックスを使用するのには参ってし

まった。不調の山本の体温が夕方になっても下がらず、

明日は体調の回復具合により行動することとする。

表銀座隊(一時下山し、再入山):新穂高温泉→槍平

新穂高温泉よりラッセルもなく快調に進む。 t竜谷出合

を過ぎたところで笠パーティーと交信を行える。しばら

くして合流。

1月3日晴停滞

朝になっても山本の体温は平熱にならず、行動不可能

と判断し:本日停滞とする。昼すぎに中崎尾根よりの表銀

no 
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座隊と合流する。夕方には山本の体温も平熱にもどる。

明日はフィックス回収を衰の3名に、外は一気に下山す

ることとする。

表銀座隊 :CS→肩ノ小屋コ槍頂上

朝から快晴。チャンスがあれば本日中に頂上に立とう

と気合を入れ出発。西鎌尾根lま風が強<1:年生はフラフ

ラしている。小屋に到着後はすぐに頂上に向かう。ガッ

ツポーズをして写真を撮り、確実に小屋にもどる。

l月4日 晴~曇 CS→新穂高温泉下山

朝、天気はいいのだが風が強く、 1年生の下降は無理

と判断。撤収後、待機とする。平井、 OB家口で偵察す

る。飛騨乗越は風もなく、雪の状態もよい。また、明日

からの天候やメンパーの体調を考え、飛獅沢を一気に下

降することとする。フィックス回収は予定通り表銀座嫁

の3名にたのむ。半ピッチで駆け下り、回収組と合流後、

新穂高温泉に下山する。

3.表銀座隊行動

12月お日 昼~雪 CS→中房温泉

前日のうちにタクシー最終地点に幕営。 I年河治が下

痢気味でどうも体調がすぐれない。明日は河治の体調の

回復異合により行動を考えることとする。

12月24日雪停滞

河治は下痢はおさまったが胃の調子が懇〈朝食を抜か

せる。昨日の予定通り停滞とする。夜には顔色も良くな

り飯も全部食べる。だんだんと良くなってきたようだ。

12月25日雪~昼 CS→燕山荘

朝、河治の体温を計ると360Cの平熱。出発することと

する。 2目前の学習院大ACのトレースは雪で消され、

ラッセルとなる。下山者とすれちがった後よりかなり楽

になる。夕方、笠パーティと連絡が入る。夕食後、さあ

寝ょうという時になって河治が「凍傷になったみたいで

すj の一言。耳のへりに 2cmほどの水泡が形成されてい

る。すぐに今後の行動について話し合う。事故と判断し

明日下山することとする。

12月26日 快晴 CS→中房温泉下山

気温が上がるまで待ち出発。梅田、河治は最小限の荷

を持ち先行する。中房温泉の御主人に車で途中まで、送っ

ていただき、 2:∞には病院で、診察を受けることができた。

その後、河治は新潟に帰郷、他のメンパーは帰京する。

l月2日壁新穂高温泉→槍平

中崎尾根隊をサポートするために、梅田、大越、大野、

田村で東京を出発。 1月4日、中崎隊と下山。

-14-

.2月山行

八ヶ岳・集中

①北部縦走~赤岳鉱泉定着

(ピラタスロープウェー入口~縞枯山~赤岳鉱泉)

期日 2月14日"'21日

L山田、大野、岩下、田中、西尾、鈴木

2月15日 晴 ピラタス山麓スキー場入口→縞枯山→

麦草ヒュッテ

スキー隊とほぼ同行動をとり、トレースのついたスキ

ー場検の登山道を登って行く。天気は良いが気温は低〈、

かなり寒い。縞枯山周辺は北八ヶ岳らしい、のんびりと

した落ち着いた所である。

2 月 16日晴~雪 CS→天狗岳→夏沢~時CS

朝のうちは天気は良いが、午後からは崩れてきそうな

雲行きである。夏沢峠までは樹林をぬっての歩行となり、

降雪直後は苦労しそうな所だ。天狗岳は西天狗岳をピス

トンで笠っている頃から雪が散らつき始める。

2月17日雪停滞

二ツ玉低気圧の彫響を受け風雪が強い。今回、下山し

て行くスキー隊を見送った後、天幕でのんびりと過ごす。

2月18日昼~晴 CS→赤岳鉱泉

朝のうち視界はそれ程よくはないが、天候は回復に

向かっており、青空も見えてきた。風が冷たく、眼鏡も

凍りついてしまい歩きづらい。硫黄岳からの下降で

下降路が分かりにくく、時間を喰ってしまう。赤岳鉱泉

へ向かう尾根の下部は前日の雪でかなりのラッセルとな

り、途中ルートを外し、ラッセルに多くの時聞を費やし

てしまった。赤岳鉱泉にて岩下や定着隊のメンバーと合

流する。

2月19日曇阿弥陀北稜登掌

阿弥陀岳のアプローチとなる行者小屋まできれいに道

ができているがその先は全くなく、かなりのラッセルを

強いられた。登著書中は風が強〈、しかもかなり冷たい。

震えながらピレイをする。足の冷たさを訴える者もいて

急いで下降する。

2月20日晴

・ヅョウゴ沢にてアイスクライミング 山田、西尾

・赤岳主稜登著書 大野、岩下、回中、鈴木

前日までの調子を考慮してメンパーを選ぴ、二つに分

けることにする。天気も良〈絶好の登著書日和となる。赤

岳主稜のパーティーは前半はラッセルに苦しめられなが

ら、順調に登着陸してくる。



2月21日昼~雪

ジョウゴ沢にてアイスクライミング→下山

朝から空はどんよりとしている。全員でジョウゴ沢へ

向かう。滝の近くで、雪洞を掘ったりしながら楽しく過ご

す。その後BCに戻り、定着隊と一緒に下山する。

②スキー縦走(雨池峠~天狗岳~本沢温泉)

期 日 2月14日"-'17日

L山本、梅田、日本、篠崎、田村、河治

2月15日 晴 ピラタス山麓スキー場入口→縞枯山→

麦草ヒュッテCS

登山口からスキーを着用するが、道が途中からアイス

ノfーン状態になり、アイゼンに替える。樹林の中を登下

降する。今日はゆったりとしたペースであった。

2 月 16日晴~雪 CS→天狗岳→夏沢~時CS

このメンパーのほとんど、がスキー未経験者のため、仲

々ペースが上がらない。急登でかなりの苦労をしながら

登って行く。中山山頂では遠くの山々がよく見える。中

山峠から岩が出てきてアイゼンに履き替えて、縦走隊と

合流して天場まで行〈。

2月17日 雪 CS→本沢温泉→稲子湯

朝から雪。今日は下山ということで寒い中撤収する。

急下降の道を下った後、ゆるやかな道になり、湿った雪

に身体がかなり濡れてふるえがくる頃、稲子湯に到着。

ゆっくりとお湯につかり、ほっとした気分になる。

③赤岳鉱泉定着(八ヶ岳西面登掌)

期 日 2月14日"-'21日

L斉藤、大塚、芹沢、中海

2月14日晴美濃戸口→赤岳鉱泉BC

“ノ〈レンタインデーは八ヶ岳"というお決まりのコース

である。男 4人で鉱泉までの道をゆっくりと歩く。八ヶ

岳西面を見ながらのんびりと歩くというのもいいものだ。

2月15日 晴石尊稜登著書

アプローチで取付を間違えてしまい、時間を喰ってし

まう。最初は嫌らしい草付きで緊張する。 10ピッチ程ザ

イルを伸ばし稜線に抜ける。その後、地蔵尾根をシリセ

ードしながら下降する。

2月16日晴~雪 BC→赤岳→BC

文三郎道の急坂を登りつめたJPのあたりから左へト

ラパースして取り付<08mくらいの凹角を登り、そこ

から 4ピッチ雪稜、核心の上部は右から回り込みクラッ

クを登る。

学生活動報告(平成 4年度)

2月17日雪停滞

低気圧の通過で雪が深々と降っている。いい休養停滞

となる。

2月18日 曇~晴中山尾根登著書

中山乗越から膝上のラッセルに苦しめられる。少し登

るうちにルートが間違っていることに気付き、一旦引き

返すが時間切れの敗退となる。

2月19日昼中山尾根登挙

昨日の雪辱戦として、もう一度取り付〈。上部の核心

をなんとか抜け、雪稜を4ピッチ登った後、右へトラパ

ースし縦走路に出る。

2月初日晴

・小同心クラック 斉藤、芹沢

・中山尾根大塚、中海

昨日行けなかった大塚、中津が中山尾根へ。斉藤、芹

沢は小同心クラックを登る。小同心は取付までのトラパ

ースで緊張するが、後は順調にザイルを伸ばす。中山尾

根は、斉藤たちが残したビナを回収しながら登る。

2月21日曇~雪

・小同心クラック 大塚、中湾

・山田らと同行動斉藤、芹沢

小同心クラックを登った後、下降する頃、雪が散らつ

き出す。ルートを確かめながら地蔵尾根を下降し、ジョ

ウゴ沢へ行きBCに戻っていた斉藤、芹沢、そして山田

らと合流し、一緒に美濃戸へと下山する。

八ヶ岳西面の登著書において2年生部員 l名が凍傷にか

かってしまった。登筆中、実力以上に行動したために、

その無理が形になって表われた。それ以前の冬山合宿に

おいても凍傷を l名出しており、反省をしたつもりであ

ったが、それはあくまでもつもりであって、本当の意味

での反省にはなっていなかった。我々の知識不足、技術

的な未熟さ、考えの甘さが2月における事故につながっ

たのではないだろうか。 (山田・記)

-春山合宿

一一前半合宿一一

鹿島槍ヶ岳集中

1.鹿島槍守岳赤岩尾被隊(赤岩尾摂~同ルート下降)

期日 3月19日"-'22臼

メンパー L山田、日本、斉藤、中海、田中、田村、

鈴木
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2.爺ヶ岳南尾根(南尾根~爺ヶ岳~鹿島槍ヶ岳~赤岩

尾根下降)

期 日 3月19日~包臼

メンバー L梅田、岩下、中村、大塚、芹沢、篠崎、

西尾、河治

ー一後半分散合宿一一

3.北アルプス・表銀座

(合戦尾根~槍ヶ岳~新穂高温泉)

期 日 3月23日~却日

メンバー L梅田、大塚、河治、回村

4.北アルプス・鹿島槍ヶ岳東尾根~遠見尾根

期日 3月23日"'-'31日

メンバー L大野、斉藤、中湾、芹沢

5. ~tアルプス・白馬岳双子尾根

期 日 3月23臼"'-'26日

メンパー L山田、岩下、中村、田中、篠崎

6.南アルプス・入笠山

期日 4月3日"'-'4日

メンバー L日本、平井、鈴木、西尾、 OB山本(修)

1.鹿島槍ヶ岳赤岩尾根隊

3月19日晴大谷原→高千穂平

大谷原より西俣出合を目指して歩き始める。思った程

ラッセルはなく、ツボ足で十分である。西俣出合より急

登が始まるがトレースもあり、なかなかいいペースで予

定の天場に着〈。

3月20日晴 cs→冷池小屋

安定した雪面にしっかりと蹴り込み、雪壁を越える。

冷池小屋に着いて間もなく、爺ヶ岳隊がやって来た。

3月21日 晴 cs→鹿島槍ヶ岳→大谷原

鹿島槍ヶ岳の頂上をアタックした後、すぐに下降に移

る。途中、懸垂下降を交えながら快調に飛ばす。

3月22日晴 cs→鹿島部落

のんびりと朝を過ごし、天幕を撤収する。前半は無事

終了することができた。

2.爺ヶ岳南尾根

3月19日 晴扇沢→ジヤンクションピーク

ゲートから lピッチで登山道入口に着く。 l年生が頑

張ってラッセルをしていたのが印象的である。

3月別日 晴 cs→冷池小屋

パッキングが遅れるが、稜線上は特に問題はなく順調

に進む。冷池にて赤岩隊と合流する。

以後、鹿島槍ヶ岳赤岩尾根隊と同行動。

3.北アルプス・表銀座

3月お日快晴中房温泉→第二ベンチ

ヒッチハイクをしながら中房温泉へ辿り着く。ラッセ

ルもなく楽な一日であった。

3月24日晴~風雪 cs→燕山荘

予報は昼から雪とのこと。とりあえず燕山荘までと決

めて出発する。合戦小屋あたりから雪が散らつき始める。

夜になるにつれて風雪が強まり、小屋が揺れるほどであ

った。

3月25日 風雪~晴 cs→大天井ヒュッテ

大天井の登りは直登ルートを岩峰を巻きながら慎重に

行〈。雪のっき方がいやらしくザイルを何度も出す。今

日は天気の読みがうまくゆき、偵察も役立つた。

3月26日 晴 cs→水俣乗越手前

朝から細い稜線を行く。 1:年生はいつになく真剣な

顔をしている。赤岩岳の手前からは予想した通りいや

らしい。途中 l年生がスリップするが、止める。西岳

からはスタカットの後、懸垂下降を 6ピッチでコルに

着く。

3月'l7日 快晴 cs→槍ヶ岳直下

今日はピークへ行けると気合を入れて行く。稜線はク

ネクネと曲がりくねって雪のっき方は一定で・はない。所

々きのこ雪になっている。綱渡りのようなスタカットを

繰り返す。一日中スタカットをしていた気がする。気温

が高〈、肩の小屋へのトラパースに雪崩の危険を感じ、

行動を打ち切る。

3月28日 晴~風雪 cs→槍ヶ岳→白出小屋

天気を考え、日の出前から行動する。雪はしっかりと

締まっている。頻繁に落氷がある。槍のピークを踏んだ

後、大喰岳を下降する。途中、視界がきかなくなり、コ

ンパスを頼りに下る。ラッセルがきっく、とうとう新穂

高温泉まで行くことができず、みんな意気消沈してしま

つ。

3月泊目 雪 cs→新穂高温泉

昨日からの雪が積もり、関cmくらいある。ラッセルが

きっく思うように進まない。湿雪のため全身ガチガチに

凍りついてしまう。
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4.北アルプス・鹿島槍ヶ岳東尾根~遠見尾根

3月沼田快晴大谷原→二ノ沢ノ頭

取付より雪がぐさついており、歩きづらいが途中より

トレースが出てくる。順調に進み、二ノ沢ノ頭まで行く

ことができる。

3月24日 曇~雪 CS→第2岩峰手前のコル

天気予報にて南岸低気圧の接近を知る。午前中に第 l

岩峰を越えることにし、しばらくコンテで行く。中央の

ルンゼ状になっている所をスタカットで抜ける。雪は安

定している。 l時頃より雪が強〈降り出す。

3月25日雪~糟停滞

前線を伴った低気圧の通過で昨夜からひと‘い風雪。朝

になっても一向に回復する気配がなく停滞を決定。テン

トのポールが折れていることが分かり、全員で除雪とポ

ールの交換作業をする。

3月26日曇~情 CS→吊り尾根

前日の雪か天幕に凍りつき撤収に時間がかかる。第2

岩峰はフィックスにより通過する。岩峰上からは鋭いナ

イフリッジを緊張しながら行く。キレットに行こうとす

るが引き返し、吊り尾根にて天幕を張る。

3月幻白昼~晴 CS→北尾板の頭

風は強いが快晴である。北峰の腹を巻いて夏道に出て

下降する。岩峰をトラパースし、フィックスにてキレッ

トの底に降り立つ。そこからまたフィックスし、キレッ

トを越える。

3月28日曇~雪停滞

二ツ玉低気圧の接近により、本日はSTAY。

‘春山合宿表銀座隊
槍ヶ岳山頂直下

3月29日雪停滞

冬型が決まり、草月から風雪。昼過ぎに除雪に出るが、

80cm位積もったようだ。メンパーの2名が熱を出す。

3月30日 晴 CS→西遠見山先

2人とも熱は下がったが調子は今一つ。ゆっくりと進

む。五竜では風が強いので、すぐ下降する。その後2人

の足取りが更に重くなり危険と判断したため、八方尾根

まで行く予定であったのをやめ、遠見尾根を下ることに

する。

3月31日晴~曇下山

相変わらず2人の体調は良くない。何とか励ましなが

らゆっくりと下降する。アルプス平よりテレキャどンに

乗り下山する。

5. ~1:アルプス・白馬岳双子尾根

3月幻自快晴二股→樺平手前CS

猿倉台地より沢を渡らずに小日向山より伸びている尾

根に取り付く。とにかく暑い。汗びっしょりで小日向山

への急登を行き、小日向のコルから樺平を目指す。一直

線に上に向かって稜線が伸ひ'ており歩き易い。

3月24日 昼~雪 CS→白馬山荘頂上宿舎

多少曇りがちであるが尾根を抜けるまではもつであろ

うと読んで出発する。コンテ、スタカットを交えながら

杓子岳の頂上に着<0 1年 l名が腹痛を訴える。早〈小

屋へ行くことを考え、先行してもらって天幕張りに行っ

てもらう。風雪が強くなり、先行パーティーの所まで行

くことができず、両ノ号ーティーとも別々の天場で一夜を

門
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過ごす。夜、天幕が風雪によりつぶされる。

3月25日雪~晴 CS"'-'白馬山荘

ほんのわずかな距離にある小屋であるが、風雪が強〈、

先へ行くことができない。昼を過ぎてからようやく視界

がよくなるが、風は相変わらず強い。数歩ずつ先へ進む

といった感じである。白馬山荘に着くと、天幕は埋まっ

ており、小屋の方にメンバーの2人がいる。他の大学と

一緒である。どうやら夜にテントが埋まり、小屋に逃げ

込んだようである。

3月26日曇~晴 CS"'-'栂池

埋まった天幕を掘り起こし、荷物を取り出す。パッキ

ングし直した後、すぐに下降に移る。白馬岳を越えると

ガスが晴れ、気温が高くなってきた。稜線を飛ばし、や

っと栂池にたどりつくことができた。

6 .南アルプス・入笠山

4月3日 晴青柳→入笠山キャンプ場

入笠山への標識を見ながら行くが道がなくなり、ヤプ

こぎをする。 1時間ぐらいすると突然展望台に出る。雪

は5cmくらいしかない。夜はOBの持参した豪華な食事

を食べる。

4月4日晴~曇時々雨 cs→富士見

20分程で頂上に立ち、周囲の景色を楽しむ。林道を歩

き、無事下山する。

<春山合宿を終えて>

2月山行における事故の後、リーダー会、コーチ会を

通して今後の対応が検討された。話し合いを重ねた結果、

当初予定していた計画を白紙に戻し、ーから計画の作成

に取り組むことにした。連日、部室にて部員全員と話し

合いの機会を設け、二転三転しながらも最終的には後立

山連峰での集中合宿となり、前半・後半と分けた形での

ものとなった。全員で同じピークに立つことを目的とし

た前半合宿は天候にも恵まれ何事もなく終了したが、分

散形式をとった後半の合宿においては、各隊とも惨憎た

る結果となり、現状での力不足をもろくも露呈したもの

となった。こうして2月山行、春山合宿と続けて失敗を

繰り返した我々は、改めて部の現状を見つめ、問題点を

浮き彫りにすることで、今後の活動への指針とすべく、

話し合い、検討したのである。

前年度からリーダーのパトンを受けた新リーダー陣は、

何名かが前年から引き続いてやっており、そうした慣れ

も手伝って、それ程多くは部の現状や方向性についての

話し合いはもたれることはなかった。前年の冬山合宿の

失敗があるにもかかわらず、相も変わらぬペースで、自

分の足元をよく見ることもなく、流れに身をまかせて、

2月山行、春山合宿へと進んで行こうとした。そうした

結果は2回続けての失敗。それも少し間違えば取り返し

のつかないことになってしまうものばかりである。この

結果を踏まえて我々なりに考え、話し合ったことについ

て以下に述べていきたい。

まず初めに、今回というよりも、今までの合宿や山行

での失敗の多くの原因は、様々なものが考えられるであ

ろうが、一番の大きなものは部員の力、そして部全体と

しての力量、計画を作成するリーダーが把握していない

のではないかということが考えられる。これだけ部員の

数が肥大化してくると、一人ひとりを把握することは容

易ではないが、多いからこそより細部に渡った力量の把

握が必要となってくるであろう。勿論、計画を作成する

際はメンパー構成、ルート等の様々な要素を考慮するの

ではあるが、それがどれくらい深く、十分な検討が成さ

れているのかが重要となってくる。様々な角度から各部

員を見ることによって今まで分からなかった偲人の特性

が見えてくるのである。そうした検討や話し合いが我々

には不足しており、そういう場であるはずのリーダー会

が、十分に機能していなかった。リーダー会では計画に

検討を加える際、どうしてもチェックが甘くなり、メン

バー一人ひとりに対しての細かな検討を行なうこともな

く計画が作成されていた。 f青に流されてしまう部分がか

なりあり、 「行ける」というよりも「行かせてやりたいJ

ということの方が強くなっていた。また、リーダー各人

が計画に対して判断するという力量も備わっていなかっ

た。それは知識不足、経験不足によるもので、自分たち

の判断をどうしてもコーチ会に頼ることになってしまっ

た。そしてリーダ一部員にも自覚の欠如があったように

恩われる。

こうしたリーダー会を十分に機能させるために話し合

いの機会を積極的に作り、自覚を持って行動することを

始めとした。今まで学校の都合等で全員が仲々集まるこ

とができなかったため、リーダ一部員の変更も検討され

た。リーダー会では、おEいに情報交換、意志疎通の充

実を図ることによって部内での現状をより的確につかめ

るようにし、山行の計画には各人がそれぞれの計画に対

し、十分に理解し、検討ができるようにしなければなら

ないとし、知識不足に対しては講義会の充実を図ること、

経験の少なさはより積極的に山行を行なうことを対応策

-18一



とした。

次に下級生の指導がしっかりとなされていなかったの

ではないか、ということも考えられる。作られる計画は

上級生の思惑がかなり強〈前面に出てしまい、それに対

応するだけの指導をしていなかった。計画に対し、段階

を踏んでそれに見合うだけのカをつける必要があるはず

なのだが、そのようなことをすることなく計画を作成し、

実行に移していったのである。このことは先に述べた個

人の力量把握と同じことであるが、一人ひとりをよく理

解し、各人に合った指導をしてゆく必要があるだろう。

また、安全性に対する認識はどうだったであろう。こ

れも甘かったと言わざるを得ない。山へ行〈際には安全

性に考慮しない者はいないだろうし、重要性は分かって

いるつもりなのだろうが、山行を何度も重ねるうちに危

険に対する感覚が麻痩し、どうしても安全の限界を越え

てしまうことがある。それが小さなミスのうちで・終わっ

ているうちはいいが、一つ間違えば大事故につながるも

のだけに、様々な角度からの計画の検討が必要であろう。

また、危険性をより小さくするために各人がいかなる状

況においてもそれに対応し、判断できる技術・体力・知

識を持つことも不可欠である。そしてここにおいてもメ

ンバー一人ひとりの力量把握が重要になってくるのであ

る。

部員全体の力が不足していることは、こうした結果を

見ても明らかなことであり、全体の底上げを図っていか
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なければならない。部員の肥大化そして志向の多様化に

より、部としての方向性をどう見つけてゆ〈かは、これ

からの課題となるが、我々が山を登る上での基本である

トレーニングをし、知識を得、山行を重ね、その山行の

反省を基に次のステップへ進む。このことは変わらない

だろうし、変えてはならないだろう。自分たちは、未熟

であることを自覚し、より安全に登るために努力をしな

くてはならない。

以上のようなことが我々なりに考えた部の現状であり、

課題一勿論まだまだ多くの問題があるだろうがーで

あるのだが、これらのことはごく当たり前のことであり、

当然考えられていなければならないことなのだが、それ

が今の我々には出来ていなかった。また、そうした対策

をとるためのリーダーとしてのカが自分にはなかったと

いうことは否定できないことであり、このことがこうし

た様々な失敗の原因のかなりの部分を占めるのではない

かと恩われる。

2月山行、春山合宿を通して潜在的にあった問題点が

浮かび上がり、話し合ったことは不幸中の幸いであった

かもしれないが、そこで得られた教訓を生かすも殺すも

今後の我々の活動いかんにかかっていると言える。 4月

からは新しい仲間も加わり、さらに大人数になることが

予想されるが、それだけにより一層、この経験を生かし、

部員一人ひとりが自覚を持って山に取り組まなければな

らないだろう。 (山田・記)

企鷹取山にて



-個人山行

-奥多摩雲取山

5月3臼"""'4日 L山田、斉藤、武藤、鶴ケ谷、篠崎、

三留

・奥武蔵生川子持沢遡行

5月24日 L中村、大野、篠崎、菅野

・奥武蔵生川大持沢遡行

5月24日 L斉藤、梅田、武藤、中海、温見

・丹沢 四十八瀬川勘七の沢遡行

5月24日 L岩下、日本、谷、河治、芹沢、田中、

富田

・奥多摩、海沢遡行

5月30日 L梅田、日本、大塚、笠原

・奥多摩水根沢遡行

6月21日 L梅田、日本、大野、大塚、芹沢

・谷川岳衝立岩正面壁登掌

7月4日......，5日 LOBUJ本(茂)、谷

・尾瀬大清水~熔ヶ岳~鳩待峠

8月19日"""'21日 L山本

・越後下回山塊 五十嵐川光来出沢遡行

8月19日......，23日 L梅田、大越、笠原、河治

.クライミングツアー

豊橋・立岩、佐久・湯川、榛名・黒岩

8月20日......，24日 L斉藤、武藤

・上信越国境魚野川本流遡行

8月19日......，21日 L大野、岩下、大塚、芹沢、篠崎、

鶴ケ谷

・八ヶ岳縦走 馨科山~夏沢峠~赤岳~編笠山

8月20日......，24日 L中村、田中

-南ア 尾白川賞蓮谷右俣遡行

8月25日......，7:1日 L日本、山田

・南ア 北岳ノ〈ットレス登著書

8月幻日"""'31日 L山田、平井、日本、田村、鈴木

・南ア 白峰三山縦走

9月 l日......，3日 L山田、大野、田村、鈴木、中海

・北ア 黒部丸山東壁登挙

8月26日"""'28日 L OB山本(茂)、谷

・北ア 白馬岳縦走

8月28日"""'30日 L大塚、山本

.奥利根本流遡行

9月 l日"""'7日 L岩下、梅田、大越

・谷川連峰湯槍曽川本谷遡行
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9月6日......，7日 L大塚、日本、西尾

・奥秩父縦走 甲武信岳~雲取山

10月31日"""'11月3日 L鈴木、笠原、西尾

・奥多摩雲取山

10月31日......，11月2日 L武藤、田中、河治、芹沢、

篠崎、鶴ケ谷、田村

-上州二子山

10月25日 L平井、山田、斉藤、川嶋、鈴木

.富士山

12月5日......，6日 L平井、山田、篠崎

.八ヶ岳登挙

2月幻日......，28日 L OB岡田、西尾，JlI嶋、 OB家口

.岩登りトレーニング

日和田山 包囲

河文 7回

榛名黒岩 4回

氷川界風 2回

女ガ岩 2回

鷹取山 5回

マコ岩 l回

二子山

亀の甲岩

2回

1回

小川山 3回

広沢寺 3回

越沢パットレス 2回

Tウオール 3回*

アルピン 2回*

*は人工壁



桜門山岳会

一平成4年度活動を顧みて

桜門山岳会理事長中嶋 啓

平成4年度も、昨年度同様に日本大学山岳部も桜門山

岳会も平穏な一年で終わり、平成6年度に迎える日本大

学山岳部創立70周年記念事業へと遁進したい所でした。

しかし、総会直前 (4月1日)の役員(理事)会の席上

において、理事長忌避発言があり、未だ十分な解決が得

られずにおり、 《誠に残念な一年であった》と言わざる

を得ません。

そのような中で迎えた年次総会では、回名のOB諸氏

が集まり、学生'z7名を加えると加名の大所得の総会であ

った事が年度末に生じた一連の騒動の不快感を多少和ら

げてくれました。

平成4年度は平成6年に迎える、日本大学山岳部創立

70周年記念事業を念頭に進めると共に会員聞の情報(親

睦)を図るため、桜門山岳会短信では毎号・記念行事

(案)を提示し、事ある毎に返信ハガキなどで意見聴取

してきました。

その中でも、日本大学山岳部らしい行事(式典)を望

む声が多く見られました。

今年も、会報・名簿を発行し、会員各位に配布する一

方、各種の募金(山岳部、マカルー登山隊、初見一雄

《追悼文集)))をお願いしましたところ、多くの協力を

頂き、それぞれ募金目標を達する事が出来ました。

一方、理事会は役員(理事)会は出来るだけ多くの方

々に出席を願い、平山部長の尽力(研究室の使用)もあ

り、隔月開催に努力して来ました。

役員会への出席状況は、戦前および戦後 (70'"'-'60代)

の出席は良好で、したが、これからの桜門山岳会を担う年

代 (40"-'30代)の出席状況は不満の残る状況でした。

その一因として、戦前・戦後の方々との年代差を感じ

させるのか? 仕事に追われているのか? などが考え

られますが、今後は若手OB(とは言っても、 4ト 3附)

の方々に期待すると同時に、 70周年記念行事の中心的活

動をお願いしたいと思います。

各種行事としては、
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。6月の剣沢集会には、悪天候にもかかわらず、 23名

の参加

。秋季天幕懇親会(ll月)には、学生22名を含め58名

の大集会となりました。

会場の越後・八海山鐙・理工学部研修セミナーハウス

は余りにも立派な施設のため、平山部長からの苦言もあ

り、成功とは言えませんでした。

平成5年4月になりましたが、追悼文集の発刊を機に

《初見一雄さんの会》が開かれ、桜門山岳会関係者30名

の出席がありました。

桜門山岳会の鋭陵を図るには、懇親(山行)集会の開

催も大切ですが、 70周年記念を目前にしての役員会では、

記念行事に関する事項はなかなか前進せず、年聞の会合

を進める立場として力量のなさに悶々とした一年でした。

70周年記念行事を実施するには会員各位の協力なくし

ては出来ません。私案として、役員会・短信等で周知(提

示)して来た内容は十分とは思いませんが、桜門山岳会

々員が一人でも多く参加出来る催し物にしたいものです。

一部には、お世話になった方々への恩返し論(日本山

岳会・他大学の山岳部など)もありますが、日本大学山

岳部創立70周年の行事です、山岳部の学生を軸として、

OBの半数近い人達(返信を頂く方々)が参加できる式

典を開催したいものです。

記念事業の私案としては、次のような事を考えており

ましたので、勝手ながら述べさせて頂きます。

1. 目的

創立70周年をOB・学生を中心として、日本大学

及び山岳会関係者を招き共に祝う。同時に、日本大

学山岳部の次への出発点とするため、積極的に記念

事業 《①式典(祝賀会)②部報(歴史)③海外登山》

を実施する。

2.記念行事にかかわる経費は、自己負担の考え方で

進める。

①式典(祝賀会) OB出席者の会費で賄う

②販売経費で賄う

(例 :50∞円×印儲6=2.5∞.0∞円)

③参加者の自己負担を中心に、桜門山岳会々員の募

金で出来るだけ賄う。



今後も、 70周年記念事業を考慮して、会員通知(周知)

・会員名簿・会報・短信等の発行を図り、次の事を念頭

に進めなければならないと思います。

学生山岳部があってこそ成り立つ集団だと思います。

これからも学生への理解を深めると共に、会員が気楽

に参加のできる集会を少しでも多〈開催し、山に足を向

けなかった仲間が、 2.0∞mの山に集まるようになり、

次は 3.0∞mの山に集まり、そして少しでも高い山で集

まる努力をお互いにして、日本大学《山岳部・桜門山岳

会》らしい70周年記念行事が楽しく、盛況の内に出来る

事を願って一年を顧みました。

1.記念行事の経費は…

2.桜門山岳会のフトコロは… 現状の終身会費帝jで

c1人日.0∞円)で、今後、財政的に十分なのか?

一方、学生の確保(部員募集)問題は重要であり、現

状で満足する事ではなく、地道に努力して行かねばなら

ないと思います。 平成5年度の各種の行事(集会など)へのご協力も引

今は満足な部員数を保っておりますが桜門山岳会は、 き続きお願いします。 平成5年6月10日

平成 4年度(桜門山岳会)活動経過

平成4年 5月~平成5年 4月、 ( )内;学生

会 回 月 日 場 所 主 な 内 n廿.， 出席者

6. 10 日大・理工学都平山研究室 事業計画及び行事担当決定，部員増に伴う募金. 70周年に向けて 13 

2 8. 6 日大・理工学蔀平山研究室 70周年記念行事準備会メンバーの決定 14 
理

3 10. 1 日大・理工学部平山研究室 山岳部創立70周年に向けて(記念式典，部報の発行，海外登山) 21 

事 4 12. 3 日大・理工学部平山研究室 70周年記念行事に向けて.各プロック担当の決定 16 

5 2. 4 日大・理工学部平山研究室 平成4年度総会について. 70周年に向けて(進捗状況等) 15 (1) 

会

6 4. 1 日大・理工学部平山研究室 平成4年度総会について(役員改選.記念行事等) 14 

麟 4.22 日大・理工学部平山研究室 平成5年度桜門山岳会役員(案)決定 17 

6.20-21 責IJ 沢 懇親 集会 悪天候にもかかわらず，戦前の08も多数ご参加頂きました。 23 

1I 6-8月 $員増に伴う募金 (84名 942.485円)

し 7. 14 日大本部 地下食堂 雪豹クラブマカルー登山隊1992歓送会(募金69名1.894. 380円) 44 (6) 

事 9. 9 日大・理工学部平山研究室 山岳部創立70周年記念行事第 l回準備会 11 

11. 14-15 八海山麓理工学部セミナー11ウス 秋季天幕懇親会 58 (22) 

8-9月 中村進. J AC ・ナムチャパルワ登山隊・報道班で参加

08 
3.22-23 星野辰雄さんを囲んで静岡厚生年金休眠センター 10 

動

4.21 初見一雄さん「追悼文集刊行Jの会スタワール麹町にて 30 (2) 
向

2-3月 中村進・大島育雄，ベーリング海峡徒歩横断
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海外登山

マカルー I峰登挙記

岡田貞夫

「ヒマーラヤはGODの国だ。でもこのエリアだけは

別でマカルーの頂きにはBUDDAが存在している」

これはシェルパ頭が私に語ってくれた話しで、その言

葉に不思議な感動を受けたことが記憶に残っている。

一人の仲間を失った悲しみは時を経て苦しみをともな

ってくるが、安易な遠ざかり方はしたくなかった。次な

る計画を練る方向で村口と話し合っていた。 8，4回mの

未知なる高さを克服する研究とトレーニンク.を、よりシ

ンプルに自由な立場で山を見つめる環境作りから始め、

1989年「雪豹クラブJの名前で登山許可取得の準備に入

った。その頃の関心事に何人位が参加するか? 3""'5 

人は欲しいのが本音であり、経験を積ませたい若いOB

-23一
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を強く熱望していたか官念な結果となった。学生の参加

は初めから考えの中には入れていない。マカルーの高度

は経験の少ない我々には彼等の生命を保護するだけのカ

はなく、事故発生の時、学生と社会人との差はあまりに

も大きいと感じたからだ。

『ルートは絞られるが2人だけでやってみよう。結果

も必要だが過程をより大切にする事が好きな我々らしい』

お互いの意志を確認し合い準備作業が始まる頃、石川

そして山本の参加が決まった。遠征につきものの繁雑な

仕事は、貴重な時間に多大な犠牲を強いるのが常であっ

たが、今回は各自のペースを乱すことなく、むしろあっ

けない程の簡単さで進行された。

勝手ないい方ではあるが組織の中から出る登山隊には

無理な募金活動があり、出費する側と受ける側の精神的

ギャップの差は大きすぎる。その他の理由もあり、日本

山岳部の中から出掛けるのをやめた我々と知りつつも、

温かい大勢の仲間から多額のカンパの申し出があり、婚

しく感じ有難く役立たせて戴くことにした。

企マカルー西壁 (BCより〉



CLIMBING ROUTF. 

ここで我々 4名を紹介します。

石川一郎 29才 凶86年私と共にヒマルチュリに参

加し初めてながら 7.7∞m迄達した経験をもっ。無口で

一見すると周囲には暗そうな印象を与えそうだ。本当の

姿を知っている私には反論はで・きない。時折ボソボソと

諮りかける時のイッチャンは沈着冷静で我々 3人をハッ

とさせる。仕事を任せたときの確実性は高い。されど酒

が入った時の私が最低なら彼は最悪と化す。

山本修 30才 自らザイルのトップに立ちナイフリ

ッジ、雪壁登撃といった心拍数を上げるようなルート工

作は好まぬ性格らしい。しかし世界一周放浪の旅ですきっ

た体験はすごく、ヒンドゥー教、チベット仏教の世界へ

の融け込みかたは『さすが』の一言。初めてのヒマラヤ

登山とは思えない程シェルパ逮との付き合いがうまかっ

た。身体がデカ〈、どこか彼の経歴を裏付けているよう

だが時折みせる悲しい表情は、彼のナイープさを証明す

るのでは、と思っていたら、健康診断の結果、本当に心

臓が小さいのが判明し全員納得。

村口徳行 36才 卒業してからの10年程は職業欄は

空白であった。最近とある結婚式に招待を受けた折、席

次表に「国際的カメラマンJなる肩書に気を良くしたの

か名刺を作った。私と 3回共一緒に行動しているが互い

に気が合う訳ではない。頑固者で私とぶつかり合うが年

の功で私がおれる。遠征の経験は豊富でカトマンドゥー

に多くの友人、知人を持ち、その人脈により毎回のこと

でもあるが今回の準備も全て一人でこなしてきた。今の

日本では死語になってしまった「ビンボーJを現在でも

実践しているめずらしい男である。

岡田貞夫 42才 酒におぼれ、 25mプールでも溺れ

る。出発一年前にはカレーパン 2ヶを持っただけで椎間

板ヘルニアが再発し 1ヶ月の入院生活を送ったが不死鳥

のごとく蘇った。庄の仕事を妻と学生に託して日本を脱

出してしまった最低の男である。

8. 463mのマカルーはどの様にして登るか、またど

の様にすれば登れるのかと考え続けたこの数年は、充実

した短い期間であった。ヒマルチュリからの継続にこだ

わりつつも幻想と憧僚のマカルーは大きな希望へと変化

し、 8月上旬2チームに別れ成田を飛び立った。
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先発隊の手際良い準備は私と石川がネパール到着後、

日本で劫財をしているのと変わらない忙しさの中、陸送

キャラパンを率いて村口が出発、観光省でのプリーフィ

ング、リエゾンオフィサーの決定、換金、正式許可書の

取得を済ませ、酒に溺れる時間もなくカトマンドゥー滞

在5日目の朝にはドシャ降りの空港へ向かう。いつもな

がら今日は飛ぶのか、キャンセルなのか、はっきりしな

い。いらつくのはまだネパールに順化していない証しだ。

雨足はいっこうに弱まらない。 5時間後小さな山村の飛

行場に向1114人乗りのツインオッター機は心細い爆音を

上げ滑走路を蹴る。当然の様に静かだ。機外に目を向け

ても乳白色に染まった厚いモンスーンの雲だけで景色な

ど何も見えない。レーダーを積んでいない有視界飛行は

薄気味悪くてたまらない。

村口の率いる陸送隊3日分を 1時間で飛び越え、待つ

事2目、隊員、シェルパ、加ヶの隊荷が揃いキャラパン

の用意が整い、やっと登山隊の雰囲気も盛り上がってく

る。標高鉛Omのここツムリンタールから4.8∞mのヒラ

リーキャンプ迄約10日間のキャラパンがスタートする。

雨期のキャラパンでも時折晴れ間から見える白い峰々

は辛さを半減してくれるのだが、今回はいっこうに雨は



あがらず2台持参したカメラはザック

の中でカビが生えそうである。毎度の

ことながら吸血鬼ヒルの生息地域を抜

けるとキャラパンも後半に入り、高度

は上がり頭痛、ムクミ、幅吐といった

高度障害が表われ、私の臼々の行動は

元気な3人に最高の話題を提供したし、

シェルパ逮も本気で、私の為の別動隊を

考えた様であったが、何とか予定通り

4，800mのキャンプ地にたどりついた。

我々 4人はこの地で順化トレーニン

グに数日を費やし 8月31日カトマン

ズ出発以来17日目にしてやっとマカル

ーのベースキャンプ地5，300mに入る。

ここはエヴェレスト、ローツェ、チャ

ムランといった山々に固まれた実に

素晴らしい場所である。が、当のマカ

ルーは雲の中で感動の盛り上がりに

は欠ける。

ようやくにこの高さに慣れつつあっ

たある目、/1憤化を兼ねた偵察を終え帰

幕した後プッ倒れ酸素を吸うはめに陥

った。薄らぐ意識の中で「まだ始まっ

てもいないのに最後までもちますかネj

fこの先が思いやられるナJ rもとも

と居ないと思えばいいのサJと天幕外

で噴き合う声を感じた私であった。

9月6日はネパールの吉田にあたり、

オープンセレモニー。翌7日より登撃

が始まった。 C1 (6，0∞m)迄は山靴

を必要としないガラ場が続き、浮石、

道ロストに注意し、ハーハーゼーゼ一

言いながら5時間程で着〈。日中は太

陽を遮る物は一切なく灼熱地獄と化し

42"(;を記録した。初めて泊まるこの高

さは順化を知るのに適していると言え

よう。睡眠充分で迎えた朝の気分はな

かなかいい。しかし、プラブーツを履

き一歩踏み出すと身体は重〈ヘロヘロ

になり、 C2 (6，4∞m)に達し一気に

BC迄下山し*ッとする。それでもこ

海外登山一 7 カルー I峰受筆記

上/マカルー・ラへのルート工作は深い留に苦しめられた。
中/7，300m付近。 下/10月1日第2次アタック隊 8，000m付近
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の高さは人間の長期滞在を許さぬ高さだ。もちろん目に

しみる緑の樹々などあるはずもなく、視界に入るのも荒

涼とした世界だ。私の天幕に l匹のクモがどこからか入

ってきた。こんな厳しい条件の中で生物に会えた(?)

だけで不思議な懐かしさがこみあげてくる。肉体的には

休養に適さぬ高度かもしれないが、精神的には心が安ら

げる限界がここ 5，3∞mなのだろう。

4人共高所への適応は順調だし、シェルパとの会話も

はずむ。彼等を単なる荷上げ要員ととらえるのではなく、

時には豊富な体験に耳を傾ける謙虚さが必要であろうし、

また友人として生活を共にする事にもなるだろう。キッ

チンスタッフ、メイルランナーも積極的にClへ荷上げ

をしてくれ婚しい誤算は大歓迎だ。

2回目、 3回目の登行はそれぞれの高さを目標に、 2

企ローツェ、チョモランマ

‘7.800m付近より
マカルー北面

チームのスケジュールを設定し自分のコンディションを

慎重に計っていく事が最終ステージに継がる大切な期間

となるはずだ。

C2迄はトレースも付きかなり楽になった。ヒドンク

レパスを避けるためのフィックスロープをたぐっていけ

ば 6，4∞m地点に着き、真正面に見上げるマカルー・ラ

7，400mlこ現在C3の建設の為の工作が行なわれている。

しかし、1.0∞mの高度差を一日で稼ぐにはきっく、7.0∞
m地点迄はナダレる理想的な傾斜に心は悲しい程踊り、

足下より流れ落ちるスノーシャワーは登行意欲を盛り下

げてくれる。婚しいことにおまけまで付いており、斜面

上部には巨大なアイスブロックがひっかかっている。あ

れが崩れたらマカルー北西面の地形は一変する。 rC2、

みんなで泊まれば怖くない!!J 

9月も中旬に入る頃、マカルーの全容が見渡せる様に

転向も安定してきた。真正面には西稜が天空に向かって

垂直に突き上げており、左側の西壁は雪の付着を許さぬ

角度で黒光りした岩肌は見る者を圧倒させずにはおかな

い。 10日関連続のラッセルの末獲得したC3σ.4∞m)

に各自が最終チェックの為の登行を済ませた時がアタッ

ク態勢完了の時であり、村口・山本が先行、我々も後に

続く。 7.0∞mラインを越え呼吸はますます苦しくなり、

膝迄のラッセルは疲労のペースを早め10歩進んでは数分

間にわたり乱れた息を整えねばならない。この高度にな

ると高所への適応よりも蛮退の方が早いスピードでくる

のではないだろうか。過呼吸の為か右脇腹の筋肉が痛み

出し、咳をすると辛い。それでも自分には初めて味わう

7，200mラインを越えた充実感が勝っており、先はま
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だまだ長く遠い。無理はよそうと一人下山に移った。 9

月28日素晴らしく透き通った青空、モンスーンが明けた

のか気温は下がり羽毛服を話せなくなった。昨日、村口

・山本がアタックに出発して行き、今日は我々がC1を

とばしC2へ向かう。居ないはずの山本がお茶を沸かし

て待っていたのにはビ、ックリ。明日から行動を共にする

ことになった。

7，200mを越えC3迄の2∞mの登りは、雪崩の危険か

ら解放されたせいかたまらなく眠かった。歩きながら数

をかぞえる。 20だったか30だったか、終わると膝をっき

休む。ついウトウトしてくると誰もいないのに人の声で

ハッとして目をさまし、また歩き出す。こんな繰り返し

をどの位続けたのか夕暮れ近<C3に着いた。 r自分の

コンディションを考えると、ここが限界かな 2人の

用意してくれた熱い紅茶がたまらなく旨〈、酸素を吸い

ぐっすりと眠った。

9月30日。村口、アン・サルキのアタックがC4

(7，8∞m)をスタートした。好天にも、運にも恵まれた

ようで今日の登頂成功はほぼ間違いないだろう。それに

しては朝5時よりオープンしているトランシーパーには

6時間を経過しようとしている現在になってもまだ何の

連絡も入らない。頂上近くに見えるはずの2人の姿は双

眼鏡を適しでも発見出来ないのは、何かのトラブルか?

待つのは全くいやだ。明日のアタックに向け山本、石川、

シェルパ2名がC3を出発し、よけい気が滅入ってくる。

C4のアタックキャンプからは行動用酸素を使用してい

る。過去に登頂したチームのデータから算出した時間は

高度差 6印mを10時間以内で可能なはずで、それ以上の

一幻ー

海外登山一 7 カルー I峰登筆記

時間がかかる時は成功の確率は下がり、事故の確率は上

がる。

1lB寺を過ぎた頃トランシーパーに村口の声。

「エー、こちら村口。現在地約&∞o。 雪が深〈スピー

ドが上がらない。酸素は約半分を消費……j

『約8時間行動して稼いだ高度がたったの 2∞m。こ

れで・は無理だ』 直感で反射的に中止を告げるがまだ12

時。この時間ではまだ下山してくるはずもなく、いくつ

かの言葉を交わしてシーパーのスイッチは切れた。再び

長い沈黙の時間がゆっくりと流れていく。

6年前の事故が蘇り落ち着きを失っていく自分がよく

わかる。ヒマルチュリで背負ったものをここにおいて帰

りたい。それがマカルーに自を向けた動機であったはず

だ。 6年間の歳月を費やしたのも今日を迎える為であり、

すでに自分は頂を目指す者ではなくなっており、ただ、

ただ3人を無事に下山させる事しか考えられなかった。

午後2時を過ぎた頃、 2回目の連絡が入る。 8，2∞m

の地点では頂に立てば帰りは無酸素で夜になる。中止を

決める。

村口の経験でも通じなかった雪の深さ。重さ、自然の

カは偉大であった。 “明日こそは"の願いもむなしく再

び悪雪に苦しめられた石川の姿は頂上迄 160mと迫った

地点でタイムリミットを迎え、我々の登山は終了した。

2日後会員がBCに集結した。

「俺は充分満足した。君等はどうだったJと問う必要

のない笑顔が私の前にあった。

もう、昨日を振り返る事なく明日に向かう一歩を踏み

出そう。

‘BC 
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ヒマラヤ遊覧

昭和初年電機科率新田 業

それは5月の桜門山岳会の総会に久しぶりで顔を見せ

たヒマラヤ観光開発の宮原社長から、今年は名古屋から

日航のチャーター直行便を3便計画しているので、空き

があればOBの諸兄を特別料金で招待するとの話しから

始まった。

その後、 7"-'8月の雨期の悪天候の中で、タイ航空、

パキスタン航空定期便がカトマンズ空港の着陸に失敗、

北側と南側の山に衝突する事故が続いて起こり、チャー

ター使の運行は中止になった。

しかし思い立つたら止められない70才前後のOB4名

は、今年行かなかったら、来年はどうなるか判らないと、

香港乗り継ぎ便でも出かけることに決めてしまった。

二度あることは三度あると、心配する家族をモンスー

ンが明ければ視界良好、何も案ずることはない、と説得

し10月幻日香港乗り継ぎでカトマンズに飛び、現地時間

の22時に無事空港に到着し、宮原君の出迎えを受け、ホ

テルヒマラヤに投宿した。

10月28日

車とガイド付きでのカトマンズ市内見物に一日中走り

回った。

南北を2.7'∞mの山々で‘固まれた標高1.3∞mの盆地は

亜熱帯に在り、温和な気候に恵まれている。

丁度雨期が終わり、晴天が続き始めたときで、前山の

北側には純白に輝く巨峰群か顎を覗かせている。

南北191冊、東西25kmの盆地の中心が最大の都市カトマ

ンズで、南にパタン、東にパクタプールがあり、これが

3大都市を形成している。

14世紀まではそれぞれ独立した王国であり、戦争を繰

り返したため、人口不足となり、寺院の方丈に男女交合

の木彫りがあるのも、戦時の出産奨励のためと、ガイド

の説明であった。
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寄稿ーヒ 7 ラヤ遊覧

...ダボスよりベルニナへ乗換駅フィリジューにて 1993.1. 20 

それぞれの都市の広場に面して旧い王宮や寺院が有り、

精巧な木彫りを施した門や窓が赤煉瓦の 3"-'4階建ての

建物を飾っている。

旧い寺院は一部が底舗になったり、全部が喫茶底にな

ってしまったのもある。赤煉瓦の民家の立ち並ぶ通りに

面して、関口一間ぐらいの小さな庄が道路まで競い合っ

て品物を並べ、人通りも多〈非常に活気がある。

大きな辻には美しい小詞があり、道端の真っ赤な猿神

像や鼠の像にまで花や灯明が第げられ、信心深い庶民の

生活がみられる。

荷を運ぶ農民らしい人々は大抵裸足で、良くてサンダ

ルを履いているぐらいだが、女性の衣装は非常にカラフ

ルで美しい。

人々の風俗か珍しくて写真をとっても、両手を合わせ

て「ナマステ」と族拶すると、笑顔で閉じ挨拶を返して

くれる。

私達からは貧しく見えても、信心深〈、それぞれの暮

らしに満足している様に見える。

中世と現代が、ヒンズー教とラマ教が、そしてインド

系とチベット系の多様な住民が一体となって生活してい

るこの都市は、もう一度ゆっくり訪ねてみたい不思議な

魅力に満ちている。

10月羽目

今日はヒマラヤへ飛ぶ目。好天に恵まれ遥かに純白に

輝く連峰も昼頃には盆地に立ち込めたスモッグで見えな

くなった。車の排気ガスが原因らしい。

朝から園内便の待合室に詰めたが、何時に出発できる

のかさっぱり情報がない。午後2時頃やっと飛ぶ許可が

出た。

軽便強力で定評のあるピラタス・ポーター機は 2∞m
も滑走すると 8人を乗せて簡単に飛び立った。

ヒマラヤの南側を東に向かつて飛ぶから、北には白銀



企朝日に輝くエベレスト、ローツェ、アマ・ダブラム

が輝く連峰が次々に顔を見せる筈だったが、雲に隠れて

姿を見せない。

空から見るネパールは全くの山また山、その稜線まで

何処も段々畑で「耕して天に至るJの趣がある。それも

東に行くに従って谷はますます深く、尾根はますます高

く、耕地が殆どない荒れ地が続き、最後に高度 3.5∞m
の峠を越えると左に方向を転じドゥドゥ・コシ沿いに北

上する。右下にルクラの飛行場が見える。

谷に向かって傾斜した砂利敷きの 5∞mばかりの簡単

なものだが28人乗りの機か灘発着できるそうだ。

機は雲の下辺をかすめ、ナムチェ・バザールの上の棚

に向かう。大きく旋回してナムチェの上に出ると、摺り

鉢の縁から底を覗〈具合に階段状に続〈ナムチェの村が

見え、そのまま高度を下げ砂利の坂に向かってガタガタ

と着経した。ここはシャンボチェ、高度3.田Omである。

私達と入れ違いにルクラに下った筈の宮原君が迎えてく

れた。主極軽便な飛行場も大岩を砕いて平地を作るには

大変な苦労をしたらしし、。

私達の頭上 5∞mくらいが雲の底で、見えるのはドゥ

ドゥ・コシになだれ落ちる急斜面だけである。人間なら

転げ落ちる程の急斜面に網の目のようにヤクの踏み跡が

ついている。ここで平気で草を食んでいるヤクの平衡感

覚は大したものだ。

30分くらいで行ける丘の道を 1時間半かけて、高度順

化のためゆっくり歩く。途中、休鎮のとき出された熱い

紅茶の旨かったこと。

我々が夢にまで見たエベレスト。それは劇的な出現で

あった。

東北面に大きなガラス窓のあるロビーで茶を飲んでい

ると、叫び声が上がった。夕暮れ前の一刻、ゆっくりべ
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ールを外すように雲が薄くなり、ローツェの稜線の上に

黄金色に輝〈エベレストの頭が先ず現われた。皆、寒さ

も忘れてテラスに飛び出し、シャッターを切った。我々

を歓迎するかのように雲はどんどん薄くなり、東へ退い

て行く。ローツェとローツェ・シヤールが、続いてドー

ンとアマダブラムが意外に近く、その怪異で迫力に満ち

た全容を現わし始めた。振り返ればクワンデを間近に、

ロールワリンの山群が夕日に黄金の輝きを見せて頭上に

迫っていた。何たる幸運、何物にも代え難い荘厳さに誰

も言葉もなく立ち尽くした。

10月30日

今日は快晴。先ずクワンデの削ぎ取った橡な岩壁が金

色に輝き、振り返ればエベレストもローツェもモルゲン

ロートに輝く荘厳な幕開けだ。

10時頃からクムジュン散策に出かける。そこから見る

アマダブラムはいよいよ迫力を増し、逆光にヒマラヤ袋

を輝かせるタムセルクや、その背後に怪異な雪の頭を覗

かせるカンテガの凄さには神々の宿る山と言う気持ちに

なってくる。

この臼も午後はジェット気流による雲のベールが覆い、

夕刻近く静かになった時、再度の幕開けを演じてくれた。

これ以上の景観、これ以上のはなむけが他にあるであ

ろうか? 食事も旨〈、夜は湯たんぽまで入れて貰った

のに、高山病の気配が出て、手足が冷たく、頭痛で眠れ

なかったが、宮原君の手当てで酸素を 1時間程吸って安

眠できた。

10月31日

ピラタス・ポーター機でカトマンズに戻り、半日ばか

り市内を散策して、ホテル・ヒマラヤに泊まる。



11月1目

印人乗りの双発機でポカラに飛ぶ。マチャプチャレを

前面に居並ぶアンナプルナ山群と、これを背景にしたポ

カラの街も静かでなかなか良かった。

特に2日目の早朝に上ったサランコットの丘からのア

ンナプルナ山群の眺めも壮大であったが、あのクーンブ

・ヒマラヤの迫力には一歩及ばない気がする。

〔費用〕払い込み 450.0∞円 現地 45.∞0円

〔追記〕終始一番元気だったのは最年長の回中さん独り

で、残る渡辺、安田、新田の3人はポカラに移って

から水あたりで、だいぶ痛い目に遭いました。

すばらしい機会を提供してくれた宮原社長に深〈

感謝しています。

寄稿一悔しかったら、やってみな!

...ホテルエベレストビューにて1992.10/31 

悔しかったら、やってみな/

昭和59年文理学部卒山本 修

「悔しかったら、やってみな!J 

マカルーの頂から帰国したら、先輩に、後輩に、そう

言ってやろうと、考えていた。

山岳部に入部して12年。初夏の徳本峠では、初めての

キスリングに四つんばいになった。夏の立山東面の雪渓

訓練や岩登りでは、四方から先輩の叱略する声を浴びせ

られた。そして、秋の谷川岳の沢登りでは、遂に落ちた。

3本の前歯を欠いたうえに、腰を強打して歩けなくなっ

た私は、先輩に担がれて山を下りた。

それにも懲りず、冬の白山へ行った。春の黒都にも行

った。毎日のようにパテた。何度も、何度も辞めようと

思った。 2年になっても、相変わらずだった。新人の l

年にしてみれば、頼りない上級生だったことだろう。

その私が何の間違いか、ヒマラヤ遠征に参加をしてい

る。しかも、目指すは世界第5位の高峰、マカルーだ。

[自分が行くべき山でもないだろうJ

「自分よりふさわしい人間が他にいるではないかJ

例えば、

「これからの人生は、ヒマラヤ遠征だJ

と現役部員に公約をして、卒業していった先筆。

「僕は、絶対にヒマラヤに登りたいんですよ」

と私に常々、訴えていた後輩。

学生時代の実力から考えれば、私以上の適任者は、い

くらでもいそうなものだ。

非力で冷めていた私は、山にのめり込むこともなく卒

業を迎え、大それた夢も見ることなしに就職をしていた。

その私も l年後には、恩いがつのり退職を決め、中国

の 6.0∞峰の遠征に参加をした。それからは再就職もせ

ず、アジア、アフリカを放浪したり、アルプスやアンデ

スにも出掛けた。アンデスでどうにか2つの 6.0∞m峰

に登れたことで、ようやくヒマラヤの 8.0∞m峰が具体

的な目標になる気がした。

時簡に融通の利く OBとなった私は、クラブの合宿に

リーダーからよく誘われた。

「劣等部員だった自分が出なくても、よいだろうJ

とは、思いつつも部員不足、リーダー不足に悩む現役部

員を、 l週間でも 2週間でもサポートできるのは、自由

な身で、ある私だけだった。

それにしても、私より山について、クラブについて熱

っぽく語っていた先輩たちは、後輩たちはどうだ。あれ

だけ、頻繁に山に通っていたのにいざ就職をし、結婚を

すれば、クラプとも疎遠になるようだ。

会社に、家庭にどれだけ束縛されているというのだ。

疑わしいものだ。意志があるのなら、もっと自分自身を

コントロールできるのではないか。結局、私は青年期の

熱病にうなされていた先輩たち、後輩たちのうわ言を間

いていたのに過ぎないのか。

-
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マカルーに登頂して、

「山本は、いいよな。時間が自由で…J

「山本さんは、いいですよね。独身だから…j

なんて先輩や後輩に未練がましく、あるいは皮肉のよ

うに言われたら、こう言って気合を入れてやろう。

「悔しかったら、やってみな!J 

かたくなな私は、挑発と解釈される言葉を周意して、

マカルーへと旅立った。

しかし、マカルーの頂は、やはり遠かった。それなり

の勝算もあったが、私は学生時代のままに非力だった。

ヒマラヤの 8，0∞m峰に初挑戦で登れる、幸運な男でも

なかった。

あれから l年、私も今では就職をしてサラリーマン

としての日々を過ごしている。サラリーマンをなめで

かかったきらいもあるが、毎日をスケジュールに追わ

れ、高所にいるかのような怠苦しささえを感じている始

末である。

こうなってしまっては、先輩たち、後輩たちを批判す

ることもできなくなってしまった。あれだけ熱心だった

コーチ会にも出席することはなくなり、もう半年以上、

ハイキングにさえ出掛けていないのだ。

自分自身をコントロールするなどということには程遠

く、仕事に振り目されているだけの毎日である。挙げ句

に、週末になっても持ちかえった仕事しているか、ごろ

寝をしている有り様である。
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「悔しかったら、やってみな!J 

この台詞は、自分自身に投げかけることになってし

まった。仕事、仕事の生活も今までとは随分と勝手が違

って、メリハリが効いてそれなりに充実感もあるが、そ

れだけでこれからの人生を満足させられる自分でもな

いだろう。

マカルーに再挑戦できる日は、巡ってくるだろうか。

いや、その前にとにかく 8，0∞m峰の頂上を手中に収め

たい。できればスケジュールを調整して6.∞Om"'-'7，0∞

mの山にも、 2"'-'3週間の予定で・行ってみたいものだ。

マカルーに出発する I年前から、今までの自分にはな

いほど、トレーニングには真面目に取り組んだ。しかし、

圧倒的な体力もない私が 8，0∞mで行動するには、高所

での経験が多いとは言えなかった。

暇な時間を誰よりも持っていることだけが取柄だっ

た私が、これから山に向かうには、今までにない努力

もしなければならない。まず、最初に時簡を創りだすこ

とである。

「悔しLリと思い続けることが、できるだろうか。

先日、感動に値する敗者を観る機会があった。サッカ

ーのワールドカップ・アジア最終予選、日本は対イラク

戦の試合時間残り数十秒で本大会のアメリカ行き切符を

逃してしまった。

その結末が劇的であり過ぎた故に、カズやラモスな

どフィールドに座り込んで身動きの取れなくなってし

まった選手たちは、美しくさ

えあった。

敗者にとっての二つの選択

肢は、立ち去るのか、再び立

ち向かうのかである。彼らの

多くは後者を選ぶだろう。彼

らと比肩できるような私でも

ないが、自分なりの挑戦はす

るつもりだ。

「悔しかったら、やってみな!J

「無理を承知で、やってみな!J

と、爆風スランプのサンプ

ラザ中野も数年前に歌って

いたな。

(1田3年12月記)

‘7，600m付近にて



追悼

追悼武藤正弘君

昭和8年専機卒皆川四郎

「武藤遭難した手配頼むすぐ前川渡にこいJ至急電報。

冬休みになる数日前のことだった。武藤達はスキー合宿

の前に、乗鞍岳スキー登山に行っていた。在京の人達は

急ぎ駆けつけた。長髪、色白の美青年、調々として無口、

ちょっと猫背で頑張りゃ、そして酒豪、越後生れでスキ

ーの名手の武藤が遭難とは…・..。

前川波に降りて来た彼「俺の後からついてくると思っ

ていたら、誰もいなかった。多分迷子になったのだろう

と思って、無人小屋で、待っていたら、いつの間にか、夜

が明けた。皆、集まってくれたので、スキー合宿が早く

なってよかったなあJ 自分が道を間違ったことなど、

棚に上げていた。前年前の出来事でした。

スキーによらず、山登り、岩登りはいつも先頭で勇猛

果敢、ちょっと猪突のところもあった。専工山岳部の部

報(謄写版刷り)を窪田のお寺の本堂で作っていたとき、

彼「カムチャッカ遠征計画を作ろうJと言い出した。大

きな夢があった。戦争が始まるまでよく山行を共にした。

齢70才の頃、窪田のはからいで初見先箪と共に、浅草

で私逮(窪田、武藤、森、皆}II)と会食をした。今日は

企1931年(昭和6年)11月1日 三ツ峠岩登り練習

(右より)武藤正弘氏西山毅氏櫛引鉄太郎氏

森泉氏浜田国松氏菊地定男氏窪田宗英氏
皆川四郎氏
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追悼

いひとときを過ごした。これが顔合わせの最後になって

しまった。

武藤は窪田和尚の檀家になって、同じ墓地に眠ってい

る。さかずき片手に、一杯また一杯とやって、明日の旅

路が気にかかると歌いながら、俗界の仲間を待っている

だろう。(1994年l月15日)

都築力雄先輩を偲んで

昭和37年生産工卒高橋正彦

都築先叢といっても、多くのOB諸氏はご存知ないと

思います。それも無理からぬことで、都築先輩は小生が

中央仮設鋼機株式会社(現・中央ピルト工業株式会社)

に入社したときの代表取締役社長でありました。当然の

ことながら、新入社員の小生にとっては雲上人で個人的

に話しを出来る筈はなく、ただ漠然と日大出身というこ

とで親近感を持って過ごしてまいりました。

それが、昭和45年に当部のヒマラヤ遠征隊(シタ・ツ

ツラ)に参加するため4ヶ月の休職願いを出した折りに、

「高橋君、お茶でも飲もうJと声をかけていただき、お

話ししたところ、 「初見君は元気かねJとか、いろいろ

当部のことに詳しく、 「山岳部の連中と槍ヶ岳に行ったJ

とか、昔を骨量かしむようにお話しをされました。社内の

一部には「会社の業務を投げ出して、病気ならいざ知ら

ず、遊びで4ヶ月も会社を休むとはケシカランJという

空気がありましたので、小生はこれは幸いと会長(当時

は会長になられていた)に「桜門山岳会に入っていただ

けませんかJとお願いしたところ、快〈承諾いただき、

それを機会に名簿に載るようになったものです。これで、

小生のヒマラヤ行きは百万人の味方がついたのも同然で

すから、仕事の心配は何一つせず、ヒマラヤに専念する

ことが出来ました。

それにつけても、小生の父も明治生まれだったせいな

のか、それとも昭和の初期という時代がよかったのかわ

かりませんが、故清田部長、故初見先輩といった大先輩



の若かりし頃のお話しを伺うと、大学生が少なかったこ

ともあるかも知れませんが、おおらかで屈託がなく、心

が洗われるような思いをしたことは2........3度ではありま

せんでした。

話しを本題に戻しますが、都築先輩は明治42年11月3

日に東京で誕生され、昭和8年3月に本学の工学部建築

学科を率業されました。卒業後、浅野物産株式会社に入

社され戦後の混乱期の昭和26年3月に前身である中央商

事株式会社を資本金田万円で設立されました。この設立

にあたって、 『中央仮設十年の歩みJ (昭和36年刊)に

当部の故三浦義明先輩を恩人の一番目に挙げられており

ます。それの一部を転載しますと次のように語られてお

ります。

『恩人群像 一護り立ててくれた人々一(一)

三浦義明(江戸川製紙株式会社工務部長)

昭和お年3月7目、中央商事の設立に当たって日万円

の資本金の一部は江戸川製紙の代金を当てる予定であっ

た。一中略一 当時とすれば一介の納入業者が納めて、

その翌日にオール現金でいただく、そんな安定した経済

事情で、はなかった。一中略一

この事情に特別に配慮してくれたのが三浦工務部長で

あった。一中略一

当氏は友として、当然の処置だと云うかも知れない、

私はもっと深くその友情に感謝している。』

と述べ、三浦先輩の配慮がなかったら会社設立のチャン

スは逃したであろうと語られております。

この会社設立後の都築先輩の活躍は目覚ましく、日本

の建設業界における建築足場、及び各種工法の鋼製化に

尽力された名実共に第一人者であります。現在では建築

に従事している方なら知らない人がいない、パイプサポ

ート、足場の繋結金具であるクランプを発明し、それを

生産、販売し、一般に普及されました。各界からの発明

賞、奨励金、表彰状は枚挙にいとま無く、昭和36年12月

に建築技術の発展に尽力されたことにより紫綬褒章を受

章されました。当然、企業としても急成長され、創立10

年にして株式市場では電機のソニーか、建設の中央仮設

か、と優良会社として、経済紙に載るまでにされました。

しかし、これでうぬぼれてはいけないとも、諌められて
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もおられます。

この都築先輩の残された業績は、神武以来、建築足場

は丸太を使用してまいりましたが、戦後の日本国土の荒

廃から森林を守る面からも、建築現場に於ける安全性の

向上の上でも、まさに画期的な発明でありました。今で

こそ、その業界のミッションが西欧に行って、西欧から

は学ぶべきことは何もないという方もいますが、それは

都築先輩に負うところが多いと言っても過言ではありま

せん。

一方、仕事の合聞には川柳をたしなまれ、ペンネー

ムも鷹児とし、本格的なものでした。小生もヒマラヤ

へ行く折りに一句いただき、感銘したのを記憶しており

ます。このようにロマンチストであり、風流人でもあら

れました。

平成4年5月頃から体調を崩され、食道癌で平成4年

9月108に亡くなられました。享年回歳でありました。

平成4年10月8日に信濃町の千日谷会堂でおごそかに社

葬が行なわれました。鋼製仮設の一つの時代の終わりを

告げましたが、都築先輩の残された功績は永く歴史に残

ることと思います。

ご冥福をお祈り申し上げます。

(1993年3月26日)

平野隆司君を偲んで

昭和45年経済卒原田 洋

昭和44年度山岳部を卒業(大学は農獣医学部を l年余

計に在籍したが)、同年にシタ・ツツラ遠征を初め、ヤ

ルン・カン(日大隊)、日本山岳会のカンチェンジュン

ガ、また日中合同隊の未踏峰ナムチャパルワ登山計画に

も参加、 1992年12月に他界されるまでヒマラヤの高峰に

情熱を燃やしてきた。

山岳部に入部した時から常に一年先を見て登山の基本、

組織とはどう在るべきかを考え、また過去の山岳部史を

引き、繰り返し勉強していた。物事の基本を大切にしな



追憶

がら思い切った計画の発想をし、個人の実力・考え方を

鋭い目で見る洞察力の中で消化していた。

私の様な凡人から、常に考え行動している平野君を見

ていると彼自身疲れるのではないかと思うくらいであっ

たが、事実身体の不調を訴える前はかなりのハードスケ

ジュールをこなしていた。社会人になってからも、仕事

と山への情熱を持ち続けることが如何に厳しいか考えさ

せられる。

l年前の3月下旬、数名で安達太良へ山スキーに行く

予定であったが直前に身体の不調を訴え、1iD入院するこ

とになった。検査した時点では誰もが勝臓癌とは想像し

なかったが最悪な検査結果となった。それから約8ヶ月、

本人、家族にとっても最も辛い日々であったと思う。寒

さが増すにつれ状態も悪化していったが、最後まで家族

・友人を気遣っていた。

死を目前にして彼は(グリーンランドに居る大島君を

除き)会いたい人には全員会えたと言った。幸福な男で

ある。

冥福を祈りたい。 (1993年3月)

平野君との思い出

昭和45年商率樋山規夫

28年も前のことなので定かな記憶ではないが、小生が

山岳部に入部して新人歓迎山行も終わった頃であったよ

うに思います。当時、初夏合宿までは下高井戸の文理学

部で l年生全員と上級生数名でトレーニングをしていま

した。

ある日、小柄で色が黒〈、おそろしく足の速い人が入

部してきました。それが平野隆司君でした。彼は高校時

代から山岳部に席を置き、その年の五月の連休も谷川岳

ーの倉へ行っていたように話していました。

山岳部の人が皆そうであったように、彼もまた、学生

生活の中でクラブ活動の占める割合が非常に大きかった

ように思います。特に彼の場合、 l年生の中心的存在と

なり、合宿中はもちろん、都会での生活においても我々

をリードしてくれました。当時新宿の「メキシコJとい

う喫茶底が我々 l年生の溜まり場となっており、彼の提

案で駄弁ノートが l冊置いてあり、時間を作ってはよく

通ったものでした。

丁度その頃だったと思います。部室へ行〈前にお茶で

も、と思いメキシコへ行った所、彼とばったり。何を話

したかは今となっては定かではありませんが、意気投合、

クラブもさぼり、隣の地下にある「カプトJという居酒

屋へ。それ以後、この地下が我々 4人の溜まり場となり

ました。お固い先議方には、信じられないことでしょう

が、週何回というくらい、山の話しを肴に酒を飲み、熱

っぽく話し合ったものです。 l、2年生の頃は幼稚な話

しが多かったように思いますが、その中から後のヒマラ

ヤ行の夢が生まれて来たように思います。

4年間の山岳部生活も平穏に過ぎたわけではなく、学

園紛争の彫響をもろに受け、部室にも入れず、新宿の山

口先輩の離れを部室代わりに借りての活動でした。

しかし彼はそんな異常事態の中にあっても、リーダー

として常に山岳部の運営に頭を痛め、 4年の春山を最終

目標として、学生による海外遠征計薗を立案(理事会に

於いて否決され中止)。これがきっかけとなり、山岳部

の中にヒマラヤ研究会なるものが発足しました。高橋

OBが学生の面倒を見てくださることとなり、後の

シタ・ツツラ遠征へと発展していきました。

普通、社会人になってからの付き合いとなると、同期

及び前後l年くらいまでの岳友になってしまう人が多い

ようですが、彼は友達を非常に大事にし、日大山岳部は

いうに及ばず、 JAC、他の大学山岳部、町の山岳会と

広範囲にわたって山仲間の付き合いがあり、普段の生活

の中でも仕事と趣味を両立させ、両方とも一生懸命であ

り、相当無理をしていたのではないで、しょうか。

本人に言わせれば、 “充実した一生"というかもしれ

ませんが、小生から見ると忙しくもあり、駆け足の人生

であったように思えてなりません。残念です。

冥福を祈る次第です。(1剖4年l月)

お



櫛引鉄太郎さんの思い出

昭和8年専機卒皆川四郎

出会いは三崎町の部室でした。もう62年前のことです。

明治生れは少なくなりました。山岳部員3年間は短い月

日でしたが、私には一生涯の長い糧になりました。

初めて会った先輩の初見さん、西山さん、そして櫛引

さんは立派な風格の人達でした。新入生の私達(窪田、

武藤、森)に折にふれ山登りの醍醐味を話してくれまし

た。私はもっと山を知りたくて、大島さんの“山"、辻村

さんの“スウィス日記¥板倉さんの“山と雪の日記"な

ど読み耽けました。今でも本棚に色縫せて残っています。

思い出すのは、三ツ峠の岩登りで、懸垂下降の訓練を

したときの出来事です。数固まで何事もなかった、ザイ

ルを確保していた大岩が、突如動きだしたのです。吃驚

仰天、多分大声をあげたのでしょう、側にいた鉄ちゃん

が“大丈夫だ"と云って、とっさに石の撲を差し込みま

した。臨機の処置でした。惨事の一歩手前でした。ああ

企1931年(昭和6年)5月 木代不二夫氏追悼ザイル祭
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よかった。何も知らない宙吊りの仲間の“早く降ろせ"

とどなる声が聞こえてきました。冷や汗のひとときでし

た。こんな苦い経験をしたのに、翌年にはリーダ一気取

りで、下級生を一ノ倉沢に連れて行きました。先輩を見

習う使命感があったのでしょうか。

鉄ちゃんから、穂高でピッケルの使い方やグリセード

を、南小谷や熊の湯ではスキーを、白馬ではアイゼンを、

雨の日にはテントで安曇節の特訓を受けました。

山のよさ、楽しさ、恐ろしさを知ることができたこと

を感謝しています。

齢80才を越えた今日も、富士、上高地、尾瀬とビデオ

カメラにおさめ、楽しんでいるのも先輩のお陰です。

ご冥福を心からお祈りします。 0993年10月)

武藤正弘氏平成4年l月12日

都築力雄氏平成4年9月8日

平野隆司氏平成4年12月108

櫛引鉄太郎氏平成5年l月25日



登山計画の近況一一
(桜門山岳会会員)

ダウラギリ主峰登山隊1994

登山隊名称

シルバータートル・ダウラギリ主峰登山隊1994

目 的北東稜からのダウラギリ主峰の登山

期 間 1994年8月下旬"-'10月中旬

隊の構成隊 長石 川富康シェルパ 10名

隊 員 8名コック 1名

仰の.t7~ サー 1名 キヲチンf-イ 2名

サーダー l名 メールランナー l名

25名

隊 長石川富康(日歳)

メンバ一大城 泰 (59歳) 池田錦重 (56歳)

根津院ー (55歳) 小西政継 (56歳)

遠藤京子(日歳) 渡辺玉枝 (56歳)

三浦充徹 (53歳) 北川みはる(日歳)

予 算 9.∞O.∞0円
行動予定 1994年8月22日先発隊日本発

幻日本隊日本発

30日 カトマンズ→ポカラ

31日 キャラパン出発

9月4日 マルファ到着弘前Om)

10日 BC建設 (4.邸Om)

10月5臼登頂

14日 マルファ下山

16日 カトマンズ着

17日帰 国

主 旨

「いくつになっても登りたい……」この一言で1991年

秋に世界第6位の高峰チョー・オユー峰(8.201m)の頂

に、あるいは 8.0∞mの高所に、各隊員は様々な思いを

こめて登山をしてきました。この体験から、我々中高年

齢者の登山活動が、世界の高障に拡がってゆくのを感じ

ながら帰国した。そうした中で、我々の次なる山に選ば

れたのがダウラギリ主峰(8.167m)です。この山は世界

で初めて 8.0∞mのアンナプルナ障に登頂したフランス

登山計画の近況

隊が1950年に試み、その後、 7隊による挑戦のあと、

1960年にスイス隊により北東稜から初登頂された。今で

は、数々の登山隊が様々なルートから登頂しております。

今回のルートは北東稜から頂をめざし、体力、技術、実

力に合わせ登山を楽しんできたいと思います。

(同人シルバータートル・ダウラギリ登山隊)

今回の計画はチョー・オユーが終了と同時に、なんと

なく簡噂に登れてしまったチョー・オユーの登山に対し

て(これは、もしかすると酸欠状態だったかもしれない)、

もう少し実感のともなった 8.0∞m崎の登山をしてみた

いと言うことで考えはじめ、それと我々サラリーマンは

100万円位で8.0∞m峰の登山を実施したいとの考えで、

出発した。 1991年暮れに骨組みができ、 1992年春に隊長

をかつぎだし、秋に申請を出し、 93年6月にやっと許可

を受け取り、暮れから準備に入った。やはり、海外の登

山はなんだかんだと言っても、行くまでに3年はかかっ

てしまいます。(池田錦重)

企ダウラギリ I峰
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マッキンリー登山隊1994

主 旨

チョモランマ計画の過程として、主に高所未経験者や

学生を対象に 6.0∞m台の高所経験およひ

訟訪説iI練する。

登山隊名称 日本大学マッキンリー登山隊1994

目 的ウエストパットレスからの登頂

期間 1994年6月12日"-'7月1日

参加予定者平山善吉(日本大学山岳部長建31率)

深瀬一男(桜門山岳会電33卒)

田端宏好(桜門山岳会文H4卒)

行本嘉男(歯学部山岳部OB)

原因智紀(医学部山岳部OB)

芹沢浩正(日本大学山岳部商2年)

中海公彦(日本大学山岳部文2年)

須藤 聡(日本大学山岳部文 l年)

郡山工学部山岳部より 3名

予 算 l人約350.0∞円

行動予 定

6/12 東京→7ンル'1

13 →j}時ートナ

14 →LP→仮ねンプ(2.6倒的

15 →BC(3.2怖心建設

16 BC-C1 (4. 20C!n)往復

17 

18 

19 C2コ登頂(6.194ω

却 C2-+C1→BC

21 BC→LP 

22"-'26 予備日数

幻 LP→タルキートナ

m タルキートナ→7ンカb1

7/1 i?1t経由→東京着

Mt.McKINLEY 6，l94m 

チョー・オユ一合宿1994

主 旨

比較的短期間で実行できるチョー・オユーで高所トレ

ーニングを行い、来春計画中のチョモランマで即戦力と

なりえる 8.0∞m経験者を育成する。また、 BCより 1

日で行けるチョモランマBCへ偵察隊を派遣する。

期間 1994年9月1日"-'10月10日

隊員 6"-'10名

行 動 予 定

9/1東京→カトマンズ

4→コダリ/ザンムー

18 C1コC2(7.2OOm)

19 C1→C2建設

5→ニエラム 却→C1→BC

6ニエラム滞在(高所順応 21BC滞在(休養)

7→シガール 22 11 (11) 

8→TBC (4. 96伽J)建設お BC→C1

9 TBC滞在 24→C2 

10 11 

11→仮れげ(5.30伽酬の

12→BC(5.70伽)建設

13 BC滞在(械・高綱即

14 " ( 

15 BC-C1(6.4蜘J)街夏

16 BC滞在(休劃

17 BC→C1建設

25→C3 

26→登頂(8， 201m)→C2 

幻→BC

9/28-10/4 SP7日

10/5 BC→ザンムー/→カトマポ

6 シガーjレ→カトマンズ

9 --/(:07 

10→東京着

チョー・オユー中国側ルート図
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日本大学チョモランマ登山隊1995

主旨

日本大学山岳部は、このたび創部70周年を迎えようと

しています。創部以来、園内の山岳登山はもとより、海

外におきましでも、ヒマラヤの高峰はじめ、極地へと広

範囲に足跡を残してきました。

このたび創部70周年を契機に、日本大学山岳部、及び

桜門山岳会が中心となり、これに各学部山岳部とOB会

の協力を得、全学の総力をあげ、世界の最高峰チョモラ

ンマ峰に、日本大学チョモランマ登山隊を派遣し、登山

とこの地域に学術調査を行うことになりました。

現在、チョモランマ峰の登山は19回年の英国隊の初登

頂以来、多くの人々に関心を持たれ、登られております

が、私達はこのチョモランマ北面から、いまだ未完登な

北東稜からの登山を目指しております。この登山は、過

去各国から8隊の優れた登山隊が登著書を試みましたが、

最高到達点 8，4∞m付近まで達したもののいずれも頂上

まで踏破した登山隊はなく、本計画はこれらの事を踏ま

え、前年秋に高所トレーニング登山を計画するなど万全

の態勢を整えて、翌春、本隊の派遣を計画しています。

私達はこの登山を、次世代へのメッセージを込めた計

画として期待をかけております。

登山隊名称 日本大学チョモランマ登山隊1995

[英文]NIHON UNIV.Mt.CHOMOLANGMA EXPEDITION 1995 

[漢文]日本大学珠穆朗菊峰登山隊1995

目的

(1) 世界最高峰チョモランマ(8，848m)の北稜および

未踏の北東稜からの主主頂。

(2) ヒマラヤの関する学術調査

登山計画

(1)登山ルート

-北東稜(踏破)東日ンt，?氷河~北東稜~頂上

・北 稜(支援)東ロンプリ氷河"')-7.コル~北稜~北東稜

~頂上/下山はすべて北稜ルート

(2) 登山時期

1995年3月"'5月(プレモンスーン)0 5月5日

を登頂予定日と設定して基本計画を立案。

(3) 入山ルート

・本隊カトマンズ→コダリ→ザンムー→ニエラ

ム→定日→BC

・分隊北京→成都→ラサ→ルクズ→定日→BC
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登山計画の近況

(4) タクティクス

未踏の北東稜の末端から尾根(稜線)づたいに釜

頂を成功させるために北稜(ノース・コルルート)

からの支援、安全確保を含む2隊で行動する。

(5) 酸素使用

霊山隊の編成

(1)日本隊員隊長

登掌隊長

マネー:it-

(2) *Jí-~協力員 サーダー

コック

BC要員

(3) 中国派遣協力員連絡官

通訳

l名隊 員 15名

l名 医 師 2名

l名 計20名

l名シェルパ 15名

l名れわf-イ 2名

4名 計お名

l名運転手 l名

l名 計3名

学術隊の編成(検討中)

日 稜

1994年6月 第l次験送計画完了/マッキンリー登山

10月 チョー・オユー登山(高所トレーニング)

11月 第2次輪送計画完了

1995年2月20目先発隊出発

3月10日本隊出発

順応登山

4月1日登山開始 登山期間68日

5月5日 登頂予定日 (SPI5日間含む)

31日 最 終BC徴収日

6月5日 カトマンズ及び北京帰着

10日 日本最終帰国

一一未踏のチョモランマ北東稜をめざして一一

北東稜は従来、東北東稜と呼ばれ、現在の北稜通常ル

ートが北東稜と呼ばれていました。 1991年、ナショナル

ジオグラフィックから出された5万分の lの地形図に頂

上から北東方向に延びる顕著な長い尾根に‘Northeast

Ridge"と記載されたため、その後、現在まで未踏の東北

東稜を北東稜と改めて呼んでいます。

凶82年、クリス・ボニントン率いる英国隊は、エベレ

ストの最後に残された未踏の長大な尾根に初めて挑戦し

ました。南西壁初登撃のピーター・ボードマン、ジョー

・タスカーと冬のアイガー北壁に成功したディック・レ

ンショウを加え、無酸素・シェルパレスで挑みましたが、

ボードマンとタスカーは、第2ピナクル付近で消息を断

ちました。エベレスト登零史上有名なこの事故をきっか



けに英国隊は、その後、 85年(隊長=マルコム・ダフ)、

86年(隊長=プラーミー・ストーク)、pi7年(隊長=ダ

グ・スコット)、 88年(隊長=ブラーミー・ストーク)と

執勧にこの尾根に挑戦しi続けています。 88年の隊では、

ラッセル・プライスとハリー・テイラーが酸素を使って、

初めて第4ピナクルを突破しジヤンクションへ達しまし

たが、悪天候のため登頂は断念、しかしこれで北東稜の

ジヤンクションから下の未知の部分が明らかにされた訳

であります。その後1991年(隊長=ハリー・テイラー)に

国際隊が、無酸素で挑戦していますがジヤンクションを

越えた所で悪天候のため、敗退し北稜を下降しています。

19但年、大宮求隊長率いる日本・カザフスタン友好登

山隊が挑戦しましたが、世界最強といわれたカザフ人に

よる順調なルート工作が進められたにもかかわらず、日

本人隊員 l人を失い登頂は断念しました。

過去の経験から、この長大な尾根から頂上を狙うため

には、無酸素やシェルパレス、アルパインスタイルでの

タクティクスでは体力的に限界を越えると考えられ、ジ

ヤンクショ ン上部の稜線上に北稜から上げたアドパンス

.キャンプを建設することなしに登頂は不可能と考えら

れています。エベレストに残された最後の未踏の尾根は、

世界中のクライマーが注目する地球上に残された数少な

い価値あるルートであるといえますが、そんな困難なル

ートでも、登り方次第では我々のレベルでも充分可能性

を見いだせる誠に興味深いルートであるともいえます。

一一タクティクスの概要一一

B C (5， 100m)、C1 (5，500m)、C2 (6， OOOm)、

ABC(6，5∞m)を従来通り建設し、そこまではヤクを

使って荷上げを行います。

ABCからは北東稜隊と北稜隊を独立させ、北稜隊は

ノース・コルにC4 (7，028m)を建設し、 C5 (7，7叩m)、

C 6 (8，2∞m)および北東稜とのジヤンクションより上

部にC7 (8，6加m)を建設して頂上アタックを狙い、そ

の後、 C7で北東稜隊のサポートを行うこととする。た

だしC6を稜線近くに建設する場合C7は省略する。

北東稜隊はC4 (7， 1∞m)を建設後、 C5 (7，990m) 

までの問に lヶ所デポキャンプを設ける。これはC4と

C5聞の 890mの標高差をカバーするものです。 C5お

よびC6 (8，部Om)はノース・コルから吹き抜ける強風

のため通常の高所テントでは設営が困難なことが解って

おり、雪洞または特殊なテントを使用することも考えら

れます。ここよりジヤンクションまでのピナクル帯の突

破が今ルートの核心部であり、いかに効率よくスピーデ

ィーに抜けるかが成功の鍵となります。北東稜隊のアタ

ックは北稜のルート工作が終了していなければリスキー

なものとなります。頂上からは、北稜隊が作ったルート

を追って下降することになります。

一般に 7，0∞m以上の高所に滞在できる時間は4日間

といわれています。つまり C4より上部に粘って登頂の

チャンスをうかがっていても体力が消耗するだけで頂上

し、 可には達する体力は残らない

':~'i，\ "，~ のです。 C6 建設後はいつ
たんBCで休養し、天候を

判断して 5日間で一気に頂

上アタックを終えなければ

なりません。アタック日を

決める天候判断も重要なポイ

ントです。

C4が建設できた段階でい

ったん下山し、カトマンズ

(最短でABCから2日でカ

トマンズへ戻れる地の利を活

用する)まで戻って 1週間程

度休養し、体力の回復を図っ

た後、再び登山を再開するこ

とも考えています。

(古野淳)
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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。圏内、海外、登山、紀
行を間わず、身近な話題や、愚新情報、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隠れ、ます。

.r会幸~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。
・次回会報32号は、チョモランマ登山計画を中心に作製したいと思います
ので、ご協力よろしくお願し、致します。

原稿送り先干195町田市鶴川6-7-1-408Fax.04幻-37-7088 村口徳行宛

編集後記

-早々に原稿をいただいた方々には、発刊が遅れ大変申し訳なく思ってお
ります。また、今回もたくさんの皆様のご協力で完成することができまし
た。どうもありがとうございました。 原田雅子
.今回の会報は予定より半年以上遅れての発行だった。原稿を集める努力
を怠ったことに原因があった。毎回感ずることだが、記録が古くなればな
る程、報告書としての興味は急速におとろえてくる。会報が単なる記録を
残すだけのものや、質だけを追求するものならば毎年発行する必要はない
だろう。山を登ろうとする人聞が山登りについて真剣に考え、真撃に山行
を続ける限り、そこには何か学びとることや新しい驚きがあるはずだ。
・正確で・新しい情報を伝えることを第一目標として、山登りだけでなく、
内容の充実したものを目指したいと思う。かたいものではなく寝ころがっ
て気楽に読めるような会報が、当面の目標だ。 村口徳行
.会報31号編集委員 岡田貞夫/村口徳行/山本修/原田雅子
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