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木村克久
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平成 8年度活動報告

チーフリーダ一宇田J11 勲

今年度のリーダー会は、春山合宿にて斎藤

伸司君を失うという遭っては成らない事故か

らのスタートとなってしまった。この事故か

ら我々は、今年度の目標として「安全登山」

を掲げた。ただ安全登山というと、漠然とし

ているが、春山合宿から浮き上がってきた反

省をもとに一年間という期間のなかでどの様

な活動を行い、技術を学び、そして教えるこ

とによって安全は支えられていくのか再度考

え直して行くことにした。詳しい内容は報告
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書に譲ると して此処では一年間の流れを話し

て行きたいと思います。

4月は新入生を迎えるに当って、我々は事

故の反省も完全に出来ていない、今後の活動

内容も定かでは無いと言う状態で果たして新

入生を迎えて上手く行くのか、と言 う問題に

ぶちあたっていた。部会、 OBともこの問題

について話し合った。その中では「歯抜けの

状態は好ましく無しリ「人材をきちんと育て

て行くべきだ」と言う意見が多数を占めた。

今になって思うと前者の意見が正しかった様

に思うが私自身はこの頃、焦っていたと言う

が事故処理、年間活動を考えることで本当に

手一杯であり「新入生など、荷物になるだけ

だ」としか思っていなかった。然し、部会で

の話し合い、 OBの助言から一応新人勧誘を

行う事にした。その内容は、ここ最近の様に

何でもかんでも引っ張り込む様な強引なもの

では無く、勧誘して来た者には新入生説明会

を行い、現在の部活動の状態、年間活動を説

明し納得した上で入部して貰う事にした。だ

が、この説明会は事故の事を全面に出した為

に結局の所、新入生を脅かすだけの説明会に

なってしまった。それでも二人入部してくれ

ました。

5月は例年通りの 5月山行は行わず、年間

活動の話し合いを主にする事となった。又、

部内だけの考えに囚われない為、学生部、文

部省などの講習会に参加して行った。

6月には年間活動も大まかにだが決まって

来ました。内容としては事故の反省の実施、

講習会で得て来た新しい技術の検討などを今

まで通り初夏、夏、富士山、そして最終目標

である冬山合宿を白山で行う事とし、完成さ

せて行くと言うものでした。初夏合宿では記



録を見て貰えば判ると思いますが、意気込ん

で行った割には思い通りの結果が出せず「や

はり自分には駄目なのかJrどうすれば・・・」

と言う気持に包まれ、可也落ち込みました。

然し、夏は今までの苦労が報われたのか、

私がリーダーと成ってから初めて合宿らしい

合宿を迎える事が出来ました。合宿での行動、

個人山行事体は特別素晴らしいものでは有り

ませんでしたがこの頃から事故の反省が形に

成り出し、皆の山に対する気持も前向きにな

り始めた様に思います。この勢いで秋山、富

士山共無事行う事が出来ました。そして、普

段の部活動でも冬山を目差し夫々の部員が頑

張ってくれました。中でも河口湖マラソン全

員完走(全員4時間 40分以内)、 40キロ以

上の石を詰めての大倉尾根のボッカ訓練など

無駄とも思える様な事を文句も言わず良く矢

ってくれました。冬山合宿は豪雪地帯と言わ

れる白山に気合を入れて出発したのですが予

想外の貧雪で肩透かしを食らった感じで、あ

っという聞に終わってしまいました。

冬山合宿後、リーダーを交代した直ぐの 2

月山行では最上級のミスに因る敗退と結果に

終わり「この一年間と言うものは何だったの

かj と、嘆きましたが、次の春山では長期に

及ぶ山行を無事成功させる事が出来ホッとし

ました。

私たちはこの一年間、安全登山と言う難題

に取り組んできました。今、この一年間を振

り返り思うのは、登山経験の少ない人聞がリ

ーダーを取り、そして未経験の者を山に連れ

て行くと言う環境にある大学山岳部において

如何に無事故で安全に山行を行うかと言う事

について考える上で、は私はマニュアノレに頼り

過ぎていた感が有ります。山行での計画、合

宿の一日の流れ、年間計画・活動、部での活

動など登山経験の薄い私たちには考えられる

だ、けの事柄を全てマニュアル化してその通り

に行動して行けば良いと。然し、少々時を置

いた今考えて見ると、日本大学にだ、け限って

見ればこの 60年間事故は起こって無く、そ

の頃の人々マニュアルなんかには頼っている

のでは無く、自らの発想で山に行き、そして

山を楽しんでいた様に感じます。逆に事故が

起こるのは、私は山というものに真剣に取り

組まず、自分の考え無しに駄々マニュアル的

山行を作り、行っていたに過ぎ、なかったので

す。マニュアルがし、けないと言う事ではなく

初めにも述べた様に経験少ない我々には少な

からずもマニュアノレは必要だ、し、経験豊な

OBの助言も必要だと感じました。然し、 一

番肝心なのは山に行く部員の心であると思い

ます。山に対しての真剣な取り組み、又情熱

無くして安全な計画、山行は生まれて来ない

と思います。私達は事故後、事故が起こって

から気づいたので、は遅かったのですが、真剣

に取り組み、少ない頭で色々考え、そして実

践して来ました。その結果が事故後の一年間

大した事は出来ませんでしたが無事行えた一

番の理由だと思います。

最後に成りましたが、監督を初めとするコ

ーチ及び諸先輩に深く感謝致します。文今年

度の年間目標に掲げた「安全登山」について

は此れからも OBとして現役部員と共に取り

組んで行きたいと思います。

平成 8年度コーチ会報告

ヘッドコーチ石川|一郎

平成8年度の活動は、前年度末の中央アノレプ

ス・空木岳での事故の教訓を如何に活かし、

且つ萎縮せずに安全登山を実行していくかが
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大きな課題となりました。其の為の留意点と

した、前年度総会の冊子に私見として幾つか

の目標を掲げましたが、ここではそれが実行

出来たかどうかを考えてみたいと思います。

l. r事故(今回の事故に限らず)の討議会を

聞いていく Jについて。

討議会という形として開くことは出来ま

せんでしたが、各合宿、山行の計画、検

討段階において、この事故の問題点は常

に話し合われ、活かしていくことが出来

たと思います。現在の部員が残っている

聞は、この事故の件は何らかの形で意識

されていくだろうと思いますが、今後の

課題として、今回の事故を直接には知ら

ない者が部員となっていった時にどの様

にしていくかに有ると思います。新入部

員にはともかく上級生、或るいはリーダ

ーとして山行を行う部員には何等かの方

法で伝えて行かなければ成らないと思い

ます。其の為の資料となる報告書が是非

とも必要となりますが、現在の所まだ出

来ておりません。これは部員諸君に問題

が有る分けではなく、私の怠慢によるも

ので、早急に善処したいと考えます。

2. r事故を最小限とする為新知識、技術の習

得、体力アップを図る」について。

文登研、都岳連、救急、法等の講習会を積

極的に受講し、また目的を持ったトレー

ニング(河口湖フルマラソン全員完走)

等かなりの成果を上げました。今後とも

続けて行きたいものです。

3. r計画に対する十分な討議、検討が行える

ようにするJについて。

4 

完全は有り得なし、かもしれませんが、実

行出来たのではなし、かと思います。特に

冬山合宿における検討では考え得る最悪

の場合を想定し計画出来たと思います。

実際の行動では天候と積雪の少なさに恵

まれ、呆気なく終了しましたが、もし天

候等、条件が悪くて成功したのではない

かと思います。仮に失敗したとしても決

して悔いを残す事は無かったでしょう 0

4. rコーチの部会、合宿への参加を増やしコ

ミュニケーションを図るJについて。

私個人としては、仕事の忙しさにまかせ

て殆ど、実行出来なかったと言って良いで

しょう。 しかし他のコーチングスタッフ

が出来る限り参加してくれ、まだまだ十

分で、はなかったかも知れませんが一応の

成果は有ったと考えています。

5. r活動が萎縮してしまわない様にするJに

ついて。

本年度の部員が結果的に一名だ、った事を

思うと決して活発な活動だったとは言え

なし、かもしれません。然し乍、活動の内

容としてある程度の事はしていたと思い

ます。

総合評価としては、全ての事に拘わる正式な

報告書も出来ておらず(繰り返しますが、こ

れは、私の責とする所です)、百点を満点とす

ればその半分にも達していない事でしょう。

百点に近づける為には、まず報告書を完成さ

せ年度毎に入れ替わってし、く部員にこの教訓

を風化させずに伝えていく事だと思っており

ます。

最後に、仲間を失い最も辛かったであろう宇

田川チーフ・リーダーを始め現役諸君の検討

を讃えると共に今後の活躍を大いに期待した

いと思います。



記録

.5月山行

本年度の 5月山行は、主に事故の反省、今

後の部活動についての話し合いに費やしたた

め山行自体は日帰りの沢、岩などといったも

のしか行くことが出来なかった。

1.文部省登山研究会

期日 5月 14日""'20日

メンバー L宇田川、千葉

全国の?大学山岳部、ワンゲ、ルの部員が集

まり立山にある文部省の施設で雪山における

講習を受け、貧IJ沢にて実践訓練を行なった。

内容としては普段合宿で行なわれているもの

が主だったが、その指導法など勉強になるこ

とも多少は?あった。

2. その他の日帰り山行

場所逆川水無川海川

エズリハ窪

期日 5月 4日""'6日

メンバ一部員全員

-初夏合宿

穂高連峰・横尾定着

期 日 6月 13日""'20日

メンバー L宇田川早川金子村田

千葉木村本多松本深沢

山口

OB岡田向笠 大谷 石川 |

山本家口斉藤鈴木

6月 13日晴れ上高地 →横尾BC

予定通りケノレンを参拝しBCに入る。その

後、偵察及び搬出の訓練(ツェル卜、ロープ

を使ったもの)を行なう。

6月 14日曇り 雪渓訓練

1年生は昨日の疲れからか、ベースが上が

らず予定より 1時間も到着が遅れる。

6月 15日 晴れのち雨潤沢往復

澗沢に着く頃にはどしゃ降りになり、下山

することにする。

6月 16日曇り 雪渓訓練

上級生はOBにロープワークの確認をして

もらう。また、 FIX工作、雪上での支点の

取り方(スノーバ一、パイル、デッドマン)

を行ーなう。

6月 17日 曇りのち雨分散登肇

①蝶ヶ岳 ②常念岳

小雨がぱらついているために、予定を変更

して分散登撃を行なう。1年生の山口は今

日で 2日目のテントキーパー。

6月 18日 雨 雪渓訓練、白出のコノレ往復

雨が小降りになるのを待って出発する。山

口は雪渓訓練。今日は深沢がテントキーパー。

6月 19日雨分散登肇

どしゃ降りだったが、山口のたっての希望

により、宇田川、山口 2人で蝶ヶ岳に向かう。

6月 20日晴れ下山

晴れた。なんと入下山だけ見事に晴れてく

れました。後半分散隊と BCで別れ上高地へ。

《後半分散合宿》

1.北穂高岳~槍ヶ岳~上高地

期 日 6月 20日""'22日

メンバー L千葉、木村、本多、松本

-夏山合宿

北アルプス内蔵之助定着

期日 7月 27日""'8月 8日
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メンバー L宇田川早川|金子千葉

木村本多 松本深沢

《前半分散合宿》

1. 薬師隊

期日 7 月 27 日 ~30 日

メンバー L宇田川木村松本深沢

初日は松本が新しい帽子を無くし泣いてい

た。2 日目は松本がばてていた。3 日目は松

本がばて、深沢がザック麻痩。4日目は夕立

に会いびしょ濡れ。散々でした。

2.歩荷隊

期日 7 月 29 日 ~30 日

メンバー L早川金子本多

心配されていた、ゴ‘ルジュの状態はまあま

あといったところだ。本田も良く頑張り F1 

Xを張り終え、初めての山荘泊まりに感動し

ながらゆっくり休養する。

《定着合宿》

7月 31日 晴れ BC整理、岩場偵察

BCは、 雪が少なく草刈が大変だ、った。

東面はゴ、ルジュと一緒で雪が少なく、ンュノレ

ンドが多い以外は別段問題は無い。 しかし、

BCは良いところだ。

8月 1日晴れ雪渓訓練

深沢の調子が悪く歩行訓練のみにし、上級

生の訓練を主とする。

8月 2日晴れ分散登肇

①丸山尾根 L.宇田川木村松本

② 主稜L.早川金子本多

丸山尾根はガレた尾根といったところで登

肇要素は少ない。登撃後松本のロープワーク

をし下山。主稜は問題無し。深沢は調子が良

くないので停滞。

8月 3日晴れ分散登馨

①主稜L.宇田川 木村松本

②枝稜右L.早川金 子 本 多

この日、村田、千葉と合流する。彼らは歩
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荷道を間違えずに上がって来たと思い、みん

なに歩荷道の感想を述べていたが、実際は書

鳥沢で、あった。あまりの馬鹿さ加減に今日は

罰当。

8月 4日曇り 雪渓訓練

深沢の調子も良くなったので、残りの訓練

を行なった。

8月 5月 雨のち曇り 停滞

8時頃からガスが取れ始めたため、昨日失

態を晒した村田、千葉には 1、2尾根まで偵

察してきてもらうことにする。他は停滞。

8月 6日 晴れのち曇り 分散登撃

①雄山 L. 宇田川深沢

②二尾根L.木村千葉松本

③一尾根L.早川金子本多

今日は各隊順調で、あった。一尾根では神社

の人に見つかりピークを踏むことは出来なか

った。残念。

8月 7日晴れ分散登肇

①雄山L.早川金子本多

②一尾根 L.宇田川木村深沢

③主稜L.千葉村田松本

今日は雄山のピークを踏むことが出来た。

こつは岩のグレード的には少々難しくなるが

監視所(? )から見えないように、出来るだ

け右から回り込むことである。

8月 8日晴れ下山

後半分散ごとに下山する。今回の合宿は初

夏とは違い、天気に恵まれ良かった。

《後半分散合宿》

1. チンネ隊(真砂沢BC) 

期日 8 月 8 日 ~13 日

メンバー L宇田川村田千葉松本

登撃/レート チンネ:左稜線、中央チムニ

一、 VI峰Aフェース・魚津高ルート、中大ル

ート

登肇初日は、池ノ谷乗越が使えず別ルート



を探していたため、チンネは時間的に間に合

わず、 VI峰Aフェースとする。 2日目以降は

順調にチンネを登撃することが出来た。 しか

し、真砂沢だとアプローチが大変であった。

2. 上ノ廊下隊

期 日 8月 9日-----12日

メンバー L早川金子 木 村 本 多

深沢

深沢の怪我の様子を見るために一旦大町ま

で下る。診察の結果、ザック麻庫で、あったが、

それほど悪そうでも無かったため連れて行く

ことにする。山行自体は、金作谷に架かる 2

OOmにも及ぶスノーブリッジが問題になっ

たくらいで、水量も少なく、岩魚も釣れ、快

適な山行であった。

《夏山個人山行》

谷川岳 一ノ倉沢

期 日 8月 17日-----20日

メンバー L宇田川 千葉

夏の一ノ倉に来たのは初めてだが、観光客

の多さには驚いた。変形チムニーとダイレク

トカンテを登る。途中、誰かさんのヘルメ ッ

トを落とし、高崎まで買いに行った他は問題

無し。

2.北海道(クワウンナイ川~化雲岳、旭岳

~トムラウシ岳~十勝岳~富良野岳)

期 日 8月 31日-----9月 9日

メンバー L本多松本深沢

クワウンナイ川は難しさは無いが、景観の

素晴らしさ、特に滝ノ瀬十三丁は素晴らしか

った。また、オショロコマも大量に釣れ、ウ

ハウハであった。縦走中は本州では見られな

いヒグマ、キタキツネと戯れることが出来、

北海道を充分感じることのできた山行になっ

た。

3. 追良瀬川、葛根田川|遡行

期日 8月 30日-----9月 5日

メンバー L木村村田

下級生の都合が合わず、 3年生同士の山行

になってしまったが、それぞれリーダーを取

り、適度の緊張感とブナの原生林などの自然

を満喫できた。しかし、岩魚は一匹も釣れな

かった。

3. 白山偵察(牛首川赤谷右俣~御舎利山~

千振尾根~別所出合、柳谷~別山~白山~大

倉尾根)

期 日 8月 31日-----9月 3日

メンバー L宇田川早川金子千葉

冬に向けての偵察山行としてこの山域に入

ることになった。白山は皆初めてということ

もありなんだか新鮮な気持ちになれた。赤谷

は、資料通りガレガレで再度行く気にはなれ

ないが、柳谷はまあまあ良かった。尾根は馬

鹿尾根で、雪が積もると苦しそうである。

3. 明星山

期日 9月 6日-----11日

メンバー L宇田川 千葉

この壁はなんだか谷川に似て、陰気さを感

じた。登れたのは、左岩稜、左フェースルー

トだけであった。あとは毎日雨、蛇にやられ

ていた。雨が止み、太陽が出ると壁はすぐ乾

くのだが、なにせ川の増水がひどく取りつき

に行くまで一苦労である。キャンプ場には菊

翠売り場(薪翠しか売っていなし、)と、釣堀

しか無く、車を持たない自分たちはとても不

便で、あった。
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-秋山山行

白山(大倉尾楓往復)

期日 10月 30日""'11月 2日

メンバー L宇田川 早川金子村田

千葉木村本多松本深沢

まったく雪無し(かけらも)。プラグツ、ワ

カン、赤旗、アイゼン、スコップ?。尾根上

には出来るだけ高い樹木に赤布を付けながら、

また危険箇所の確認なども行ないながら進む。

偵察としづ意味では、目標を達成出来たが、

雪が無いと気分が...。

-富士山合宿

期日 11月 17日""'22日

メンバー L宇田川早川金子村田

千葉木村本多松本深沢

OB野本斉藤(大) 芹沢

鈴木(快)

11月 17日 晴れ/曇り 入山 ・偵察

例年通り重荷レース。今年のチャンピオン

は松本達彦。佐藤小屋で、斉藤、芹沢、鈴木O

B (OG)に会い、雪の状態を聞く 。偵察も

入れてみたが、ツバクロ沢では氷雪訓練は出

来そうもないので 8合目付近の大沢で行なう

ことにする。

11月 18日雨/晴れ

10: 00頃に降っていた雨も止み、 2パーテ

ィーに分けて時間の許す限りダッシュする事

にする。

11月 19日晴れ/曇氷雪訓練

太子館真横付近の大沢で行なった。雪質も

良く、ジッヘルも充分訓練出来た。

11月 20日晴れ/雪氷雪訓練

深沢のロープワークがし、まいちであったが、

他は問題無くこなした。

11月 21日 晴 れ /曇登頂
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登頂日和の素晴らしい天気である。訓練の

意味も兼ねて、 9号 5尺付近で 1ピッチ、下

りで3ピッチフィックスする。

11月 22日晴れ 下山

不覚にもケルンを見つける ことが出来なか

った。(恐らく 1本手前の沢に入ってしまっ

た。)明後日のマラソンのことを考えると不安

で堪らない。

-冬山合宿

白山(大倉尾根往復)

期 日 12月 21日""'25日

メンバー L宇田川 早川 金子村田

千葉木村本多松本深沢

12月 21日曇/雪 平瀬~大白川cs
豪雪地帯?合掌作り?。雪が無いです。本

来ならば平瀬で 1泊の予定だ、ったが、雪が無

いので大白川まで、行ってしまった。 (3 日の

行程)

12月 22日 晴れ/雪 CS""'大倉避難小屋

cs 
頭上ラッセノレワ空荷ラッセル?。ほとんど

膝から腰程度のラッセノレで、ありました。そし

て、埋まっているはずの小屋もありました。

12月 23日雪停滞

やっと冬らしい吹雪がやってきました。日

本海低気圧です。2""'3日は荒れるかも。

12月 24日 晴れ CS""'白山大汝峰~大白

)11 c S 

な、なんとドッビーカン。おっかしいな。

往復してしまいました。

12月 25日雪/曇下山

秋山?。気合を入れていただけに、全くの

拍子抜けです。この山行で、印象に残っていた

のは平瀬の食堂で見た、Gメン‘75だ、けだっ

た。



-個人山行

-奥多摩川苔谷逆川

5月 1日 L木村本多宇田川

OB野本

・丹沢水無川本谷

5月 5日 L本多千葉木村

・奥多摩海沢

5月 19日 L木村金子松本深沢

・奥多摩 ユズ.リハ窪

5月 25日 L本多 松本

・奥秩父 丹波川本流

7月 14日 L本多村田千葉深沢

OB篠崎

・北岳パットレス ピラミッドフェース

9月 17日"-'1 8日 L宇田川木村

-奥秩父金山沢

9月 29日 L松本本多深沢 OB大谷

・後立山 双子尾根(猿倉~白馬岳)

1 0月 5日"-'1 2日 L千葉木村

-岩登りトレーニング

三つ峠 1回 日和田山 8回氷川扉風

1回 越沢ノミットレス 7回 人工壁 1 0 

回

-ボッカトレーニング

大倉尾根 5回

-追悼、ケノレン設置及び遺品回収

中央アルプス東川本谷(遺品回収)

8月 24日"-'2 5日 L斉藤(大) 芹沢

宇田川千葉木村

本多

中央アルプス 極楽平付近(ケルン設置場所

の確認)

平成 9年4月 29日 L高緑家口西尾

宇田川

中央アルプス 極楽平付近(ケルン設置)

平成9年 10月 1日 L野本芹沢宇田川

早川芹沢(母)

中央アノレフ。ス 極楽平付近(ケルン参拝)

平成9年 10月 18日"-'19日

斉藤(兄)OB22入学生 11人

-講習会

文部省、都岳連、上級・普通救急講習会(消

防)、無線免許

圃その他

河口湖マラソン 11月 24日
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秋山合宿、白山偵察(平成 8年・ 1996)
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桜門山岳会

平成8年度の回顧

平成 8年度理事長山本晃弘

昨年の総会に於いて理事長の指名を受けて

から、当面の桜門山岳会の課題としては①現

役学生の強化、指導 ②会運営基盤としての

財政健全化 ③年齢差の非常に大きくなった

会員の親睦、そして会報の発行。これらの事

を基本課題として理事会活動をしてまいりま

した。

①については昨年の遭難事故が影響し、入

部者2名、実働 1名と山岳部運営上ゆゆしき

事態となりました。

部員の絶対数確保は次年度に持ち越すとし

ても、現役学生の実力向上と特に安全登山に

向かつて監督、コーチ会諸氏の熱心な指導に

より、学生もかなり真剣に山行に取り組んで

いったようであります。最終的には春の南ア

ルプスで大変しごかれてきたようであり、昨

春の遭難事故の検討と反省、冬山参考の内容

等、理事長としては若干の不満もありますが、

このはるやまが大変充実した山行のようであ

りましたので次年度上級背のレヴェルアップ

は一応計られた事と考えます。

新年度は何とか2桁の入部者をと思ってい

ましたが現在 3名と言うことであり、部員数

の減少傾向には何とか歯止めをかけるべく至

急の対応を計らねばなりません。いずれにし

ても日大山岳部の山登りというよい伝統を時

代の変革に流されること無く受け継いでし、か

れるよう、監督、コーチ陣と理事会との意見

交換を密にして学生の自主性を尊重しながら

も強し、指導をしていきたいと考えます。

②の財政健全化については昨年の総会に於

いて承認されました年会費徴収を、その後の

理事、評議委員会等を経て最終的に年額 50

00円と決定させていただき、 9月より会員

の皆様にご納入をお願いしました。御陰様で

赤字体質から何とか脱皮できるのではと考え

ますが、納入方法、又終身会費との兼ね合い

をも考慮、に入れよりよい方法を今後も検討し

ていく考えであります。

③の会員相互の親睦についてでありますが、

会員すべての人にとって大切な桜門山岳会の

存続と発展の基盤となる会員相互の信頼と理

解。このことをどのようにして深めていくか、

歴代理事長各位に渉っても重要なテーマで、あ

ったと思いますが、振り返って本年も「笛吹

けど踊らず」というか、魅力的な集会が計画

されなかったと言うことか、若い OB諸兄の

集会参加が少なかったことは誠に残念であり

ました。中でも忘年懇親会は中国天山南路の

山々の話を中心に大変楽しい会で、あったので

はなかったかと思います。これからは特に比

の種の会合、そして山での集会等、若い会員

の人たちがイニシャーチブをとって積極的に

行ってし、く必要を感じております。

又、行事予定には入っておりませんでした

が、鈴木先輩を始めとする戦前 OBから 2，

3年前からの御提案でありました合同慰霊祭

を4月 19日に鶴見の大本山総持寺に於いて

執りましたところ大学当局、御遺族、会友、

会員、学生合わせて 155名の皆さまに御参

列戴き物故者の霊を慰めるとともに御遺族、

OB，学生の交流の場としても大変に貴重な会

合であったと思います。御参列の皆さまより
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多くの費用をかけずに大変立派な慰霊祭であ

ったと誉めを戴きました、企画運営すべてに

渉って松田全理事長にお任せしてしまいまし

たこと、紙面を借りて世話人の皆さま又、当

日担当係の皆さまと共に厚くお礼申し上げま

す。

会報の発行については大変遅くなりました

が4月上旬完成中旬発送と言う事で皆様のお

手元に届いていることと思いますが村口 OB

には会報 26号以来長年に渉って大変ご苦労

様でした。又、原田 OBにも最後の発送段階

まで応援して戴き有難うございました。

何時までも特定の OBにたよりきりには誠

に申し訳ありません。早急に編集担当者を決

めて次回の発行の準備に入り度く考えており

ます。これも特に自分たちの現役時代の記録

が主となるという関係上卒業したての OBの

人たちに責任を持って戴きたいと考えます。

又、年度末卒業式においてエベレスト北東

稜隊に参加した学生の田村君が同じく隊員の

医学部山岳部原田君と共に総長賞を受賞され

ました。

多くの体育会学生の中での受賞は、私たち

の山岳部にとっても大変喜ばしいことと感じ

ています。今後も学生と OB一体となっての

海外遠征を数多く持ちたいものと考えており

ます。

以上平成8年度を振り返ってみましたが理

想には道遠しの感を禁じ得ません。新年度は

一部役員構成が変わりますが新役員との連帯

を一層、深めて会の運営を計って行くつもりで

あります。年頭の御挨拶でも触れましたがエ

ベレスト後の一休止状態からそろそろ脱して

若い OB諸君の海外登山の再開をも期待致し

ます。同時に日大山岳部、桜門山岳会の更な

る発展のためにも若い会員の皆さまの積極的

な会運営への参加をお願いする次第でありま

す。

12 

最後になりますが、会員各位の御健勝を祈

念いたしますと共に今後ともなお一層、当理

事会への御理解、御支援のほどお願いいたし

まして今年度の回顧報告を終わらせていただ

きます。

平成 8年度桜門山岳会事業報告

(平成8年 4月 1日~平成 9年 3月 31日)

1.理事会・評議員会

表①参照

2.行事関係

、年次総会

平成8年 5月 21日、アノレカディア市ヶ谷

に於いて会員 64名、学生 10名が出席して

開催され、平成7年度事業報告・収支決算報

告・平成8年度事業計画、財政再建案、新役

員および新入会員等が承認された。

一、エベレスト登山隊報告書出版記念会開催

平成8年 7月9日、アルカディア市ヶ谷に

於いて登山報告書、学術報告書の出版及び登

頂一周年を記念して登山隊、学術調査隊、報

道隊らによる出版記念会が開催された。

、秋の天幕懇親会

平成8年 10月26日、箱根奥湯本「須雲

山荘Jに於いて学生 10名、 OB21名参加のも

と開催された。

、関西桜門懇親会

平成 8年 11月 23日、西宮に於いて会員 16

名参加のもと忘年懇親会が開催された。

一、講演と忘年懇親会

平成 8年 12月 17日、日本大学理工学

部 1号館会議室に於いて川上隆氏(防衛大学

エベレスト西稜隊体長)による、シルクロー

ドの高峰についての講演と引き続き忘年懇親

会が開催された。主席者 43名。



一、新春懇親会

平成 9年 2月 4日、新宿ワシントンホテル

に於いて会員 27名参加のもと行われた。

一、湯沢懇親会

平成 9年 3月 22日"-'2313，越後湯沢「湯

沢山荘JでOB14名、同伴者 3名でスキー及

び懇親会が開催された。

平成8年度理事会・評議会

臨時理事会 4月 1日 日大理工学部 -山岳部員遭難事故の件

理事会 5月 7日

5号館 533号室

理事会 6月 4日 日大理工学部 -平成8年度の基本課題と方針の確認

平山研究室 -学生指導、財務改善、会員親睦の

担当理事の決定

臨時理事会 8月 20日 談話室滝沢 -財務改善の具対策の検討

理事 9月 9日 日大理工学部 -年会費徴収方法について

評議会 -会報 32号編集の件

.グロ

理事会 11月 11日 日大理工学部 -年会費納入状況について

5号館 533号室 -天幕懇親会の報告と行事予定

-会報 32号編集状況

理事会 1月 20日 日大理工学部 -総会日程について

5号館 533号室 -学生の冬山報告と次期リーダー会

-合同慰霊祭の件

理事会 3月 10日 談話室滝沢 -次期役員改選の件

(御茶ノ水) -会費納入状況

-行事予定

-学生の山行状況

表①

理事 ・監事 13名

20名 学生 3名

理事 12名

学生 CL1名

理事・監事・評議員

理事・監事・評議員

19名

理事 7名

学生 CLl名

理事・監事 10名

学生 2名

理事・評議員 11名
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日本大学山岳部

平成 9年度 (1997年4月

'"'"'1998年3月)

部長 平山善吉

監督 神崎忠男

コーチ 山本茂久

主将 村田慎也

部員 4年 CL村田慎也

SL千葉敦雄

木村克久西尾暁子

3年本多直也松本達彦

2年深沢智徳佐藤凡

1年小林州行木幡幸太

部室干156・0056

東京都世田谷区八幡山 2・10・12

平成 9年度活動報告

チーフリーダ一村田 慎也

97年度は、年間目標を冬季登山における総

合力を強化し、前年度にまとめてきた事故の

反省を各訓練合宿に盛り込み、定着させるこ

とを目標とすることにした。

新入生の勧誘については、 6人というメン

ノくーで、各校舎に回るのは難しく、 4月時点で

の新規メンバーは 1人という結果になってし

まった。今後は勧誘の仕方についても考える

必要があるだろう O

5月は目標である剣岳の偵察もかねて 6人

全員で早月尾根から鋼岳、大日岳に行くこと

にした。 2月、春といまひとつ成功とはいえ

ない結果だったので、この成功は大いに自信

に繋がった。

新入生が 1名という状況を考え、初夏合宿

は雪上技術の習得を第一に考えて潤沢で行っ

た。本合宿を含め、後半では表銀座縦走、滝

谷登望書と密度の濃い成果を収めることができ

た。

夏合宿では、銅岳の概念把握をするために

いつもの内蔵助カールで、はなく、剣沢で行

った。 しかし、合宿中は雨にたたられ分散登

撃が 1回しかできなかった。また合宿中と帰

京後にケガ人を出すなど、夏は当初予定した

計画をまっとうすることができなかった。

秋山は、少しでも雪のあるところに行き、

経験を積むために北アルプス・後立山連峰に

3隊で、入った。この時期にしては大量の雪が

降り、ラッセノレなど本格的なトレーニングを

行ーうことができた。

しかし、その 2週間後に予定していた富士

山合宿では山頂でも 15cmというわずかな積

雪で、出発直前に北アルプス・八方尾根で行

うことにした。ここでも雪は少なかったが、

なんとか雪訓を行うことができた。

冬山合宿は、早月尾根からの銅岳登頂を目

指した。尾根そのものは難しくないが、総合

力をつけられる場所を選んだ。しかしここで

も暖冬の影響から雪は驚くほど少なく、 4白

間で終えてしまった。

本多を中心に新規リーダー会となり、秋山

や冬山で十分な経験を積むことができなかっ

たため、 2月山行はOBを入れ、長めの縦走

を南アルプスで、行った。去年敗退したルート

だ‘ったが、 14日聞かけて成功することができ
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た。その勢いに乗り、春山合宿では冬山合宿

で予定している槍ヶ岳、穂高岳周辺の概念把

握をするために横尾尾根から槍ヶ岳への計画

を立て成功することができた。

平成9年度コーチ会報告

ヘッドコーチ 山本茂久

事故直後の昨年度は、事故の反省を反映し

つつ手探りで活動を進めていった状態だった。

今年度は、昨年度の新たな試みを維持しつつ、

し、かにスムーズに今まで、の活動に持っていく

ことができるか、ということが課題であった。

新人勧誘は思うようにはし、かなかったが、

結果的には各学年 2名以上づっ残り、 他大学

を見れば決して少人数ではない状態になった。

各学年2名程度の人数で、全学年揃っている

というのは、登山活動だけでなく、コミュニ

ケーションの取り易さという意味でも、実は

ちょうど良い人数ではなし、かと思う。今年度

の活動がそれを物語っている。

コーチ会の活動としては、昨年度に引き続

き、無雪期は合宿 ・個人山行を問わず、積極

的にOBが参加するようにした。特に卒業し

たばかりのコーチが参加することは、危機感

を持った先輩と一緒に登山をすることになり、

リーダ一陣にとって非常に勉強になったと思

う。また、このことは安全性を高めるととも

に、若手OBと現役部員がお互いに切薩琢磨

するという構図が生まれたのではないか。

今年度は、「冬の貧IJJという大命題があった

にもかかわらず、各合宿ごとの計画検討には

かなりの時間を要した。 しかし、結果論で言

うと、その時聞が生きた形になったようだ。
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目標で、あった冬山合宿はあっけなく成功した

し、早くからリーダー陣の一員として計画検

討に携わっていた、本多、松本は、しっかり

した方向性とバランスの良い企画力を持った

リーダーに成長している。

記録

.5月山行-

北アルプス早月尾根~錦岳~大日岳~室堂

期日 4月 29日'"'"'5月2日

メンバー L村田千葉、木村本多深沢

4月 29日 晴馬場島~早月小屋

5月になると、晴れると暑い。レーション

のソーセージが腐ってしまった。早月小屋ま

ではトレースがあり、難なくいく 。

4月 30日曇~雨 CS'"'"'2600m地点

ガスがかかってきたので無理せず、エボシ

手前までとする。

5月 1日 快晴 CS'"'"'錦岳~錦、沢小屋

昨日雨を降らせた前線が抜け、移動性の高

気圧に覆われ絶好の登山日和。エボシ岩に 1

ピッチフィックス。シシ頭の下降は少し嫌ら

しかった。カニのはさみから別山尾根分岐ま

で3ピッチフィックス。男IJ山尾根はカニのヨ

コバイで 2ピッチ前銅の急な雪面2ピッチフ

ィクスする。G Wの銅はたくさんの登山者が

いて雪山なのだが、夏山のような安心感が出

てしまった。

5月 2日 快晴 CS'"'"'大日岳~室堂

別山乗越を経由した大日岳へ。雪がやむま

で、待っていて歩きやすい。思ったよりもいっ

たので、今日中に室堂に下りる。室堂は観光

客でいっぱいだ、った。



-初夏合宿

穂高連峰・潤沢定着

期日 6 月 11 日 ~6 月 18 日

メンバー L村田千葉、木村西尾本多

深沢松本佐藤木幡

OB岡田大谷斎藤宇田川

O G原 田 鈴木

6月 11日雨~曇~雨~晴

上高地→j固沢

雨の中、上高地に到着する。深沢に先行さ

せるが、そんなに差は聞かない。本谷で松本

が腰を傷めるが大事には至らない。木幡はま

あまあのペースで澗沢到着。澗沢到着後、本

多と深沢で雪訓場の偵察に行く 。原田OG入

山。

6月 12日曇~晴~曇

-北穂~奥穂高岳 L千葉木村本多

・雪渓訓練 L村田西尾松本深沢

木幡 OG原因

周遊パーティーは問題なく偵察を行う。北

穂高南峰直下で 1ピッチフィックス。上級生

パーティーなので 1時前にはBCに行く 。千

葉はそのまま雪訓に合流。雪訓は 5・6のコ

ノレの 6峰側で行う。木幡ひとりなので質・量

ともにみっちり行うことができた。

6月 13日晴~曇雪渓訓練

木幡の歩行訓練の復習と深沢のフィックス

工作の練習を行う。ビーコン捜索の訓練を終

えたあと、時間が余ったので、 木幡のザイル

ワークと制動確保時の脱出法を行う。OB岡

田、大谷入山。

6月 14日晴分散登撃

-北尾根 L千葉 本 多

・北穂~奥穂高岳 L千葉松本

OG鈴木

-北尾根 L宇田川 OB深沢

-北尾根・皿峰フェース L斎藤OB

村田本多

東稜は、 V字雪渓の右をつめる。 3ピッチ

フィックスし懸垂したあと、 1ピッチフィッ

クスし、東稜のコルに出る。北穂高岳山頂で

北穂高隊と合流し、下降。北尾根はE峰まで

とし、 3・4コルから下降する。皿峰フェー

スは 2ピッチ目のチムニーが山靴で突破でき

ず敗退。村田、西尾下山。表銀座隊は横尾ま

で下りる。

《後半分散・表銀座縦走》

期日 6 月 16 日 ~18 日

メンバー L木村深沢佐藤木幡

6月 16日 曇横尾→槍の肩

朝8時 40分に佐藤が到着し出発。大曲か

ら 15分ほど、行ったところから雪渓歩きとな

る。槍の肩では水は 1リットル 200円であっ

た。

6月 17日 晴~曇~雨 CS→大天荘

槍ヶ岳にアタック後、出発。ヒュッテ大槍

から 10分ほど、下ったところのトラパースで

ザイノレを出す。そこからさらに 15分ほど下

ったあとのトラパースでも出す。喜作新道が

予想外に悪く、 4ピッチザイルを出した。

6月 18日 曇 CS →燕岳→中房温泉

小屋で、水を買ってから出発。疲れた体にム

チを打って歩く 。燕山荘に荷物を置き、燕岳

にアタック。ガスに包まれたなか、ピークに

立つ。合戦尾根を下り、無事下山。

《後半分散・滝谷クラック尾根登肇》

期日 6 月 17 日 ~6 月 18 日

メンバー L千葉本多松本

天候が悪く、 17日に登撃するが間違えて 1尾

根を登っていた。翌日も天候が回復しなかっ

たので上高地に下山する。
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-夏山合宿

北アルプス餌沢定着

期 日 7月 30日"'8月 11日

メンバー L本多千 葉木村西尾本多

松本深沢 木 幡 小 林

《入山》

薬師岳隊

OB大塚中沢篠崎宇田川

期 日 7月 30日"'8月 11日

メンバー L本多深沢木幡宇田川OB

7月初日 曇 折立~薬師峠

樹林帯の急登を快調なペースで進む。とく

に深沢は去年の雪辱戦ということで、危機感

をもって臨んでいるようだ。

7月 31日 曇 CS'"スゴ乗越

今日もガスのなか、出発。薬師岳頂上で宇

田川さんの差し入れの西瓜をいただく 。

8月 1日 曇 CS'"五色が原

今日もまたガスのなか、出発。 5時すぎまで

雨が降っているので出発を 6時にした。スゴ

の頭、越中沢岳は急登のア ップダウンが続く 。

あまり暑くないのが幸いしているのか、今日

もみな頑張った。

8月 2日曇 CS'"銅沢

一ノ越からは行列が雄山まで続いており、

頂上も人で埋まっている。昨日着いた早月隊

の西尾、小林の出迎えがうれしかった。

早月隊

期日 7月 31日"'8月 3日

メンバー L千葉木村西尾佐藤小林

7月 31日 晴~曇馬場島~早月小屋

佐藤 42kg、小林 36kgほどの荷物で出発。

小林は止まることなく歩いた。早月小屋で、は

1リットノレ 150円で水を買うことができた。

8月 1日晴~曇 CS'"銅沢

1ピッチ目から小林がパテ、 2400m以上の危
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険箇所のことも考え、次のピッチから公共装

備を抜く 。抜いた装備は、危険箇所がすぎた

前銅手前で小林にふたたび背負わせた。

8月 2日曇 雪訓

佐藤の雪訓を千葉、木村で行い、西尾、小

林は停滞とする。熊の岩丈夫で雪訓を行う。

佐藤は 1年ぷりということもあり、下降で少

しぎこちなかった。薬師隊BC入り。

8月 3日 晴ときどき曇

6峰Aフェース魚津高ルート

L千葉佐藤

源治郎 ・峰成城大ノレート偵察

L木村深沢

魚津高ノレー トは先行パーティーがし、たので、

30分ほど待つがその後は順調に登る。BCへ

の帰り、足を骨折した女性を救助した。 V峰

成城大ノレートは落石が多く、遠目からルート

を見ることにした。村田、松本、大塚OBが

入山。

《本合宿》

8月4日曇~雨

雄山ダッ、ンュ L村田西尾本多松本

小林木幡

1日無駄に使うのはもったいないので、ガ

スのなか雄山へ。その他のメンバーは停滞。

中沢、篠崎OBが入山。

8月 5日雨雪訓

朝から小雨模様で、待機する。 7時に出発す

るがガスっているので銅沢を少し上がったと

ころで雪訓する。歩行訓練の途中まで行うが、

雨が本降りになってきたので、 BCへ戻る。

帰ったらテント・ジャンボが 1張倒れていた。

すごい雨と風だった。大塚OB下山。

8月6日晴雪訓

予定どおり、長次郎で雪訓を行う。歩行訓

練、直登直下降ダイヤモンド、 8の字をこな

す。 1年のザイノレワークの途中で時間切れと



なる。中沢、篠崎OB下山。

8月 7日晴雪司11

朝ガスっていたので待機する。 6時ごろか

ら晴れたので出発する。長次郎の途中で木幡

がフラフラになってしまったので 1時間ほど

岩陰で休ませたが、回復しなかったので村田、

本多でB Cまで下ろすことにする。小林も調

子が悪そうだったが、なんとかザイルワーク

の雪訓を行う。

8月 8日雨停滞

朝からすごい雨の為停滞。

8月9日晴~曇

• 6峰Cフェース銅稜会ルート

L木村深沢小林宇田川OB

• 6峰Bフェース京大ルート

L千葉西尾松本

雪司|段、銅岳登頂 L村田本多木幡

銅稜会ルート、京大ノレートとも順調に終わ

るが、長次郎雪渓を下降中、深沢がグリセー

ドで足をひねり、じん帯を傷める。一人で歩

くのが困難なため宇田川と木村で肩を貸しな

がら BCになんとか戻り、診療所で診てもら

う。また金沢大がAフェースでグランドフォ

ーノレしたとこのことで千葉が県警を手伝うた

め、熊の岩まで行く。無事ヘリコプターで収

容された。

8月 10日雨停滞

木村、深沢、宇田川OB下山。

8月 11日雨~曇~晴

チンネ隊、縦走隊共雨の中の別れとなる。

《後半分散》

期 日 8月 11日""'15日

メンバー L千葉本多 松本木幡

8月 11日 雨~曇~晴 BC""'三の窓

雨のなか、銅沢BCを出発。別山尾根のカ

ニノタテパイなどの鎖場は雨のため岩が濡れ

ており、緊張して通過。八ツ峰の頭への登り

で 1ピッチフィックスする。 三ノ窓に着くこ

ろには天候も回復し、みな久しぶりにくつろ

ぐ。

8月 12日 曇、一時雨中央チムニ一、

北条、新村ルート

本多/松本、千葉/木幡のザイルオーダー

で行く 。中央チム二ーは難しいところはなく、

快適に登る。その後、時間があったので北条、

新村ルートを登る。このルートは 3ピッチ

(町、 A 1) のアブミを使用しハングを乗越

すところだが、千葉以外のメンバーはアブ、ミ

が初めてだったので苦労していた。

8月 13日曇~雨~曇左稜線登肇

朝方、小雨が降っていたが、 8時半すぎか

ら晴れ間が出てきたので出発する。左稜線に

は3パーティーが取りついていたため、 30分

間、順番待ちする。T5に着いたころから雨

が強くなり、登撃不可能になったため、仕方

なく左下カンテノレートを 4ピッチ懸垂し、ー

ノ窓に帰る。

8月 14日晴~曇左稜線登馨

快晴のなか、左稜線を登撃。我々のパーテ

ィの前後に 8パーティー取りついていた。T

5までは快適に登撃する。核心のIV、A 1 (フ

リーではV一)の箇所は全員フリーで登る。

小ハングを越えるところはガパなので、アブ

ミを使わないで、登ったほうがよい。左稜線

は2回目にしてやっと登る。

8月 15日晴三ノ窓~銅沢~室堂

鏑沢で本合宿で使用した装備を回収し、室

堂に下山。

《縦走隊》

期 日 8月 11日""'16日

メンバー L村田西尾小林

薬師岳、黒部五郎岳を経て、上高地まで快適

に夏山を満喫することができた。

《沢隊》
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双六川支流打込谷

期日 8月 12日'""14日

メンバー L木村 佐藤 OB宇田川

-夏山個人山行

1 .扉風岩強化山行三ツ峠谷川岳

期日 8月 23日'""28日

メンバー L千葉本多 佐藤木幡

(三ツ峠)

8月 23日

・右フェース 千葉一木幡

・中央フェース 本多一佐藤

ほか2本

8月 24日

中央フェース、亀ノレート

(谷川岳)

8月 27日、 28日

27日中央稜、 28日変形チムニーを登る。

この時期はひょんぐりの滝を右岸から 2ピ

ッチの懸垂をする。

2 穂高扉風岩

期日 9月 7日'""13日

メンバー L千葉本 多木幡 OB宇田川

9月 7日雨

上高地'""1ノレンゼ押し出し岩小屋 BC

千葉、宇田川で緑ルートを登る予定なので

先に入山。

9月 8日雨停滞

雨のため緑ノレート登れず。本多、木幡激流

の梓川を決死の渡渉で入山。

9月 9日雨時々曇り

朝方雨はやんでいたので、T4尾根賭取り付

きまで行くがすぐ降ってきたのでBCに戻る。

9月 10日 晴れ雲稜ノレート登馨

千葉木幡、宇田川一本多で、千葉パーティ

ーが先行する。2ピッチ目はフリーの技術が
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無いので迷わずアブミ。終了点まであと 1ピ

ッチのところで東壁ルンゼの上部から岩雪崩

が発生。千葉はハング下にいたので、無事だ、っ

た。他のメンバーも小石がぶつかる程度で、無

事で、あった。上部に行くのが危険だ、ったので

そこから懸垂下降。

9月 11日晴れ鵬朔ルート

昨日と閉じザイルオーダーで、行く 。快適は

アブミのかけかえだ。所々抜けそうなハーケ

ン、ボルトが多く、 3，4mmのスリングを

タイオフにしていく。同ルート下降したがう

まくし、かず時間をとった。

9月 12日 晴れ時々曇 BC'""北穂南稜 CS

次は滝谷だ。雪の無い澗沢に来るのは初め

てだ。初夏と印象が違う。じめじめして無く、

快適に眠れそうだ。

9月 13日 雨 CS'""上高地

明日も台風の影響で雨とのことなので下山。

3. 南アルプス 赤石沢

期 日 9月 5日'""8日

メンバー L木村村田西尾佐藤小林

OB岡田

-秋山山行

1 .八方~鹿島槍隊

期 日 10月 31日'""11月 4日

メンバー L千葉本多佐藤木幡

10月 31日 曇のち雪

八方ゴンドラアダムに乗り入山。八方池か

らワカンを履き膝上ラッセル。天場につくこ

ろには吹雪になった。

11月 1日 雪停滞

冬型の気圧配置のため停滞。

11月 2日 快晴 CS'""五竜岳~北尾根の頭

手前 CS

アイゼンでラッセル。なかなか五竜までつ



かない。五竜を過ぎてからはいやらしい。

G4，G5は黒部側を巻くが夏道通しに行けた

のでロープを出す必要は無かった。村田隊と

シーバーを取る。

11月 3日 快晴 CS'"鹿島槍~冷池山荘

キレット小屋までハシゴ、鎖場が続く 。い

やらしい。八方キレットは最低コルに行くと

ころで 1ピッチ懸垂(支点はハーケン、ボル

ト)以外はハシゴ、鎖が続いてザイルを使わ

ずに行く。吊り尾根からは村田隊のトレース

で快適に歩く 。やっとラッセルが終わった。

11月 4日快晴 CS'"扇沢

下山。扇沢は紅葉がきれいだ、った。

2. 相原新道~鹿島槍隊

期日 11月 1日"'3日

メンバー L村田木村 西 尾 深 沢 小 林

11月 1日雪扇沢~種池小屋 CS

いきなりの大雪。ラッセノレに苦しめられる。

膝から腰ほどのラッセル。 2300m付近の

沢通過は雪崩の危険があり、素早く通過。何

とか小屋まで行く 。

11月 2日 快晴 CS'"冷池~鹿島槍~冷池

CS 

小林のザックのパックルが壊れる。何とか

応急処置をして出発。冷池に着き荷物をデポ

し鹿島槍にアタック。

11月 3日 快晴 CS'"赤岩尾根~大谷原

危険箇所の赤岩のトラパースはトレースが

ついていて、雪の状態もよいのでのーザイル

でし、く。その下の 1箇所切れている所はフィ

ックスする。

3.柏原新道~爺が岳往復隊

期日 10月 29日"'31日

メンバー L宇田川金子平城

途中入部の平城を OB宇田川、金子に連れ

て行ってもらうが、平城は精神的、体力的に

もまだ冬やまま無理なことが判明する。

-八方尾根訓練合宿

期 日 11月 29日'"12月2日

メンバー L村田 SL千葉木村西尾

本多松本深沢佐藤小林

平城

11月 29日 雨黒菱平~八方池 BC

雨入山。出発直後から平城が遅れる。八方

池手前まで夏道がかなり出ていた。あまりに

はやく着いたので、 2年のザイルワークを行

フ。

雪訓場所は丸山ケルン直下のカール状にな

っている場所で行う。

11月 30日雨のち曇雪訓

昨晩からの雨でシュラフ、服等がかなり濡

れたのでコールマン4台でひたすら乾かす。

雪訓では 2年のザイルワークの続きと 1年

の雪訓を並行して行う。初夏、夏と参加して

いない平城には苦労させられる。

12月 1日晴れ

・唐松往復隊

L村田木村西尾松本深沢佐藤

小林

稜線は危険なところも無く 2ピッチで唐松

岳に着く 。帰りは 2年のザイルワークの練習

で5ピッチフィックス。

雪訓場にて、ジッヘル、ビーコン捜索を行

い BCに戻る。

-雪訓隊 L千葉本多平城

朝から平城の準備が遅く出発が遅れる。肩

がらみから始めるが、なかなか出来ない。何

とか粘ってザイルワークを一通り終わらせる。

12月 2日雪

BC'"丸山ケルン~八方下山

昨日までとは打って変わって大雪。半分埋

まったテントを除雪し撤収。ひたすらラッセ
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ルで、丸山ケノレン下で、行く 。そこから引き返し

吹雪の中下山。

<全体を通して>

この時期の合宿は冬山前の総仕上げとして

組んでいくのであるが、毎年富士山で、行って

いたから安易にそうするのではなく、目標で

ある冬山を考え、自分たちの力量と照らし合

わし山域を考えていくことが必要で、ある。 リ

ーダー会としては富士山のメリット、デメリ

ットを考えた結果八方とした。

今回の八方は一つの選択肢で、あると考える。

これは初夏、夏にも同じことが言えると思う。

-冬山合宿

北アルプス早月尾根~剣岳往復

期 日 12月 24日""'27日

メンバー L村田千葉木村西尾松本

深沢佐藤小林

12月 24日 晴れ馬場島~早月小屋 AC

雪は少なく馬場島までタクシーでは入れる。

尾根上も雪は少なく 5月のような状態である。

しかもトレースがありワカンノ必要も無い。

12月 25日晴れ

剣岳アタック L千葉本多佐藤深沢

テントキーパ一 村田木村西尾松本

小林

小林の調子が悪く微熱がある。フィックス

工作と早月小屋からアタックできるかを千葉、

本多、佐藤、深沢で偵察に行かせる。 3大学

が取り付いていてフィックス待ちで時間を取

ったが、烏帽子岩 2ピッチ、シシ頭ピッチ(雪

が少なく鎖が出ていたため池ノ谷側から巻

く)カニのハサミで 2ピッチフィックスする。

本来はフィックス工作だ、けで、あったが時間が

あったので頂上に行く 。 2日目にして頂上に

登ってしまった。
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12月 26日晴れ AC""'剣岳""'AC

昨日アタックしたメンバーアタックする。

深沢は調子が悪いのでテントキーパーにする。

小林は木村がコンテをし、さらに前後の上級

生がフォローする体制で行く 。 トレース、フ

ィックスもあり、早月小屋から 5時間で頂上

に着く 。頂上は絶景で、日本海まで見渡すこ

とが出来た。

12月 27日 雪 AC""'馬場島

行きよりも雪は減っており今年は暖冬であ

ると感じた。

-南アルプス合宿

池山吊尾根~北岳~仙丈岳~北沢峠~甲斐

駒ヶ岳

期 日 2月 9日""'2月 22日

メンバー L本多松本佐藤深沢小林

木幡小林 OB千葉

2月 9日 晴芦安先~夜叉神峠~観音経

トンネル

夜叉神峠まで車で入れると聞いてきたが、

雪のため芦安先のゲートで下ろされる。夜文

神峠からは雪がひざ下まであり、ラッセル。

鷲ノ住山まで行く時間がなく、 トンネルのな

かで張る。長野オリンピック閉幕。

2月 10日 雪 CS""'池山吊尾根取付

朝から雪が降っており、風も強い。林道を

進むにつれ、ラッセルが徐々に深くなってく

る。鷲ノ住山からは風も強くなり傾斜も急な

のでアイゼンを履く 。11時に池山吊尾根取付

に着くが、天候とこの先天場がないことを考

えて、テントを張る。スピードスケートの清

水宏保の金メダルに歓喜する。

2月 11日 晴 CS""'城峰手前

ラッセルが徐々にきつくなり、 2ピッチ目

からワカンを着ける。雪はやわらかく斜面は



急なので歩きづらい。城南手前の樹林帯のな

かにテントを張る。

2月 12日雪停滞

朝から雪であり、風も強く視界が効かない。

9時の天気図で判断し、停滞を決める。雪

の多さと天候の悪さから今後の行動が厳しい

ものと予想される。

2月 13日 晴 CS'""ボーコン沢の頭

先コノレ

快晴のなか出発する。相変わらずラッセル

が深い。ボーコン沢の頭先コルから先は天幕

可能地が北岳山荘までないので、防風壁をっ

くりテントを張る。

2月 14日雪停滞

雪、風ともに強く視界が効かない。 9時の

天気図で判断し停滞を決める。前線をともな

う低気圧が南岸を通過している。 3時間おき

の除雪を強いられる。

2月 15日 晴 CS'""八本歯の頭

~北岳山荘

快晴のなか出発。八本歯の頭から下りで 2

ピッチフィックスして北側を巻くように通過

し、さらに 1ピッチ懸垂下降したあと、 1ピ

ッチフィックスして八本歯のコノレに達する。

コルからの登りでは埋もれた梯子場の急斜面

で1ピッチフィックスする。主稜線に突き上

げる斜面の雪の付き方がいやらしく感じたの

で十分な間隔を開けて通過する。北岳ピーク

へは下りのみ 2ピッチフィックスする。さら

に北岳山荘へ西側を 4ピッチのフィックスを

して通過する。信州大の 4人もいたが山荘の

中にテントを張れた。

2月 17日雪停滞

6時半に出発するが 15分ほど進んだとこ

ろで、雪、とくに風が強く視界も効かないた

め危険を感じ引き返す。天気図では低気圧が

通過し高気圧が張り出してきているのだが、

夕方まで悪天候が続いた。ゃったぜ原田、日

の丸飛行隊金メダソレ!

2月 18日 晴 CS'""横川岳先

移動性高気圧が来るのがわかっていたので

早めに撤収、出発する。強風で目も開けられ

ないほどだが快晴である。ときおり耐風姿勢

をとりながらじりじり進む。三峰岳はピーク

をトラパースする。下りは細いが雪が安定し

ており問題ない。風も所所弱まってくる。樹

林帯は地図で、ルートを探しながら慎重に進む。

信州大のものと思われるトレースはほとん

ど消えてしまっていて、ワカンでのラッセノレ

になる。野呂川越をすぎ、横川岳先の樹林帯

でテン トを張る。

2月 19日 晴 CS'""伊那荒倉岳'""2676m

手前

小林が疲れのためか 37
0

Cの熱がある。少し

様子を見るが歩けそうなので出発する。 リミ

ットぎりぎりである。ルートファインディン

グとラッセノレに苦労する。小林は途中から装

備を抜いて歩かせる。小林の体調とこの先、

天場のないことを考えて、仙丈岳手前の 2676

m手前のコノレにテントを張る。

2月 20日 雪 CS'""仙丈岳~仙水小屋

昨日の天気図から午前中しか天気がもたな

いと予想していたが、すで、に小雪が朝から舞

っている。風は強くない。視界は 20mほどだ

が。うまくルートファインデイングができた。

仙丈岳をすぎたころから風が急に強くなって

きた。木幡のコンタクトレンズの調子が悪く

眼鏡に替えたのだが、痛みがあるようでベー

スが上がらなかった。予想された雪毘や雪崩

の危険はそれほどではなかった。

2月 21日 晴 CS'""甲斐駒ヶ岳~黒戸

尾根七丈小屋

今日はリミットの日であり、 8時に出発で

きなければ戸台に向かうと昨夜決めていた。

5時の時点では雪であり、 7時近くになって

雪がやみ晴れ間がのぞき始めたのでぎりぎり
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の出発となる。駒津峰までは急、登のラッセル

でワカンを使用するが、 1年2人はパテパテ

である。駒ヶ岳直下の岩場は問題なく通過で

きた。黒戸尾根の下降も雪毘や鎖があるがザ

イルを出すほどで、はなかった。

2月 22日 晴 CS~竹宇駒ヶ岳神社

梯子や鎖場の連続だがザイルを出すほどで

はなく、刃渡りも問題ない。下部の樹林帯で

はルートファインディングが難しく、 一度ノレ

ートを見失い 5分ほど戻り、正規のルートを

見つけた。竹宇駒が岳に着き、余韻に浸る。

<南アノレフ。ス合宿を振り返って>

目的にあげていたひとつである、「新メン

ノく一間のコンセンサスの向上j という面では

6人という少人数での準備会、 トレーニング

や天候が悪く、長期の合宿になったぶん、

縦も横の関係も意思が自然と伝わる手前まで

に向上したと思われる。実際、山行中、たと

えば危険箇所でのザイルを出す判断など、 1

年の感じ方と 4年の感じ方は違うわけで、逐

一上級生は下のものに声をかけ全員の見解で

判断を下すことができた。今後の山行につい

てもこのことはもちろん実践していくのだが、

上級生は隊におけるザイルを出す基準、判断

の感覚を養い、さらに下級生が自分の意見を

素直にいえる雰囲気づくりを、これからも

していこうと考えている。

2つめにあげていた「積雪期の諸技術向上J

において、生活技術に関してはほぼできてい

るが、体調不良が出たこともこの技術にかか

わることなので、油断せずにさらに追求して

し、く 。

体力に関しては長期の合宿になったことや、

ラッセルが多かったこともあり、後半に 1年

の体力不足が出てしまった。 トレーニングの

充実と徹底を図るとともに、自主トレーニン

グの重要性を認識させる。 2年のザイノレワー
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クについては、支点の取り方やスピードに関

してはほぼできている。が、先に述べたザイ

ルを出す基準や判断、ルートの選定などの点

で、課題が残った。

計画を遂行することはできたが、それぞれ

の課題の追求と向上をさらに進めて、油断す

ることなく春山合宿に臨まなければならない。

-春山合宿

北アルプス・横尾尾根~槍ヶ岳

期日 3 月 8 白 ~3 月 13 日

(本多記)

メンバー L本多松本佐藤深沢小林

木幡

3月 8日 晴釜トンネル~横尾岩小屋

今年から釜トンネル手前まで車が入るため、

ノ¥イカーやクロカンスキーヤーがかなりいる。

そのため上高地までは歩きやすい。徳沢あた

りになると雪がひざ下ほどになるが、明治大

のものと思われるトレースが残っていた。横

尾の橋を渡り、岩小屋までは河原沿いを歩き、

取付近くにテントを張る。

3月 9日 晴 CS~3 ・ 4 のコル

岩小屋から稜線目指してラッセルしながら

直登する。稜線には明治大の赤布がある。P

2の下りはクライムダウンでP2・3のコル

に達する。 P3へは出だしの木の露出した急

斜面を 1ピッチフィックスし、さらに雪の露

出した箇所を 1ピッチフィックスする。明治

大のフィックスがかなりあり、 P3には冬天

が張ってあった。 P3の下りは、両側が切れ

ている岩峰に 2ピッチフィックスする。ここ

でルート工作していた明治大とすれ違う。さ

らに 50m懸垂下降し、 P3・4のコノレにテン

トを張る。

3月 10日 晴 CS~天狗のコル

出発時にガスがかかっていたが徐々に晴れ



てくる。 P4の登りは急だがザイルを張るほ

どではない。 1か所岩峰を巻くところを細引

きでフィックスする。 P5付近で明治大はテ

ントを張るようだ。 P5から横尾の歯までは

森林限界を越え、なだらかな稜線でロケーシ

ョンがすばらしい。雪は重くラッセルが少し

きつい。 P7を越えた小コルから横尾の歯に

2ピッチフィックスする。残置フィックスは

古くて使えそうにないがピトンは使える。岩

峰は巻かずに忠実に上を行った。雪の付き方

がし、やらしい。横尾の歯から P8、さらに天

狗のコルまで、は小さなアップダウンがかなり

続いた。天狗のコルを整地し防風壁をつくり

テントを張った。

3月 11日 晴 CS""'"'槍ヶ岳~肩の小屋

槍・穂高主稜線への登りは、心配していた

雪崩よりも細い稜線に岩が露出したミックス

帯となっており、アイゼンワークに気を使う。

鎖場は埋まっていた。槍・穂高主稜線はク

ラスとしており、雪は安定している。中岳の

登りも雪崩の危険はなかった。中岳の下りは

やや急で、ハシゴは出ているが鎖場は埋まっ

ており、クライムダウンする。飛騨乗越手前

の岩峰は飛騨側のクラスとした斜面をトラパ

ースし乗越にいたる。肩の小屋は屋根を残し

て埋まっている。登肇具のみを持ちアタ ック

する。鎖、梯子は出ているが、それらをつな

ぐノレートが雪で急斜面になっている。ピーク

はやはり何度来てもいいものであった。下り

はピークから 1ピッチフィ ックスし、さらに

部分的に 25mの懸垂下降を 2回した。肩の小

屋には誰もいなかった。テントは張らない。

3月 12日雪停滞

二つ玉低気圧の通過で 1日中、風雪が強か

った。

3月 13日 晴 CS""'"'新穂高温泉

千丈沢乗越からの下りは雪が安定しており、

岩峰を巻いて中崎尾根に出る。中崎尾根は

小さなアップダウンが多く、雪も腐っている。

奥丸山手前の分岐から槍平までは出だしの

急斜面を間隔を開けて一人ずつ通過する。槍

平から新穂高温泉までは各沢の出合い以外に

もデブリが多く、間隔を聞けて通過。雪が重

く、 トレースはないが、新穂高温泉まで雪崩

以外に危険箇所はなかった。タクシーで松本

駅に出る。

《春山合宿を振り返って》

春山合宿は 1年間の総仕上げ、および新学

年としての役割の自覚と実践が問われる合宿

であるが、大きな問題点は見られず、 2月の

反省点を補おうとする姿勢が全員に見られた

(ノレート工作、体調管理、声、全体把握、諸

生活技術など)。

これらは毎日の行動後の反省や、下界での

講義会や規律の厳守などがよい形で出ている

と考えられる。合宿を運営するにあたって、

年間を通した計画を立て、各合宿に意義を持

たせているのだが、新 1年を迎えるまでの、

2月、春、 5月の合宿は、現6人のチームの

確立を目指している。

細かい点での反省点はまだあるし、考え方

が偏っているかもしれない。また油断もある

と思う。コンセンサス、縦の指示系統などは

ほぼ確立できたと思われるものや、それぞれ

の反省点、および自覚、意識を高めることな

ども油断することなく部会、個人山行などで

行っていき、リーダー障が広い視野で冷静に

部の舵取りをするようにしたい。(本多記)
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-個人山行

-上信越湯ノ丸山東龍山スキー

3月 1日-----2日 L大谷OB 本多松本

深沢岡田OB

・谷川連峰北部足拍子岳南面

3月2日 L斉藤OB 木村村田字国

)IIOB 

・谷川連峰一ノ倉沢一ノ沢二ノ沢中間稜

3月2日 L山本(茂) OB  千葉

-みつまた高原スキー場~神楽峰往復

4月 13日 L本多 松本深沢

-北アルプス 銅岳周辺(早月尾根~大日

岳)

4月 29日-----5月6日 L村田千葉木

村本多深沢

・後立山連峰 白馬岳双子尾根

5月 10日-----11日 L千葉木村松本

・奥秩父 丹波)11小常木谷

5月 11日 L本多 深 沢

・帝釈山脈馬坂沢~サル沢

5月 21日-----22日 L野本OB 木村松

本

・奥秩父 丹波川小室川谷大黒茂谷

5月 23日-----25日 L松本本多

・奥多摩 日原川倉沢谷本谷塩地谷

5月 25日 L西尾木村 深 沢 木 幡

鈴木OG

-北アルプス 表銀座

6月 15日-----18日 L木村深沢佐藤

木幡

・北アルプス 穂高連峰滝谷登磐

6月 15日-----18日 L千葉本多松本

・吾妻連峰前川 大滝沢

6月 25日 L野本OB 木村

・奥秩父 大常木谷
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7月 5日-----6日 L松本西尾深沢

佐藤

-丹沢玄倉川小川谷廊下

7月 9日 L野本OB 小林間田OB

.八ヶ岳

12月 31日-----1月 2日 L野本OB 本多

松本深沢平城

-岩登りトレーニングなど

日和田山 3回

氷川扉風岩 1回

三つ峠 2回

越沢パットレス 5回

パンプ 8回

-その他

大倉尾根(歩荷訓練) 2回

救急講習会

上級救急講習会

アイスクライミング講習会



冬山合宿・早月尾根(平成 9年・1997)

冬山合宿・早月尾根(平成 9年・ 1997)

2月山行・池山吊尾根(平成 10年・ 1998)
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桜門山岳会

平成 9年度の回顧

平成8年度理事長 山本晃弘

平成9年度は前年に引き続き、現役山岳部

の実力向上、会員相互の懇親と連帯、会財政

の健全化の三点を主な課題として理事会の活

動をして参りました。

山岳部の実力向上については、何よりも新

人の多数入部が第一段階であります。従って、

前年の募集方法の反省に立って現役学生は努

力致しましたが、残念乍結果二名の入部に止

まり OB皆様の期待に応える事が出来ません

でした。然し乍、実働 8"'-'9名の現役は退部

者もなく、監督、コーチの指導のもとに各山

行を無事にこなし一応技術的にも精神的にも

成長して参りました。本年に入って 4月の新

人募集の対策を理事会、コーチ会、学生一体

となって協議し、計画、準備そして勧誘活動

と注力して参りましたのでその成果を期待し

ております。(本総会当日には確定していこ

とと思いますが)

会運営の収支バランスについては会員皆様

の御理解のもとに年会費の徴収をさせて戴く

様になりましてから二年の本年も、会計報告

に有ります様に黒字基調になって参りました。

紙面を借りまして理事長として厚く御礼申し

上げる次第です。然し乍、来年には会報の発

行を予定しておりますし、今年度の住所録発

行、新人募集パンフレット作成費等々、出費

予定が控えております。又実績の出費として

別会計報告に記載されないネパール国際山岳

博物館建設寄付金、日本山岳会青年部カンチ
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登山隊への寄付金等、本来は当桜門山岳会か

ら出費すべきものをエベレスト基金より取り

崩して頂いたもの、又葬際関係費等も会長以

下出席理事の個人負担によるものも少なく有

りません。

何れにしましても会の活発な活動のベースと

成る運営資金の原資であります年会費納入に

つきましては会員皆様にはどうかお忘れなく

御納入下されます様節にお願い申し上げます。

会員相互の連帯と親睦の面では先ず理事会

構成メンバーに若干の交替があり、不慣れな

ことから短信記事の誤字訂正等関係者に御迷

惑をお掛けしました事等あらためてお詫び申

し上げます。各担当理事も専門分野以外の不

慣れな作業を正にボランティアでお引受け戴

いている訳で有りますので、今後共暖かい御

指導、御支援を紙上をお借りしてお願い申し

上げます。

随時発行致しました短信にて御承知の通り、

本年度は4月の合同慰霊祭を始めとして多く

の行事、会合を実施致しました。然し乍、全

行事への参加者が一部高年会員に偏りがちで、

会員全体の連帯と親睦と言う所期の目的が達

成されていない事を痛感しております。若年、

中年層の会員諸氏の参加が少ないことは以前

からの様でありますし、他大学等でもその傾

向はありますが当会のなお一層の発展と、よ

り良い会の運営の為にも若年、中年層会員皆

様による当会主催行事への参加そして意志の

疎通は不可欠のことで有ります。若い理事諸

氏の積極的意見をくみ上げ諸行事を計画致し

ますので、更なる皆様のご参加、御協力をお

願いするもので有ります。

役員人事につきましては会運営の硬直化を



防ぐ意味からも特に理事長の次世代交代を考

えておりましたが、意に反して果たせずに留

任と成りました。次年度には確実に新理事長

への世代交代を計る所存で有ります。其の為

にも中堅会員の方々による理事会への参加活

動を強く望みたいと思っております。

さて、本年は山本(茂)氏の日本山岳会青

年部カンチェンジュンガ登山隊が現在登山中

であり、又池田パーティーのガッシヤブ、ルム

登山が 6、7月に出発と会員有志の海外登山

が有ります。無事故登頂を節に期待致します

と共に、監督、コーチ会皆様の真剣な指導の

もとに現役学生のより高みを目指しての厳し

く且つ安全確実な登山を節にお願し、致し、合

わせて会員皆様のご健康を祈念し、回顧・報

告を終わらせてい戴きます。

29 





日本大学山岳部

平成 10年度 (1998年4月

'"'-'1999年 3月)

部長 平山善吉

監督 神崎忠男

コーチ 山本茂久

主将 本多直也

部員 4年 CL本多直也 SL松本達彦

3年深沢智徳佐藤凡

2年小林州行

1年石川重樹京増朋子

部室 〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台 1・18・1

日本大学理工学部内平山研究室

平成 10年度活動報告

チーフリーダ一本多直也

年間目標を槍 ・穂高連峰に定め、 98年度は

スタートした。

山岳部に何を求めて入部したかが各自異な

る今日では、一つの目標に向かつて全員で取

り組むということに、強い苦痛を感じる者も

いるだろう。

だが今年は部員一人ひとりがチームの一員、

メンバーとしての役割を考え、実行してくれ

たため、部活動の充実、プラス冬山成功とい

う結果に結びつけることができた。全体目標

に取り組むやり方の例として今後、よい点、

悪い点を部活に生かしてもらえればと思う。

最後に監督、コーチ、 OBの方々、支え

てくださったすべての皆様に深く感謝し、たし

ます。そして松本、佐藤、深沢、小林、石川|、

京増、 …SpecialThanks. 

平成 10年度コーチ会報告

ヘッドコーチ 山本茂久

リーダーが多かった昨年度と比べ今年度は、

起動力を生かして、冬の槍ヶ岳(北鎌と硫黄

尾根)を年間目標においてスタートした。こ

こ数年、コーチ会では新規リーダー会発足時

に具体的な年間目標を掲げることを半ば強制

している。

個人山行日数が減少し、個人の能力のばら

つきが大きくなっているせいか、自分たちに

何が足りなくて、何をしなければならないの

かが、分からなくなることがある。そういう

ときの指針として、明確な目標が必要であり、

また目標はそのために必要最低限の技術・体

力がわかるいう意味で、効率のよい活動をす

るための手段であるのだ。

当たり前のことだと思うが、リーダーとい

えど自分の時間を 100パーセント山に割け

ない最近は、そういう目標が立てにくい状況

にあるのかもしれない。

しかし、今年度のリーダー 2人はコーチか

ら話が出る前に、自然に槍ヶ岳の計画を考え

てきたのだった。そして、目標に沿った年間
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計画の立案と合宿計画の見直しを当初から行

い、常に早めの計画提出を続けたことは高く

評価したい。

実際の山行では、春に横尾尾根、 5月に北

鎌尾根の偵察を行い、秋にも準備山行を行っ

た末え、冬合宿では見事に、北鎌尾根~槍ヶ

岳~横尾尾根を成功させた。このようなひと

つの山域にこだ、わった、流れのある山行は個

人的にも好きだし、限られた 1年間を有意義

に使い、より安全な山登りをするためには、

必要なことだと思う。

また、今年度は部室が実質的になくなり、

運営上、苦しい年で、あった。しかし現役部員

の努力と工夫によって何とか切り抜けること

ができた。

(総会パンフレットより)

記録

.5月山行

1.北アノレプス・硫黄尾根~槍ヶ岳~横尾尾

根

期日 4月 25日-----5月4日

メンバー L本多、深沢

4月 25日 雨~曇七倉~湯股~硫黄尾根

樹林帯

雨の大町駅を出発。七倉でタクシーを降

りて歩きはじめる。高瀬ダムのジグザグの登

りは雨と重荷でくじけそうになる。ダムから

湯股までは倒木が道をふさぎ、斜面につけら

れた木道は傾いている。稜線上に出て、 P1 

手前まで向かうがまったく雪がなく、仕方な

く先ほど、稜線上に出たところにあった残雪

を求めて引き返し、テントを張る。
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4月 26日 ガス~晴 cs-----小次郎のコル

P 1までの樹林帯の急登は薮こぎを強し、ら

れる。硫黄岳ジャンダソレム群はかなりもろい。

小次郎のコルまでの下りはハイマツの急斜面

で気が抜けない。小次郎のコノレには何とか雪

がありホッとする。

4月 27日 晴 cs-----南峰手前コノレ

硫黄岳へはもろい岩場(凹状雪壁)を直登

する。その先のコルからアイゼンを履く。雪

の上を左稜線に出るまで直登する。左稜線に

出てからは稜線の右の斜面を登り硫黄岳に達

する。雷鳥ルンゼ下降点は背丈を越すハイマ

ツに隠れており、なかなか見つからなかった。

南峰まで南西に伸びる顕著な尾根の右側を巻

き降りるようなルンゼで、ある。ルンゼ内を 50

m X3ピッチで下降し、 1ピッチで稜線に出

る。ルンゼ内には雪が残っており、スノーパ

ーで、支点を取った。南峰には雪が見られなか

ったため、手前のコノレにテントを張った。

4月 28日 晴 cs-----中山沢のコル

南峰を越えて赤岳ジャンダルム群 1峰の手

前でアンザイレン。テントを張った中山沢の

コルに達するまでもろい岩と雪の稜線にまっ

たく気が抜けず、緊張の連続で疲れる。

4月 29日 ガス~曇ときどき晴 cs-----
白樺平

赤岳主峰群も赤岳ジヤンダノレム群同様、岩

が非常にもろい。この日の行動は白樺平まで。

4月 30日 晴 c S-----槍ヶ岳山頂

西鎌尾根分岐から槍ヶ岳はでの南面は夏道

が出ている。とくに問題もなく槍ヶ岳山頂に

着く 。肩から穂先まで雪がない。硫黄尾根で

は誰にも会わなかったが、槍の小屋付近には

たくさんの人がいた。



5月 1日風雨待機

朝から槍ヶ岳はガスに包まれている。シー

ノくー交信がで、きず、この日は北鎌隊と合流で

きないと思っていたが、 16時半ごろに現れた。

元気に 5人がそろったことが何ともうれしい。

5月2日風雨停滞

前線による風雨が激しく、横尾尾根下降の

危険性を考えて停滞とする。フライが破れて

浸水するほどの激しさで、あった。

5月3日風雨停滞

昨日と同じ気象のため停滞とする。夕方に

なってようやく風雨が弱まってきた。フライ

は修理不能だが、ポーノレは曲がるだけでなん

とか持ちこたえた。天気図からは明日の好転

が予想、される。

5月4日 晴 CS~天狗のコノレ~横尾~上

高地

快晴のなか出発。南岳まではところどころ

夏道が出ている。横尾の歯は雪がついておら

ず、残地フィ ックスが出ている。残地フィ ッ

クスは信用できないほど古い。P3からは小

/レンゼの雪渓を登山道まで降りる。 1日で上

高地まで着くことができたが、タクシー待ち

と国道の落石事故で慌ただしい帰郷となった。

2.北鎌尾根

期日 4 月 28 日 ~5 月 4 日

メンバー L松本、佐藤、小林

4月 28日 晴七倉~湯股~千天吊橋

湯股をすぎると左岸のガレた岩の都ラパー

簾に緊張させられる。プラ靴のアウターだけ

を履いての渡渉もあり、さすがに冷たい。

4月 29日 H青 CS~4 ・ 5 のコノレ

千天吊橋は水に浮き沈みして使用できず、

再び渡渉を強し、られる。ロープで確保しなが

ら進むが佐藤がバランスを崩して川に沈む。

4・5のコルには何とか雪があり、天場とす

る。

4月 30日 晴 CS~独標ピーク

全体的に岩がもろいが、支点はハイマツか

ら取れ、確実に歩を進める。雪もぐさってお

り非常にいやらしい。独標ピークにテントを

張ることはできたが、風をまともに受ける。

5月 1日 曇 CS~肩の小屋

ガスのなか出発。連続する小ピークは細か

なアップダウンがあり、危険を感じる。槍ヶ

岳頂上までの登りは 5ピッチ。下りは懸垂で

越える。硫黄尾根隊と感動の合流。

(( 5月山行を振り返って》

98年の上半期は、上級生 5名のチームとし

ての確立を目指してやってきた。なぜならこ

の5名が中心となって、下半期には新入生を

迎えた新しいチーム作りをしてし、かなければ

ならなし、からである。南アルプス、春山、 5

月と 3つの合宿を行ってきたが、結果的にチ

ームとしての確立はできたと考えている。こ

の5人はそれぞれの得意、不得意分野をうま

く補い合うことができるメンバーで、あると思

フ。

しかし、 1、2人では力にならないと言う

ことができる。「クラブなのだからみんなで

力を合わせればいしリという者がいるが、そ

れは個人の努力であってこそのものであり、

始めから他人に依存する気持ちでの言葉であ

ってはならない。

5人にはそれぞれ個人の課題もある。さら

には 1年生を迎えての新しいチームづくりを

してし、かなくてはならない。一人ひとりがメ

ンバーとして、各学年として、係としての役
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割を果たせば、下半期も充実したものをつく

ることができるだろう。この部を実際っくり、

動かしているのは誰か。それは自分たち学生

である。自分たちで積極的に、楽しく、充実

した魅力ある山岳部をつくっていこう。(本

多記)

-初夏合宿

穂高岳掴沢定着

期日 6 月 19 日 ~25 日

メンバー L本多松本深沢佐藤石川

京増森田奥村

(定着)

6月 19日曇~雨上高地~潤沢BC

曇り空の上高地を出発。 1年生もなんとか

順調に歩いている。が、横尾での一本時には

すでに疲れが見え始めていた。昨年同様、本

谷橋が設置されており、雪の少なさが心配に

なる。ここで、雨が降ってきたため、雨具を着

用する。潤沢まではほぼ夏道どおりで、ヒュ

ッテ手前で 100mほど雪渓を歩くが、その先

も雪はなく、天場にも雪がない。本谷橋から

1年生のベースが上がらず、とくに森田が 40

分ほど遅れる。ギブアップ宣言も出たが聞く

耳を持たず、土砂降りのなか、潤沢に着く。

東京農大もテント張っており、挨拶に行く。

6月 20日ガス~晴雪上訓練

ガスっていたため出発を遅らせる。 5・6

のコル直下は雪が少なく落石も多いために奥

穂高岳直下で雪上訓練を行う。歩行、ジッヘ

ノレ、グリセードと順調に行う。途中、千葉O

Bが入山して雪上訓練を見ていただく。帰幕

後、鈴木OG、宇田川OBが入山し、賑やか

になる。

6月 21日 曇~雨奥穂高岳往復
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全員で奥穂高岳へ向かう。雪が少ないがか

ろうじて雪の上を歩く。途中、ザイテングラ

ード、のケルンを参拝する。体力不足が目立ち、

3時間以上もかかってしまう。すべて夏道。

1年はピークに立ててうれしそう。天候が持

ちそうにないので早々に下る。ザイテングラ

ードを途中でトラパースして雪渓をグリセー

ドと直下降の復習をしながら下る。 BCに着

くと雨が降ってきた。

6月 22日雨停滞

雨の合間をぬって、ビーコン、コール、部

下の練習を行う。

6月 23日 雨 BC~横尾~上高地

前線による雨のため北穂高岳登頂をあきら

め下山する。途中、新村橋先のケルンに向か

うがひどい薮で発見できず、黙祷のみ行う。

《初夏合宿を振り返って》

今合宿は普段のプログラムよりも大幅に軽

い内容にし、 1年が山の魅力に触れることを

第一の目的とした。その目的は果たせた。し

かし、個々の反省を見ていくと、安全に登山

を行える実力をつけずに積雪期になってしま

う可能性がある。いろいろな考え方があると

思うが、精神面、行動面でもう一段階上を追

求していくつもりである。(本多記)

《後半分散》

期日 6 月 23 日 ~26 日

メンバー L深沢佐藤

6 月 23 日 ~26 日

潤沢の残って 24、25日に、前穂高岳北尾根

を登撃。その後、上高地へ下山。



-夏山合宿

剣沢定着

期日 8月3日""'8月 12日

メンバー L本多松本深沢佐藤石川

京増

〈入山)

1.大日隊

期日 8月 3日""'5日

メンバー L深沢佐藤京増

8月 3日 雨停滞

大雨で称名川が増水しているため、称名平へ

のパスが運休している。道路も通行するのは

危険ということなので、停滞とする。杉田旅

館のご厚意に甘え、泊めさせていただく。

8月4日曇~雨桂台~大日小屋

朝には雨がやみ、称名川の水も昨日の三分

のーほどになっているが、パスは 11時まで

運休となっている。そこでゲートのある桂台

までタクシーで入り、称名平まで歩く 。天気

はときどき激しい雨が降ったりやんだりとは

っきりしない。大日平山荘を過ぎると雨が降

り続け、登山道が川のようになっている。数

度沢を渡渉し、全員靴の中までびしょ濡れに

なりながら、大日小屋に着く。

8月5日 曇ときどき雨 CS""'別山乗越~

剣沢

朝から雨が降っており、出発を遅らせる。

ガスのためせっかくの眺望もまったくきかな

い。ときどき晴れ間がのぞくが、連日の雨に

みな少々疲れ気味である。貧IJ沢に着き、全員

の再会を喜ぶ。

2.雄山隊

期日 8月4日""'5日

メンバー L本多松本石川

8月4日雨室堂~女形

ダムの駅長室に上ノ廊下隊の荷物をデポさせ

てもらし、(菓子折が効いた)、雷殿へとアルペ

ンルートを進むが、激しい風雨のために雷殿

が封鎖されてしまう。仕方なく室堂から歩く 。

一ノ越、雄山へと進むが、石川のベースが悪

い。横殴りの雨で寒く、早く着きたいのだが

...一。ぬれねずみで剣沢に到着。内蔵助カー

ノレは非常に雪が少ないがかろうじて雪訓がで

きそうな状態だった。

8月 5日 ガス~雨~晴 BC""'6峰取付~

BC  

本多、松本で雪訓場と取付の偵察にガスの

合間をぬって出発する。平蔵谷出合まではシ

ュルンドが開いており右岸の夏道を行く。長

次郎雪渓は途中で完全に分断されており、右

岸の岩場を 200mほど巻いてふたたび雪渓

に戻る。雪訓は右股で可能。6峰取付付近に

はまったく雪がなく、取付くまでに落石に注

意が必要。東京農大をはじめ、学生が多かっ

た。午後、剣沢小屋にあいさつにうかがい、

食堂の写真を見せていただきコーヒーまでご

馳走になった。

《定着》

8月 6日 曇ときどき晴雪訓

偵察した長次郎右股で雪訓を行う。 日に日

に雪渓が少なくなってし、く。歩行技術をひと

通り終わらせ、平蔵谷出合でツェルトでの搬

出訓練を行っているときに千葉、村田OBが

合流する。

8月 7日雨~曇

雨の弱まった聞に別山往復の隊を出す。
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8月8日雨~曇~晴 雪訓

ガスっているために雪訓の装備を持って雄山

に向かう。やや視界が効くようになったので

内蔵助カールでザイルワークを行う。雪は非

常に少ないが、初夏の潤沢や長次郎右股より

も傾斜が強く練習になる。 1年のザイルワー

クはさらに練習が必要である。

8月9日晴;

. 6峰Cフェース銅稜会ノレート

L本多松本京増

今合宿の唯一の快晴に歓喜するが、 1年は

疲れが顔に出ている。銅稜会ルートは前に 2

パーティー、後ろに 4パ 2ーティーいて非常

に混んでいるが高度感がありおもしろい。山

靴で、登っているのは学生くらいで、あった。計

5ピッチ。どこまでも青い空へ向かつて登れ

ることに感謝。終了点から5・6のコルへは

懸垂 50m。

-源次郎尾根 L深沢佐藤石川

踏み跡沿いに高度を稼ぐ。 2、3度細引き

で石川を確保する。 2峰の懸垂 30m。

8月 10日曇~晴

・6峰Bフェース京大ルート L松本深沢

佐藤石川|

一番で取りつく 。石川は終始高度感を怖が

り、怯えている。 3年はスピードが遅い。

・別山尾根~銅岳往復 L本多 京増

京増が足を傷めたため、銅岳往復とする。ピ

ークからは6峰とコールのやり取りをする。

8月 10日雨 ~曇

涙ながらに雨下山。頭上のロープウェイを

無視して歩く 。タンボ平らは樹林帯で非常に

快適。
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《夏合宿を振り返って》

1年が山を体験することに重点を置いた初

夏合宿と異なり、各課題の訓練という目的で

合宿を行った。結果、まだまだ足りない課題

として技術・体力的な面も多々浮き彫りにな

った。それととともに、メンバーとしての責

任ゃあきらめ、 ない忍耐力など、メンタル面

の不足が露呈した者もいる。ただ山に行く、

参加するのではなく、下界での山への取り組

み(し、わば技術・体力・精神面など目標を明

確にして最大限努力することだが)が、極め

て重要なことがあらためてわかっただろう。

危険な遊びを楽しむために楽な道はない。

様々な意味で『より高く、より困難に』であ

ると思う。(本多記)

-初冬山行

1.槍ヶ岳デポ上げ及び大キレット越え

期日 10月 31日"'11月 3日

メンバー L本多深沢

10月 31日 晴上高地~槍沢ヒュッテ先

cs 
新宿からの直通パスで早朝の上高地に到着。

暗いなか下ろされてすることがない観光客を

横目に出発する。45・の荷物も冬山成功のた

めなら重さを感じない。黙々と歩く 。明神岳、

前穂岳にはうっすら雪がついている。横尾で

は木を伐採し小屋をもう一戸建設している。

槍沢に人がときおり顔を出す。槍の穂先は雪

化粧。 P雪の山見りや 心が勇む。槍沢ヒュ

ッテ先csにテントを張るが、渇水のため上

流まで水を汲みにし、く 。

11月 1日 曇~雪 CS'"槍ガ岳山荘

槍沢は長居。歩いても地形が、景色が変わ

らない。坊主岩小屋手前あたりから雪が出て

くる。さおらには風も強く明らかに天候が悪



化してきた。途中からピッケルを出し、とき

おり耐風姿勢で風をやりすごす。荷物が大き

いだけに風に振られてしまう。ようやく小屋

に着いたときには本格的な吹雪になる。冬季

小屋はまだ使えず、デポ代 1000円を払いデ

ポだけし、風を避けられる場所を選んでテン

トを張る。

11月 2日 曇 CS""'-'南岳~北穂高岳~澗

沢

寒い。温度計はマイナス 8度を指している。

テントを出ると風も強く、完全装備に身を固

める。クラストした斜面はアイゼンが快適に

決まる。とにかく西風が強く、風の弱し、信州、|

側を歩くときは飛騨側と別世界のようだ。ス

トラップが自に当たりコンタクトが外れそう

になる。長谷川ピークで 50mザイノレを出す。

どこかで見た写真のようにザイルは宙に舞う。

飛騨泣きは、雪がついているが鎖が出ている

のでノーザイルで、慎重に行く。北穂高岳直下

の雪壁はアイゼンをきかせて直登。槍~北穂

問では誰にも会わなかったが、北穂、小屋のな

かはシーズン最後のため若い従業員たちが楽

しそうに盛り上がっている。誘惑されそうな

深沢をうながレ潤沢へと急ぐ。南稜の鎖場の

あたりでアイゼンを脱ぐ。

11月 3日 雪~晴 j固沢~上高地

小雪のなか下山。午前5時は真っ暗である。

潤沢から本谷橋聞はところどころ崩壊が激し

く、大きな岩雪崩のような跡になっており、

ダケカンパがなぎ倒されている。本谷橋も板

だけのものになっていた。人であふれる河童

橋を渡り(なんと深沢は初めて)、アルペンホ

テルで、入浴する。上高地温泉より近い。帰り

も新宿直通のパスで帰郷する。

2.五竜岳隊

期日 10月 31日""'-'11月2日

メンバー L松本佐藤京増

10月 31日 曇ときどき晴遠見スキー場~

西遠見山

5時半に神城駅に到着。駅で水を汲みタク

シーで遠見スキー場に向かう。6時ごろ着き、

体操をしてから出発する。雪はまったくなし。

スキー場への道は黒菱平からの登りのようで

だらだらと続いている。背後から昇ってきた

朝日が、紅葉をよりいっそう真紅に染め上げ、

とても美しい。荷物は佐藤が 32・、京増が

34・。京増にとっては初めての重さなのでベ

ースはゆっくりだった。佐藤は傷めた足の様

子を見ながら歩いた。地蔵ノ頭からは急な登

りが続いた。小遠見山手前ピークから小遠見

山までは東側が崖になっている。中遠見山ま

ではところどころ北側が切れている。中遠見

山からは、はじめは急な階段を下り、ところ

どころ北側の切れている尾根を水平に歩き、

急な階段を上り、大遠見山にいたる。西遠見

山までは南側が切れていた。その先の天幕地

に 14時ごろ到着。

11月 1日 晴~あられ CS""'-'五竜山荘~

唐松岳頂上山荘

5時 35分に撤収開始。6時 15分から体操

をして出発する。白岳へははじめは細い尾根

でピーク手前までが急な上り(夏道は落石の

危険があったため、尾根上を歩いた)。五竜山

荘に 8時半に着き、京増のザックを空にして

装備を入れ、五竜岳をアタックした。山頂に

は9時 50分到着。五竜岳は雪がうっすらつ

いている。山荘に戻って装備をザックにつめ

なおし出発。稜線上は風が強く、細かい穣も

降り始めていたため、終始、お互い寒くない

か、風でバランスを崩さないように注意しあ

った。天気が悪くなってきたので、このまま
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のベースだと遅いと思い、大黒岳手前のコル

で 1本をとり、京増のポーノレを抜く 。大黒岳

の岩場を慎重の登上り下りして、牛首はしっ

かり設置された鎖を使い慎重に通過した。唐

松岳頂上山頂には 15時到着。天気が悪く、

時間もなかったので無理せず、山荘の横の風

当たりの弱いところで張ることにした。

11月2日 晴 CS'""八方池山荘~黒菱平

5時 35分に撤収開始。6時 20分に唐松岳

をアタック出発する。唐松岳にもうっすら雪

がついていた。 7時 10分に山荘に戻ってき

て、荷物を背負って八方尾根を下り始めた。

雪がないので、夏道に沿って歩いた。扇雪渓に

も雪はまったくなくガレの斜面が続いた。あ

と3週間で雪訓ができるようになるのか、少

し心配になる。天気はとてもよく暑いくらい。

黒菱平には 11時5分到着。時間があったの

で、雪はないがスキー場の斜面でザイルワー

クの復習を 1時間くらい行い、タクシーで白

馬駅に。白馬八方温泉(駅から歩いて約 10

分。400円)に入って「ああ~いい湯だなん

そして松本駅の「どんぐり」にてビールで乾

杯して「ぷは'""J。スパゲ、ティを食らって「う

ま~い。明太子スパで、満足していた昨日の自

分はいったしリと一瞬思ったが、まあとにか

く大満足だ、った。

-初冬合宿

北アルプス唐松岳八方尾根

期日 11月 21日'""26日

メンバー L本多松本深沢佐藤京増

石川

11月 21日 雪~地吹雪 第二リフト~八方

池山荘

白馬駅に着くと大粒の雪が降り、積もって
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いる。黒菱平方面にタクシーは行けないとい

うことなので、ゴンドラ駅へと向かう。スキ

ー場は今日オープンらしいが視界が効かない

ほど、降っている。ゴンドラと第二リフトに乗

り、鎌池よりワカンを着け、体操して出発。

夏道沿いは雪崩の危険がある為避け、尾根上

を行く 。出だしから胸上ラッセノレ。 6人で回

すが 1年の 2人は初めてのラッセルのため遅

い。さらに新雪のために何度も雪を踏み固め

ないと足が前に出せない。 うしろから中高年

のパーティーが来たが遅く、訓練合宿なので

ラッセルはほとんど自分たちで、行った。とき

には空荷ラッセルも交えた。やっと八方池山

荘に着くとテントが 2張ある。さらに先に進

むが地吹雪になってきたので引き返して山荘

横に設営する。夕方から除雪を行い、夜中も

3回除雪する。

11月 22日曇~雪雪訓

昨夜からの雪は明け方にやむ。 1年は撤収、

パッキングが遅い。出発時はときおり 晴れ間

も見えるが徐々に悪くなってし、く 。相変わら

ずのラッセルで、ある。今日中に扇雪渓までに

行くのは無理と判断し、八方池付近に適度な

斜面を見つけ雪訓することにする。天候が悪

化してきたのでまず設営を行う。それから斜

面に移動し、アイゼンを着け、歩行、ジッヘ

ル、耐風姿勢、弱層テストなどを行う。風は

強く、寒い。テント場近くの平坦地でどーコ

ン、ゾンデによる雪崩捜索の練習を行う。積

雪は 3mのゾンデ棒を刺して 30，が雪上に

出るほどだ、った。

11月 23日 風雪 CS'""第 2ケノレン先

風雪が強いため待機する。扇雪渓まで上が

れなければ、ここまでの積雪量を考えると登

頂は難しいと判断し、登頂にこだわらず、目

的どおり雪司他生活技術の充実を第一に行う



ことを再確認する。待機したが風雪は弱まら

ず、先に進む行動は危険と判断し、先日通過

してきた第 2ケルン付近まで雪中行動し設営

することにする。風雪のなかの撤収、パッキ

ングで、あったが 1年は多少慣れてきたようで

ある。出発前には部歌とコールの練習をさせ

る。ラッセルで、尾根を進み、第 2ケノレン先の

夏期トイレ(冬は閉鎖)の隣に設営する。そ

の後、風が強くなり、鈍い音とともにポール

が折れてしまった。 しかも 2回。冬天のポー

ノレが折れる経験は初めてで、ある。防風壁は雪

がやわらかく合宿中、一度もつくれなかった。

反省会は強風で声が聞き取りにくく、大声で

怒鳴りつつ、ポールを押さえつつ行った。

11月 24日快晴~雪雪訓

今合宿唯一の快晴となった。快適に撤収、

ノミッキングして八方池雪訓場に向かう。稜線

から望む鹿島槍、語竜、不帰、白馬は真っ白

である。ザイノレワーク 5種、タイトロープ2

種を行う。フィックス通過の練習は荷を背負

い、稜線を戻りながら連続8ピッチ行う。下

界での練習のため 1年もスムーズにできてい

る。第2ケノレン先まで戻り、斜面に雪洞を掘

ることにする。このころから雲が出て、雪が

降ってくる。 6人が楽に入る雪洞を 1時間ほ

どでつくる。なかは広くつくったたけ寒かっ

た。音を吸収するため声が聞き取りにくい。

11月 25日雪雪訓

新雪のため天井がかなり下がっている。朝

食後、酸欠でライターがつかなくなり、入口

を掘って空気を入れる。夜中に雪で密閉され

てしまっていた。京増が少し気持ち悪そうな

ので外に出す。少しよくなったといい中に入

れるとまた気持ち悪くなって外に出ていく 。

人によって感じ方が違う。座って深呼吸させ

ると直った。もう 1日、雪訓に当てることに

するが、本多が卒論の関係で下山するので雪

訓場を鎌池上の斜面で行うことにする(翌日、

どんな天候でも下山できる、雪訓に適した唯

一の斜面)。雪訓場までは、ラッセルが続く。

途中、コールと部歌の練習をさせる。下りの

斜面で雪崩の危険を感じたため、間隔を開け

て通過する。鎌池に着き、まずは設営。さす

がに 1年も慣れたようである。そしてリーダ

ーを松本に交代し、本多は下山する。その後、

ザイノレワーク、雪崩捜索など、前日までの雪

訓の総復習を行う。

11月 26日雪

下山。

《初冬合宿を振り返って》

予想はしていたが雪が多く、天気も悪かっ

た。そのぶん、ラッセルを始めてとする体力

強化や生活技術習得の面で非常にプラスにな

った。

今回は冬山合宿の北鎌尾根など、積雪期山

行に向けて、通常、定着合宿としているとこ

ろを、毎日撤収、重荷行動、設営を繰り返し

たため、 1年生は一連の流れを体得でき、風

雪のなかで最低限必要な素早い撤収、パッキ

ングや設営を行うことができるようになった。

雪訓時のアイゼン歩行に関してはほぼマス

ターしているが、本番経験が乏しい。昨年と

異なり、今回は新雪が降り続いたため、クラ

ストした斜面がほとんどなく、十分な経験が

できなかった。アイゼントレーニングなどを

行うことはもちろんだが、本番経験が乏しい

ことを十分考慮、して今後の積雪期山行に臨ま

なければならない。

またタイトロープ2種類(大阪式コンテを

除く、クレパス式とガイド式)は状況、条件

によって非常に役立ちもっと用いるべき技術

であると感じ、そのためには今後あらたに積
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極的に学習、練習を行い、身につけるべきで

ある。雪崩捜索に関しては、ビーコン、ゾン

デ (2点ゾンデ法)、スコ ップの 3種の神器に

よりかなり短時間で捜索できる自信がつき、

これも頻繁に訓練するとともに、平行して心

肺蘇生法なと、の救急法も継続的に行っていく

必要がある。

1年がこれからの積雪期山行に向けて、雪

山、冬山の厳しさを感じるこができたことは

大きな収穫になり、技術だけでなく、メンタ

ル面でも非常にプラスになった。(本多記)

-冬山合宿

北鎌尾根~槍ヶ岳~横尾尾根

期日 12月 22日"-'1月5日

メンバー L本多松本深沢佐藤京増

石川

12月 22日 晴~雪七倉~湯俣~硫黄尾根

取付下川原

タクシーが七倉のゲートの到着する。 うっ

すらと雪がある程度だ。いつも通り体操し出

発するが、やはり今合宿は何か特別な気持ち

を持ってしまう。ワカンの必要なく湯俣に着

く。このころから雪が降り始める。湯俣先吊

橋までのトラパースは問題ない。吊橋は板が

外れかけているので慎重に歩く 。左岸を行く

が氷化した斜面があり、 トラパースせず懸垂

25mで、河原に立つ。その先の大高巻きになり

そうな岩場は渡渉する。裸足でアウターを履

き、一気に対岸の雪の河原まで渡り、ザック

の上に乗り、タオルで足を拭く 。切るような

冷たさで顔が真剣になり歯を食いしばる。笑

顔はない。雪が激しいので硫黄尾根取付の河

原で幕営。

12月 23日曇 ~雪 CS"-'P2取付
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「岳人」に載っていたトラパース手前で、右岸

に徒渉する。中東沢は石伝いに渡る。そのあ

と、残置フィックスのあった左岸をーか所ト

ラパースしたのみで、大高巻きになりそうな

ところはすべて渡渉する。ここまでに 6回。

千天吊り橋は崩壊してしまってないが、その

先を石伝いに渡れる。千天出合付近からは右

岸を 3回高巻く 。雪、笹に足を取られやすい。

左岸の P2取付には石伝いに渡るさすがにこ

こまで来ると雪が深い。 しかしあとのパーテ

ィーはトレースを追って素直に 6回も徒渉す

るだろうか。

冬山合宿・独標から槍へ

12月 24日雪~晴 CS"-'P2の肩

~偽P2

ワカンでラ ッセルしなが らの急登。石川

35・、京増 27・。1年のベースが上がらない。

木登り箇所の付近でアイゼンに履き替える。

この急登は細引き 10m、ザイ 50mX2ピッ

チで通過。 P2までの登りは雪と木に足を取

られる。偽WP2直下に細引き 10mを出す。

12月 25日 快晴~雪 CS"-'4・5のコノレ

3・4のコル先のクーロワールは 50mX1 

で左上し、コルに出る。さらに 50mX1で主

稜線に戻る。雪は非常に不安定。P3直下は

もろい岩場になっており細引き 10mを出す。

ここで京増が落石を足に受けるが大事には至



らない。P4手前は小ピークが 3つありすべ

てに 50mザイルを出した。4. 5のコルから

はP8が大きく見えるが、 P6、P7は重な

って見えない。なお今日、単独行の方に抜か

されたが、 OBの方のご、友人で、あった。

12月 26日雪~曇停滞

石川が喉の痛みと鼻水、倦怠感を訴える。

朝から風が強く雪が舞っているため停滞とし、

雪がやんでから松本、佐藤でソレート工作に行

く。

12月 27日 曇~晴 CS'"北鎌のコル

石川の風邪も多少よくなり 36.50C。風は強

いが晴れ間も見える。P5のトラパースは天

上沢側を細引き 10mx 2.50m x 3で5・6の

コルに達する。P6へは千丈沢側のバンド状

の登りに 50mx1でP6に達する。P7へは

小ピークに細引き 10mx 1.50m x 1で達し、

P7の下りは懸垂 25m、50mX1の急下降で

北鎌のコル (7・8のコノレ)に着く 。設営後、

本多、深沢でフィックスをしに行く 。

12月 28日 晴 CS'"独標基部

今日は風が強し、が晴れ間も見える。P8へは

10m X 2.50m X 2。その後、独標基部までは

やせたピークが続き、 50mx3を出す。基部

で3パーティーに抜かれる。早めに幕営し、

松本、佐藤でソレート工作に行く 。

12月29日曇~風雪 CS'"独標"'14・15

のコノレ

早朝はガスと強風のため待機し、日の出と

ともにガスが晴れたので出発する。今日から

中間着にフリース、手にはシルクのインナー

をする。左のルンゼ 50mX1、リッジ 50m

X 1、さらに雪稜を抜けて独標に立つ。ピー

クからはときおり雲の切れ間に念願の槍ヶ岳

冬山合宿・槍ヶ岳山頂

が見える。その後、小ピークはいやらしく、

1年 2人はタイトロープでつねに確保して歩

く。北鎌平を目指すが、予想以上のいやらし

さと、強まる風雪でなかなか着けない。P13 

に50mX1、10mX1を出す。頂上まであと

一歩の 14・15のコルで、幕営する。

12月初日風雪停滞

昨日からの冬型の強まりで今日も地吹雪と

なっている。無理せず停滞にする。京増が熱

っぽく、平熱 35.10Cのところ、 36.50Cある。

26日の石川同様、夜中も薬を飲ませる。

12月 31日 風雪 CS'"槍ヶ岳~肩の小屋

~大喰岳

昨日同様、風雪だが明るくなるとともにや

や弱まり、京増の熱もだいぶよくなったので

槍ヶ岳を越えるべく出発する。北鎌平をすぎ、

左のリッジから登る。下部は 1年 2人をタイ

トロープで確保するがやさしい登りである。

最後のノレンゼ状は 50mX1、10mX1で頂上

の嗣横に出る。念願のピークだが視界はまっ

たく効かず、寒い。他に 2パーティがし、た。

下降は地震のためか曲がった危なつかしい梯

子を下りてから懸垂2ピッチを経て肩小屋に

着く 。冬季小屋のデ、ポを無事に回収し、 OB

の方の差し入れを発見する。大晦日のためか

小屋に人が多く、先を急ぐことにした。大喰
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岳の平坦なピークの風下に設営する。風雪は

かなり強まってきたが、槍ヶ岳を越えられた

ことによりよい年越しになった。

1月 1日風雪停滞

今日も冬型で天気が悪い。風も強く行動でき

そうもないので停滞。寝正月。

1月2日 風雪 CS~天狗のコノレ岩峰下

昨日よりもやや天候がよいので出発。だが

風はかなり強い。素早く横尾尾根に逃げたい

のだが、京増のベースが遅い。 目出帽をして

いてもまっ毛、まぶたが凍りつく 。視界も悪

く、中岳のあたりは要注意である。横尾尾根

との分岐はわかりにくく雪庇も発達している。

偵察時にはあった道しるべもなくなっている。

このころからいっそうホワイトアウトになり、

岩以外は区別がつかない。ザイルで少し下降、

雪崩の危険はないと判断し、主稜線から 50

mX3ザイルを張る。その後のミックス箇所

は1年 2人をタイトロープで確保する。平坦

地に出て、視界がいっこうによくならないの

で雪崩の危険のない、岩峰下に幕営する。佐

藤、石川が右目の下を黒くしたのでヒノレドイ

ドを塗る。 1年2人は連日の風雪行動の疲れ

で元気がない。

1月3日風雪停滞

朝から風雪が強く、視界はない。横尾の歯

を越えるのは厳しいと判断し、停滞。14時す

ぎに視界がきき、ルート、方角、雪崩の危険

を頭に入れる。

1月4日 雪~晴 CS~横尾の歯~P3

移動性高気圧が来ているが、朝は風雪がまだ

強く、様子を見て出発する。雪崩危険箇所が

あるのだが、京増のペースは遅い。 しばし休

ませるが強風のため止まっていられないので、
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タイトロープで確保して進む。横尾の歯 (p

8~P 7)は 50mX1で通過。両側が切れ落

ちている。このころから風も弱まる。 P4の

下り、 P3のリッジは残置フィックスで慎重

に行く 。

1月5日 快晴 CS~横尾~釜トンネルゲ、

ート

7日ぶりに満点の星空の下撤収する。無風

快晴。気持ちを表しているようで、清々しい

気分になる。P3の下りはタイトロープで確

保する。そのあとは尾根状を忠実に尾根の首

までラッセノレする。尾根の首から横尾までは

5分ほど。ここで、ガチャ類をすべて外す。誰

もいない静寂だがトレースはあった。雪べっ

たりの前東、北尾根、明神岳を眺めながら歩

く。沢筋から釜トンネノレまでの道は陽光肱し

く、想いが巡る。ところどころ凍りついた釜

トンネルを抜け、ゲートで握手を交わし、合

宿を終える。

《冬合宿を振り返って》

年間目標として掲げ、取り組んできた計画

が終了した。既成のルートであるが、経験、

技術のないなりにこだわりを持って、山域、

/レートを決め、偵察、研究、訓練に取り組み、

本番で計画どおりに遂行できた。単純にルー

トに挑むよりも時間、労力がかかるが、充実

感、達成感が大きく、このような学生ならで

はともいえる計画からは多くのことを学ぶこ

とができた。また一緒にっくりあげ、助け合

ってきた仲間はかけがえのないものだ。

今後は深沢以下が試行錯誤し、自分に正直

に山に取り組んでほしい。実際やるのは自分

たちなのだから、自信を持って、もちろん慎

重に、道の決定をしてもらいたい。細かい反

省点はたくさんある。今合宿の成功はもう過

去のものとしてスタートしてほしい。



-二月合宿

八ヶ岳

期日 2月 10日"-'16日

メンバー L深沢、 SL松本OB、佐藤O

B 、石川

《前半縦走》

2月 10日 曇~晴 ピラ タスロープウェイ

山麓駅→麦草峠→白駒峠先

終始、単調な樹林帯の上り下りの繰り返し

が続く 。白駒峠先に平らな所を見つけ、テン

トを張る。

2月 11日 雪 CS  →天狗岳→夏沢峠

細かい雪が降っている中を行く。 稜線に出る

と風がかなり強くなる。天気が徐々に悪化し

てきたので、夏沢峠に幕営する。

2月 12日 曇~雪 CS  →硫黄岳→赤岳鉱

泉BC

硫黄岳への登りの樹林帯は昨日の雪が積も

っており、ラ ッセルを強いられる。赤岳鉱泉

に入札設営後、石川のザイルワークを見る。

《赤岳定着》

2月 13日 曇~雪 BC→硫黄岳→横岳→

BC 

佐藤が風邪で熱があり、テントキーパーと

する。周遊を行う。次第に天気が悪化してき

たため、予定を変更し地蔵尾根を下降する。

2月 14日 晴 BC→阿弥陀岳北稜→赤岳

→ BC 

北稜の下部からラッセルをして進んでいく 。

阿弥陀岳から赤岳、地蔵尾根を経由してBC

に戻る。

2月 15日 晴 BC→赤岳主稜→赤岳北峰

→ BC 

今合宿いちばんの好天で、風もない。 8P

で赤岳北峰に着く 。帰幕後、赤岳鉱泉に定着

合宿していた一橋大、千葉大と合同でツェル

ト搬出訓練を行う。

2月 16日 晴 BC  →ジョウゴ沢→BC→ 

美濃戸口

今日も快晴。ジョウゴ沢でトップロープを

交え、アイスクライミングを行う。BCに戻

り、美濃戸口に下山する。

《最後に》

今回の合宿は新メンバーとして行う最初の

合宿で、あった。実際には深沢、石川しか参加

できず、松本、佐藤両氏に参加してもらった。

これからは部員の少ない現状を憂えることな

く、残されたメンバーで、やってし、く気持ちが

大事だと思う。(深沢・記)

-春山合宿

南アルプス南部

期日 3月 8日"-'9日

メンバー L深沢 SL佐藤OB 石川

2月8日 曇~晴田代入口→転付峠→二軒

小屋

雪はほとんどない。転付峠への登りはきつ

い。二軒小屋の冬季開放小屋に入札食事を

作ろうとしたときに米がないことに気づき、

全員樗然とする。夜、全員で話し合い、下山

することに決定する。

2月 9日 曇~雪~雨 CS  →転付峠→田代

入口

昨日下った転付峠からの道を登り返す。皆、

心なしか元気がない。雪が降り始め、途中か
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ら雨に変わる。我々の気持ちを象徴するよう

な雨である。

《春山合宿を振り返って》

今回の合宿は初歩的なミスで敗退してしま

った。このミスは単に米を忘れたということ

だけでなく、部全体の問題やメンバーの意識

など根本的なことを徹底的に話し合う機会を

与えたと思う。

話し合いの末、ふたたび入山しないことに

決定した理由は、もう 一度同じところに行く

とどうしても山行に身が入らず、危険を招き

やすい。そして一度失敗したということで、

心理的に失敗できないというプレッシャーと

なり、無理をして事故のもとになる。以上理

由から再入山しないことに決めた。(深沢・

記)

-個人山行

・奥多摩大丹波川真名井沢

5月 13日 L深沢佐藤小林森田

・丹沢四十八瀬川勘七の沢

5月 23日 L本多松本京増川元

・谷川岳ーの倉沢

5月 23 日 L斉藤OB SL宇田川 OB

深沢千葉OB

-奥多摩多摩川水根沢

5月 31日 L松本小 林 京 増 石 川 奥

村

-奥多摩笛吹川鶏冠谷右俣

6月4日 L小林深沢

-丹沢玄倉川小川谷廊下

L岡田 OB 佐藤深沢高橋OB夫妻

大谷OB

-北アルプス 上ノ廊下川(増水のため敗退)

8月 13日 L深沢佐藤石川|

-巻畑山 登 川 米 子沢
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8月 23日 L深沢佐藤石川京増

・奥秩父小川山 フリークライミング

8月 25日""'28日 L松本宇田川OB

-北海道 クワウンナイ川遡行&大雪山縦走

(旭岳温泉~旭岳~層雲峡)

9月4日""'8日 L深沢松本石川京増

・奥多摩 笛吹川| 釜ノ沢(雨天敗退)

9月 26日 L本多松本深沢京増岡

田OB 鈴木O G

-八ヶ岳 クライミング

2月 28日""'3月 1日 L本多深沢

-岩登りトレーニング

日和田山 3回

三ツ峠 3回

越沢パットレス 1回

パンプ2号 4回

船橋ロッキー 3回

大倉尾根

-その他

普通救命講習会

監督会議

天幕懇親会(奥多摩氷川キャンプ場)

初夏合宿・雪訓にて。

1年はジッヘノレで、顔に傷を負わないよう目出

帽を使用。

独標にて。雲聞から槍の穂先がのぞく 。

14・15のコルにて。荒ぶる風のなかで設営。

飛騨側からの風に右頬がやける。



初冬合宿・雪洞の中で(平成 10年・1998)

2月合宿・池山吊尾根~北岳(平成 10年・1999)

池山吊尾根~北岳(平成 10年・1999)
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桜門山岳会

平成 10年度の回顧

平成 10年度理事長山本晃弘

大きな行事のある年度でもありませんでし

たので、大過なくと言いたいところでありま

すが、現役学生の減少問題、日本山岳会青年

部カンチェ遭難事故、根津会員の遭難等々、

その他、大小様々な問題に追われ、またたく

内に一年が経過してしまいました。

年度の始まりには、山岳部部室のある八幡

山から、稲城市日大グラウンドへの移転問題

がありました。これは都心よりかなり遠方に

なるということで、新入生の部への定着が懸

念されましたが、大学当局体育会の意向に基

づいて、環境のよい日大グラウンドに移転す

ることとし、日IJ途に都心での集会場所を考え

ておりました。しかし今年3月に入り入り、

平山部長の御尽力より、理工学部に一室をお

借りすることができることになり、学生、コ

ーチの部活動に大いに利用させていただける

ことになり、ひとまず安堵した次第でありま

す。

学生の部活動については若干の退部者も出

て、冬合宿は 6名で行われましたが、厳冬期

の北鎌尾根末端より槍ヶ岳を越えて横尾尾根

を下るという、厳しい風雪の中での成功は、

最近の学生の冬山登山の中では、十分立派な

山行で、あったと思います。またそこまでの一

年間の部活動の努力を評価してやりたいと思

っております。しかし乍ら、 3名の卒業生が

出ます平成 11年度の山岳部活動は、監督、

コーチ、リーダ一、皆さんの大変な御協力を
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得なければなりません。特にチーフリーダー

深沢君をはしりとして、部員のファイトに期

待します。

日本山岳会学生部、青年部の海外登山に、

最近は当会若年会員、学生の参加が少なく残

念に思っておりましたが、昨年は日本山岳会

青年部カンチェンジュンガ登山隊に、山本茂

久氏が参加されました。その後登山隊遭難の

一報が入りましたときは大変心配したもので

ありますが、幸いにも当人は二次アタック隊

で難を免れ、救助活動にも奮闘され無事帰国

されて、関係者一岡本当に安堵いたしました。

山本茂久氏にはヘッドコーチとして今後この

貴重な経験を生かして、他大学との交流も含

めて学生の指導を戴けるものときたいしてお

ります。なお登頂後、無念の遭難死された他

大学隊員の御冥福を心からお祈り申し上げま

す。

ガッシャ ブソレムのシルバータートル隊に

参加され無事登頂を果たし、他の当会隊員諸

氏と無事帰国された喜びも束の問、巻機山で

遭難死された根津会員の事故は、経験豊富な

中高年 OB会員の比較的容易な山での事故と

いうことで、我々会員を大変驚かせもしまし

た。深い悲しみの中、我々は単独行登山、高

齢化と反射神経、大きな登山の後のリアクシ

ョン等々多くの問題を考えさせられました。

故人の冥福を祈ると共に、根津会員の死を無

駄にせぬよう、尚一層高齢化して参りました

会員諸氏の安全登山を願うものであります。

発行の送れていました住所録については、

鈴木(快)会員及び関係皆様の御協力によって

2月末に完成、過日総会案内と同封、発送さ

せていただきました。



引き続き鈴木会員には大変御苦労をおかけ

致しますが、会報 33号の次年度内発行に向

けて作業を進めていただいております。関係

各位には重ねて御協力の程お願い申し上げま

す。

1995年のエベレスト北東稜登山のような

大きな行事のあとは、会の活動が比較的に停

滞しがちであると言われておりますが、次の

時代への繋ぎ役として理事長を引き受けまし

てから 3年、はたしてそのことがどれだけで

きたか考えますと住促たるものがあります。

しかし乍ら何とか在任中、学生の遭難事故も

なく次代の人へとバトンタッチができるよう

であり、ホッとしているところであります。

平成 11年度は新会長、新理事長のもとに発

足する新しい理事会に大いなる期待を寄せる

ものであります。

在任中は多くの先輩、後輩の皆様の暖かい

御理解と御支援によって何とか任期 3年を過

させていただきました。紙面を借りて厚く御

礼申し上げます。

特に理事会活動を通じては、多くの後輩諸

氏に御苦労をかけましたが、この間皆様の素

晴らしい人柄に触れ乍らやって来ましたこと、

そしてまた力不足の理事長を支えていただき

ましたこと、あわせて御礼申し上げ、今後と

も終生変わらぬ御交誼の程お願い申し上げま

す。

終わりになりましたが、会員皆様の御健勝

を祈念して回顧とご挨拶を終わります。
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日本大学山岳部

平成 11年度 (1999年 4月

"-'2000年 3月)

部長 平山善吉

監督 神崎忠男

コーチ 山本茂久

主将 深沢智徳

部員 4年 CL深沢智徳

3年 SL小林州行

2年石川重樹、京増朋子

1年加 納 鳥居創太原津修

部室 〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台 I・M・1

日本大学理工学部内平山研究室

平成 11年度活動報告

チーフリー ダ ー 深 沢 智 徳

平成 11年度の冬山合宿後、 4年生 3名が引

退し、平成 12年度の新体制は4名でスター

トした。チーフリーダーは4年の深沢、サブ

リーダーは 3年の小林が務め、 1年生は石川、

京増の 2名、計4人体制である。

年間の活動目標として、冬山合宿での白山、

そしてその延長線として海外登山、特にメ

ラ・ピークの登頂を掲げた。結果から先に言

ってしまえば、メラ・ピークは新 1年生を含

めたメ ンバーで登頂を果たすことができた。

だが、冬山合宿での白山という目標は果た

せなかった。このことは無念の一言に尽きる。

私にとって白山は、私が 1年生時に冬山合

宿として登頂した思い入れの深い山で、私の

心には、チーフリーダーとして登りたいとい

う思いがいつしか沸いていた。そしてもう 一

つの目標、メラ・ピークについては調べるに

つれ、どちらの山もまず技術的なものより、

体力が要求される山だという認識を強く持っ

た。

この共通点をもとに、私は次の 2つの目標

を掲げ、目標を達成できると考えた。まず年

間の合宿を通して体力、技術向上に励み、国

内での総仕上げという位置づけで冬山合宿を

白山で行う。そして、その延長線上としてメ

ラ・ピーク登頂を目指す。

そのような青写真を描き、新体制をスター

トさせた。

だが新体制に移行し、いざ合宿を行うにあ

たり、問題はいくつかあった。実際に合宿に

参加できるメンバーは 2名しかおらず、 OB

の力を借りて合宿を行わざるをえなかった。

そのため 2月合宿、春山合宿にはOBに参加

してもらい、合宿を行った。

2月合宿は八ヶ岳で、北八ヶ岳からの縦走

と赤岳鉱泉定着での登筆、アイスクライミ ン

グを行った。この合宿では上級生となるメン

バーの登肇技術の向上を第一に考えた。

春山合宿は南アルプス縦走を計画したが、

初歩的なミスで食料の米を忘れ、わずか2日

で、終わってしまった。その後、再入山するか

どうかで部員で話し合った末、再入山しない

ことにした。初歩的なミスで、上級生の体力、

技術向上にとって大事な時期を潰してしまっ
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たことは、今でも非常に悔やまれる。 しかし

結果として、部員全員で問題を話し合った

ことは、その後の我々にとってプラスになっ

たのではなし、かと思っている。

その後、新人勧誘に至るのだが、今年はネ

ノミールで、海外登山をすることを全面に掲げ、

その結果、 3名が入部した。その後、初夏合

宿後に 1名が入部したが、夏山合宿を経て、

辞めてしまい、最終的に生物資源科学部(旧

農獣医学部)の 3名が残った。

私にとって、また部にとっても、部員の大

量確保、入部した 1年生を維持していくこと

は果たさなければならない目標であった。そ

のためには、技術的なレベルの低下も厭わず

に部員を残そうとすることも一つの方法であ

るが、今年、新 1年生を含めた海外登山を目

標にしている我々にとって、その両立は不可

能で、あった。

その板挟みの中で我々は一つの結論を下し

た。それは海外登山を目標とするにあたり、

従来と同様の強化体制を選択することで、あっ

た。初夏、夏山、初冬と合宿を行い、冬山合

宿を一つの頂点と定め、強化していく体制で

ある。

五月山行は冬山合宿を考えた結果、白山に

行くことにし、新 1年生の 1名を連れていっ

た。この山行ではOBは参加せず、新 1年生

を連れていくことで、いちばん初歩的なルー

トになったが、概念把握という目的は果たせ

たと思う o

初夏合宿は、前述した方針をもとに、従来

と同様の内容を行った。今年は横尾定着とし

、体力強化色の強い内容とした。後半分散は、

上級生の登筆力向上のための潤沢定着の登

撃隊と、 1年生と槍ヶ岳に行く隊に分かれて

行った。

夏山合宿は、 3年ぶりの内蔵助定着で、行っ

た。久しぶりの内蔵助ということもあり、多
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くのOBの方々が参加した。しかし、合宿中

に2年生が 2人ともケガをする事態が起き、

満足する結果を得られずに下山した。後半分

散もそのことを受けて計画を変更した。また

今後の活動方針を再検討し、白山、メラ・ピ

ークのどちらも目指すのではなく、今後はメ

ラ・ピークに目標を絞っていくことにし、そ

のために合宿を組んでいくことに方針を変更

した。

9月には、学生部が中心の中国雪宝頂登山

隊に、我が部から松本OBと2年生の石川が

参加した。松本OBが登頂し、登山隊は無事

帰国した。

秋山山行は、白山と静岡・城山でのクライ

ミングの 2隊に分かれて行った。

初冬合宿は、 一昨年、昨年同様、八方尾根

で、行った。当初の計画では、五竜岳を経て、

遠見尾根から下山する計画であったが、大量

降雪のために実行できなかった。

だが、今年も昨年同様、大量降雪の中での

ラッセル、除雪、生活技術等、冬山を前に十

分な訓練ができた。ただ、例年、同時期に行

っていた富士山合宿のようにアイゼンでの歩

行訓練ができなかったので、来年以降は最終

目標に合わせ、初冬合宿を八方尾根か富士山

か、その特色を考えつつ、工夫して選んで、い

ってはどうかと思う。

そして冬山合宿であるが、方針変換により、

あくまでも訓練という位置づけで、行った。

そのため、南アルプスの長期縦走を計画。ま

た部員の都合もあって、参加者が深沢、石川

1年生3名という構成で、あったため、千葉

OB  に参加lt、ただいた。

合宿は天候をはじめ、かなり恵まれた山行

だった。雪が少ないのは予想できたが、終始

トレースがあり、 3000mの稜線上で、も風がな

い日がほとんどであったのは予想外だった。

そのため日程を 1日短縮して合宿を終えた。



冬山合宿後は、ただひたすらメラ・ピーク

合宿の準備に遁進した。海外登山の経験豊富

なコーチ、 OBの方々の協力もあり、準備は

着実に進んだ。そして 2月 15日。我が登山

隊は日本を発ち、 3月5日、我々はあこがれ

のメラ・ピークの山頂に立つことができた。

このことは、メンバ一一人ひとりの胸に一生

涯忘れ得ぬ思い出になったであろう。ここで

あらためて、募金していただいた多くの方々、

協力していただいた多くの方々に感謝の意を

伝えたい。今度は私がこの感謝の思いを胸に、

今後の部の活動に微力ながらも協力してい

きたい。

最後になったが、私がこの 1年 3カ月間を

チーフリーダーの役割をやり遂げ、なおかつ

メラ・ピークを登頂できたことは、部長、監

督、コーチをはじめとする OB、OGの諸先

輩方のご支援のお陰であると思う。本当に感

謝の言葉は尽きない。

そして私についてきて、支えてくれたメンバ

一一人ひとりにも感謝したい。本当にあり

がとうございました。

平成 11年度コーチ会報告

ヘッドコーチ山本茂久

2人いた 4年生が抜け、 2年の時から CL

になることを約束されていた深沢がとうとう

CLの座に就いて始まった今年度は、やや苦

しいスター卜を切った。4年 1人、 3年 1人、

2年 2人、 1年 3人という人数構成は悪くな

いものの、ベストの状態で合宿に入れる上級

生が少なく、 1年を通してメンバー的に苦し

い計画が多かった。 しかし、このような状況

の中で、深沢が春山合宿でのメラピーク登山

を打ち出したことは素晴らしいことだった。

実際、強力とは言い難いリーダー会にとって

海外の山を目指すことが大きな負担になり、

うまくし、かないのでは、という疑問があり、

当初コーチ会でもこの計画の是非をめぐって

意見が分かれることもあった。 しかし、深沢

自身の「是非、自分たちだけで行きたしリと

いう強い意思を買って、学生主体で行くとい

う計画を後押しすることにしたのだった。

各合宿は全てメラピークを念頭に置き、基

本的な内容の計画を行なったが、あまりうま

くし、かないことが多かった。1年生は非常に

意欲的で、与えられた範囲の中で良く頑張っ

ているのだけれど、 2年生以上のメンバーの

問で意識がうまく噛合っていないように感じ

ることが多かった。夏から冬にかけてのこの

ような状況から、結局、メラピークへ神崎監

督、松本コーチの参加をお願いすることにし

た。コーチ会の中の若いメンバー達からの叱

日宅激励があったからか、冬山の前あたりから

やっとメラピークに向けての意識の高まりの

ようなものが感じられるようになった。その

結果、冬山を完壁にこなし、良い雰囲気で出

発することが出来た。面倒くさく、大変なこ

との積み重ねが、その分だけ素晴らしい経験

になることを実感したと思う。

今回の計画は、当初意図した「学生主体」

という方向からは外れてしまったかもしれな

い。常々「コーチ会とは単に遭難救助の組織

である」と考え、学生の計画の方向性に対し

て首を挟むべきではないと思っていたのだが、

逆の方向に進んでしまったのが残念だ、った。

学生がやりたいことと、出来ることのぎりぎ

りの接点を確実に把握することがコーチ会の

使命だと思う。今後、学生、コーチお互いが

納得できる計画を出す為には、予防も含めた

遭難救助隊としてのコーチ会の実力をもっと

上げる必要があるだろ う。
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記録

.5月山行

白山縦走

期 日 5月 1日"'"'2日

メンバー L深沢、 SL石川、鳥居

5月 1日晴別当出合→室堂

急、登の連続で、弥陀ヶ原へ至る。弥陀ヶ原は

広く、悪天だといかにも迷いそうだ。室堂に

着くと、神社は雪に埋まっていた。室堂でテ

ントを張る。

5月2日暗室堂→御前峰→別当出合

山頂への登りは問題なさそうなので鳥居も連

れて行く 。その後、室堂に戻り、別当出合に

下山する。

(( 5月山行を振り返って》

春山合宿の敗退以後、我々メンバーは多く

の時間をさき、反省はもちろんのこと、様々

な問題点、今後の方針などを話し合った。今

回の山行は、新メンバーだけの力で、そして

冬山合宿での目標である白山へ向かうという

目的をもって計画した。その結果、もっとも

ノーマルなノレートになったが、新一年生の鳥

居を加えることで、上級生には指導的役割も

同時に問われ、今後のメンバーシップ育成に

は役立つ結果になった。そして何より 一年生

には山の楽しさを知ってもらいたいという思

いがあり、その点では十分目的は果たせたの

ではないかと思っている。

(深沢・記)
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-初夏合宿

穂高連峰・横尾定着

期日 6月 18日"'"'21日

メンバー L深沢、 SL小林、石川|、京増、

鳥居、原津、加納

《定着合宿》

6月 18日雨上高地→横尾B C

小雨のなか、横尾に向かう。天幕設営後、深

沢と石川で雪訓場の偵察へ行く 。

6月 19日 雨~曇 BC→蝶ヶ岳→B C

朝、雨が降っていたが、しばらく待機すると

やんでくる。蝶ヶ岳を往復して B Cに戻る。

山頂はガスに包まれ、何も見えなかった。

6月 20日雨~晴雪渓訓練

朝、澗沢方面は濃いガスに覆われ、 B Cでも

時々雨が降るので出発を遅らせる。潤沢まで

行く聞に晴れ間が出てくる。雪訓中は快晴。

歩行訓練は無難に終わるが、ジッヘルが皆で

きず、時間がかかる。グリセードはやり方を

教え、澗沢に帰る途中に交えながら行う。

6月 21日 晴 BC→奥穂高岳→BC

白出しのコルへの雪渓の登りで 1年生が遅れ

る。山頂についた時にはガスが出始める。白

出しのコルから掴沢まで直下降とグリセード

の訓練をしながら下る。

《後半分散合宿》

1.横尾→槍ヶ岳→上高地

期日 6月 22日晴~曇

メンバー L深沢、 SL石J11、原津、加納、

鳥居

加納は体調が悪いため、テントキーパーと

する。横尾から槍ヶ岳を往復する。 1年生は

雪渓になると、途端にベースが落ちる。槍沢



の雪渓の下りでは、 1年生も問題なく直下降、

グリセードをこなしている。横尾に着き、急

いで撤収し、上高地に下山する。

2.潤沢定着登挙

期 日 6月 22日'-"""24日

メンバー L小林 SL佐藤OB 京増

6月 22日 晴~曇横尾→澗沢→北穂東稜

→澗沢

横尾から澗沢へ移動する。京増は体調が悪

いためテントキーパーとする。小林と佐藤で

北穂東稜の登馨へ行く。

6月 23日 晴→曇澗沢→前穂北尾根→澗

沢

W峰の登りは地震の影響か、かなり崩れて

いてルーファイに苦労する。その先もがれが

れである。奥穂、を通り、白出しのコルから雪

渓を下りて、潤沢に着く 。

6月 24日雨澗沢→上高地

雨の中、上高地に下山する。

《初夏合宿を振り返って》

今回の初夏合宿は、今年度の目標である海

外登山へ向けての体力強化に重点を置いて行

った。 3年ぶりの横尾での定着もその一環で

あり、新 1年生に対しても体力的に厳しさを

要求した合宿だった。ただし厳しさのなかに

も、 1年生に山の楽しさを伝えようと、後半

は槍ヶ岳往復を加えた形式をとった。また通

常の雪上訓練中心の定着合宿のみでは、上級

生の登撃力向上の要素が足りないため、後半

分散として、上級生で澗沢定着の分散登撃を

行った。最初の 2日雨に降られたものの、梅

雨時にもかかわらず、それ以降は晴天に恵ま

れ、全行程を消化できたことはよかった。期

聞は短かったが、内容の濃い合宿ができたと

思う。 l年生は、上級生に負けない食欲さが

あり、頑張っていたのが印象深かった。

(深沢・記)

-夏山合宿

北アルプス立山東面内蔵助谷左俣定着

期日 7月 30日'-"""8月 7日

メンバー L深沢、 SL小林、石川、京増、

原津、加納、鳥居、山口

OB宇田川、村田、千葉、松本、

OB佐藤

《前半分散合宿》

1.大日隊

期日 7月 30日'-"""8月 1日

メンバー L小林、 SL京増、加納、鳥居

7月 30日 晴称名平→大日小屋

ひたすら急登。加納も鳥居も交互にばてる。

日射が強かったので、水を大量に飲ませる。

18時を過ぎても着かないので、加納の荷を抜

く。

7月 31日 晴大日小屋→奥大日岳→雷鳥

沢

朝から加納が下痢ぎみ。ゆっくりではある

が歩けるので、薬を飲ませ行動する。早く着

いたので 1年生と京増のザイノレワークを見る。

8月 1日 晴 CS →別山乗越→内蔵助 BC

内蔵助カールまでは 1年生も立ち止まるこ

となく順調に進む。ゴ、ノレジュの下降に時間が

かかった。

2. 歩荷隊

期 日 7月 31日'-"""8月 1日

メンバー L深沢、 SL石)11、原津、山口

OB宇田川、佐藤
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7月 31日 晴室堂→内蔵助山荘

深沢、石川は 65kg、 1年生は 37kg。ボッ

カ道を行き、内蔵助山荘へ行く 。宇田川OB、

佐藤 OBは先に行き、ゴ‘/レジュの偵察に向か

う。ゴ‘/レジュは問題なく、内蔵助に定着する

ことに決める。

8月 1日 晴内蔵助山荘→内蔵助 BC

ゴ、ルジュのフィックス工作を深沢、石川、

宇田川 OBで行う。フィックス工作中に石川

が転び、足首を痛める。カールで、大日隊と合

流し、ゴ‘ルジュを下降する。

《定着合宿》

8月2日晴天幕整理

小林と宇田川 OBで三本歯のコルへの偵察

に行く 。その他のメンバーは天幕整理を行う。

8月3日晴雪渓訓練

内蔵助カールで、雪訓。カールまでダッシュ

する。雪訓では 1年の歩行、 ジッヘル、グリ

セードの訓練を行い、京増のザイノレワークを

見る。ケガをした石川はテントキーパーとす

る。

8月4日晴 雪渓訓練

石川は、佐藤 OBとともに室堂に下山する。

雪訓では 1年生のザイノレワークを見る。でき

る者とできない者とがはっきり分かれる。

8月5日曇分散登馨

①.枝稜右 (L深沢、京増、鳥居、加納、山

口、宇田川 OB)

②.中央山稜主稜 (L小林、原津、松本 OB)

それぞれー尾根、二尾根登撃の予定で出発

するが、稜線近くにガスが出ているため、予

定を変更する。とも時間がかかりすぎて、富

士ノ折立の到着が遅れる。内蔵助カールで、京
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増がグリセードに失敗し、腕を打撲するが、

BCまで下りてくる。

8月6日晴~雨~晴分散登撃

分散登肇2日目は予定を変更し、全員で雄

山往復を行う。京増は宇田川 OBの付き添い

で室堂に下山する。最低コノレまではダッ、ンュ

で行き、雄山までの道も飛ばして行く 。雄山

に着くころには、あたりがガスで覆われる。

雨が降る中、深沢と小林でゴ、/レジュのフィッ

クスの回収を行う。

8月 7日晴下山

計画より 1日早い下山。道はヤブが多く歩

きにくい。全員重荷で進みが遅い。最後のダ

ムへの登りで、山口がパテるが一気に歩かせ

る。

《後半分散》

北アルプス縦走(黒部ダム~白馬岳~親不知)

期 日 8月 16日"-'23日

メンバー L深沢、 SL小林、京増、原津、

加納

8月 16日 曇黒部ダム→内蔵助平→真砂

沢

扇沢ではかなり雨が降っていたが、 トロリ

ーパスでダムに出ると雨はやんでいた。内蔵

助平手前で道を間違え、約 1時間をロスして

しまう。

8月 17日 雨~曇~晴 CS→仙人池→阿

曽原温泉

仙人池までは急登だが、いいベースで行く。

阿曽原温泉に着くと、温泉に入り汗を流す。

8月 18日 晴 CS →棒平→祖母谷温泉

水平歩道は文字通り平らで快調に進む。途

中、何カ所か岩をくりぬいた道があり、スリ

ルを味わう。棒平で下界を感じ、さらに先の



祖母谷温泉へ向かう。

8月 19日晴停滞

京増の体調が悪く、停滞とする。

8月 20日 晴~雨 CS  →不帰岳避難小屋

樹林帯の急登もそれほどでもなく、随分早

く避難小屋に着いたが、京増の体調を完全に

回復させるため、行動を打ち切る。

8月 21日 晴~曇 CS  →白馬岳→雪倉岳

避難小屋

予定より先に延ばし、雪倉岳避難小屋へ行

くことにする。白馬岳に近づくころからガス

が出始め、頂上に着いても眺めはきかない。

雪倉岳避難小屋は水場がないとのことだ、った

ので、水袋に水を入れて持って行ったが、水

場があった。

8月 22日 雨~曇 CS→朝日岳→栂海山

荘

長い行動予定なので早く出発。小雨降る中、

行動する。稜線上は風が強い。朝日岳に着い

たものの、ガスの中。犬ヶ岳手前で雨が止ん

でくる。これで日程を 1日短縮することがで

きた。

8月 23日 晴 CS  →白鳥山→親不知

白鳥山までは上り下りが続く 。白鳥山山頂

からの日本海の眺めはすばらしい。その後、

日本海を目指して下る。親不知に着き、その

まま海岸に下りて、山行を終える。

《夏合宿を振り返って》

この夏山合宿は、冬山合宿、メラ・ピーク

合宿へ向けて重要な意味を持つ合宿だ、った。

その意識の徹底が不十分だったのか、 2年生

が2人ともケガをしてしまい、分散登撃の内

容に変更を迫まられ、かつ 1日早く下山する

ことになった。今回のケガは、単なる個人的

な技術不足の一言では終わらないと思う。そ

の原因を我々はより深く掘り下げ、反省し、

今後の対策を含めて話し合った。冬山合宿、

メラ・ピーク合宿までに残された時間は少な

い。今回の現状を踏まえ、我々は今後の方針

を再構築するにいたった。後半分散も計画を

変更し、長期の縦走を行った。

(深沢・記)

-秋山山行

1.白山

期日 10月 30日"'11月 1日

メンバー L深沢、 SL京増、加納、原津

10月 30日 晴平瀬→大白川避難小屋

林道のアスフアルトをプラブーツで歩くの

で、足が痛い。途中、白山の上部が白く見え

る。どうやら雪があるようだ。大白川避難小

屋の脇にテントを張る。

10月 31日 晴 C S  →室堂→御前峰→南竜

ヶ馬場

大倉尾根の急登をひたすら登る。主稜線分

岐の手前から雪が出てくる。室堂に着くと人

の多さに驚く 。山頂にも人が多い。南竜ヶ馬

場へ下ると雪がなくなり、夏道となる。

11月 1日 雨時々曇 CS  →御舎利山→市

ノ瀬

夜から雨が降りだし、風も強い。視界も悪

く、出発を遅らせる。千振尾根をひたすら下

り、市ノ瀬に着く 。濡れた体をすぐ近くの白

山温泉で温める。
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2. 静岡・城山

期日 10月初日 "'31日

メンバー L小林、 SL石川、鳥居

OB千葉、松本

2臼問、城山においてフリークライミング

を行う。

-初冬合宿

北アルプス唐松岳八方尾根

期日 11月 27日'"12月2日

メンバー L深沢、 SL小林、石川、鳥居、

原津、加納、 OB斎藤、松本

11月 27日 晴~曇黒菱平手前→八方池B

C 

天気は晴れだが、冷たい風が吹き、とても

寒い。 BCまで 1、2年生をせかして登る。

到着後、小林と石川で雪訓場へ偵察に行く。

その他のメンバーは、 BC近くでビーコン捜

索訓練を行う。

11月28日 雪停滞

西高東低の冬型の気圧配置が決まり、昨晩か

ら雪が降り続く。一日中雪が降り停滞とする。

除雪を 4回、夜にも 1回行う。

11月 29日 雪 BC→下樺尾根分岐→八方

池雪司iI場→BC

今日も雪が降っているが、昨日より小降り

である。大量に積もった雪をラッセルして進

む。下樺尾根分岐まで行くが、扇雪渓まで行

き、雪訓するのは時間的に無理と判断し、 B

Cへ向かう。八方池の近くの斜面で雪訓。歩

行訓練を行う。

11月初日 雪 BC→扇雪渓CS

BCを撤収し、扇雪渓へ向かう。重荷での
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深い雪のラッセルに苦戦する。扇雪渓の手前

にテントを張る。撤収も設営も遅い。天気が

悪く、雪訓は明日行うことにする。上級生で

石川のザイルワークを見る。

12月 1日 晴~曇 CS →丸山ケノレン手前

2361→八方池CS 雪渓訓練

テントを撤収し、ラッセル訓練を兼ねて丸

山ケルンを目指す。時間が厳しくなったので、

236 1地点まで行き、八方池へ下降する。

八方池にテントを張り、近くの斜面で雪訓を

行う。 1年と 2年のザイルワークを見る。

12月2日 雪 CS →黒菱平で雪訓→下山

連日の雪も風でだいぶ飛ばされ、それほどの

ラッセルを強いられず進む。黒菱平のリフト

乗り場の付近で雪訓を行う。ビーコン捜索訓

練と 1年のザイルワークを見る。終了後、リ

フ トとゴンドラを乗り継ぎ、下山する。

《初冬合宿を振り返って》

今回の初冬合宿は、大量降雪の影響があり、

計画していた五竜岳、遠見尾根への縦走は

できなかったが、冬山を前に貴重な訓練がで

きた。八方尾根で、合宿を行って今回で 3年目

だが、昨年、今年と大量降雪の中で、行ってみ

て、八方尾根はプレ冬山の訓練の場として貴

重であると思う。今回もラッセノレ、除雪、生

活技術等、冬山を前にして十分な訓練ができ

た。ただ、富士山合宿でのようなアイゼンで

の歩行訓練ができなかったことが悔やまれる。

(深沢・記)



-冬山合宿

南アルプス北部縦走

期 日 12月 25日'"'-'12月 30日

メンバー L深沢、 SL石川、鳥居、原津、

加納、 OB千葉

12月 25日曇時々晴戸台→北沢峠→仙丈

3合目

川原をもくもくと歩き、八丁坂を登り、北

沢峠へ。さらに先へ進み、仙丈岳を目指す。

三合目でテントを張る。雪は少ない。

12月 26日晴~雪 CS→fLlJ丈岳→2755

手前

朝から晴れで風もなかったが、小仙丈岳の

手前からガスに包まれ、風も強くなる。仙丈

岳周辺の細い稜線は雪が少なく、ザイルなし

で行ける。大仙丈岳から樹林帯まで、強風の

中、耐風姿勢を交えながら進む。石川|と原津

が顔に軽い凍傷を負う。

12月27日 晴 CS  →野呂川越→2699手前

ラッセルするほど雪はなく、つい最近のト

レースが残っている。野呂川越から明日のた

めにさらに先に行く 。森林限界の手前の 2699

手前にて幕営。

12月 28日 晴 CS  →三峰岳→新蛇抜山手

前コノレCS

稜線に出ても風は強くない。三峰岳手前の

小岩峰は、問題なく通過できる。熊熊ノ平か

ら先に行き、新蛇抜山手前のコルでテントを

張る。

12月 29日 晴 CS  →塩見岳→塩見小屋

北荒川岳周辺で、ルートファインディ ングに

手間取る。塩見岳の稜線は風がまったくなく 、

暑いくらいだ。塩見岳の下りで岩がいやらし

く1P F i xする。

12月初日 晴 C S→三伏峠→塩川

塩見小屋からはしっかりしたトレースがつ

いている。下山なので全員足取りも軽い。塩

) 11小屋に着き、小屋の人に無線で、タクシーを

呼んでもらう。

《冬山合宿を振り返って》

今回の冬山合宿は、天候をはじめとして多

くのことに恵まれた山行だった。雪が少ない

のは予想できたが、終始トレースがあり、

3000mの稜線上でも風がない日がほとんど

で、あったのは意外で、あった。そのため本当の

冬山らしい日は2日目だけで、その日の行動

中に顔に凍傷を負うなど、冬山が厳しいとき

に技術が対応しきれてないのが露呈された。

今回、千葉OBに参加いただいたが、メラ・

ピークへ行くメンバーが力を合わせて、長

い縦走をやれたことは、メラ・ピーク合宿へ

の弾みとなったであろう。本来の目標である

白山を変更しての南アルプス縦走で、あったが、

2月からのメラ・ピーク合宿に向けての最

後の総仕上げとして意味あるものになったと

思う。

(深沢・記)
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-メラ・ピーク合宿

ネパール・クーンブ山群

メラ・ピーク (6476m)

期日 2000年 2月 15日.-...-3月 14日

《隊員構成》

深沢智徳 (23歳)法学部政経学科4年

石川重樹 (22歳)法学部政経学科 3年

加納崇史 (20歳)生物資源学部 2年

原津修 (19歳)生物資源学部 1年

鳥居室IJ太 (19歳)生物資源学部 1年

松本達彦 (24歳)法学部政経学科・平成 10

年卒業

神崎忠男 (59歳)日本大学山岳部監督

行動記録

2月 15日晴成田→ バ ン コ ク

平山部長をはじめ、多くの方々に見送られ

て、出発。成田からタイ航空でバンコクへ。

空港近くのラマガーデンホテルにて泊。バン

コクは日本の夏のような蒸し暑さだ。

2月 16 日 晴バンコク→カトマンズ

(1300m) 

同じくタイ航空でカトマンズへ。空港に着

くと、荷物を運んでお金をもらおうとする子

どもたちに取り固まれる。その子どもたちを

追い払い、ヒマラヤ観光の車に乗り込み、カ

トマンズ・ゲストハウスに向かう。到着後、

タメルにて装備、食料、医薬品の買い出しを

行う。夜はヒマラヤ観光の井本OB、今回同

行するシェノレパたちと会い、話を聞く 。今年

は雪が多く、ザトルワラ峠にも雪があるので

は、とのこと。

クラ (2800m)

朝、カトマンズからプロペラ機でソレクラに

向かう。ノレクラに着くと、周りの山々が迫り、

いよいよ来たなという気持ちになる。ルクラ

では町を見て歩いたりとゆっくりと過ごす。

2月 18日晴→雪ルクラ (2800m)8:25 

発→トゥッディンマ(3200m)11:25着→チュタン

ガ (3400m) 13:45着

ザトルワラ峠の雪の状態を見るための偵察

1日目である。ノレクラを出発し、ゆっくり進

むが、登りが急でしんどい。 トゥッディンマ

で昼食とし 2時間ほど過ごす。 トゥッディン

マとチュタンガ(13時 45分着)には人家は

ない。細かい雪が昼頃から降り始める。チュ

タンガ到着後、 1時間ほど順化活動を行う。

2月 19日晴→雪チュタンガ (3400m)

8:05発→イヤ・カノレカ (4000m) 10:10着

10:30発→ザトノレワラ峠手前 (4260m)13:20 

着 13:30発→チュタンガ (3400m)14:30着

偵察 2日目。標高 4000m台に全員到達した

が、目立った異常はない。イヤ・カノレカから

プラ靴、アイゼンを装着し、 4260mまで行き、

雪の状態をシェルパとともに見る。現時点で

の雪の状態からポーターの通行は無理との判

断。昼からまた雪。ノレクラに着いてから毎日

同じ天候だ。

2月 20日晴→雪チュタンガ (3400m)

8:20発→ルクラ (2800m) 10: 10着

今日で偵察は終了。所々雪がついており滑

りやすい。ノレクラに到着後、井本OBと電話

で偵察結果と今後の予定について話す。 3時

頃からまた雪。早く春になってほしいものだ。

2月 21日 晴ノレクラ (2800m)滞在神

2月 17日 晴カトマンズ (1300m)→ノレ 崎監督合流
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神崎監督が朝、飛行機でソレクラに到着。朝

食後、メンバー全員で今後の予定を話し合う。

その結果、ザトノレワラ峠の通過はFIXする

ことで対応し、メラ・ピークへ行くことが決

定する。

2月 22日晴 →曇 Ooc→120C→ Ooc

ノレクラ (2800m)12: 30発→チュタンガ(3400

m) 15: 35着

今日からメラ・ピークへのキャラパンが始

まった。シェルパ、コック、キッチンボーイ、

ポーターを合わせて、 30人以上の大部隊であ

る。今回はゾッキョは使わずすべて人力であ

る。我々は軽い荷で、ゆっくり行く 。チュタン

ガは寒い。

2月 23日晴 -2
0
C→17

0
C→ 3

0

C 

チュタンガ (3400m) 8 : 30発→イヤ・カ

ルカ (4000m) 11: 15着

今日もゆっくりなベースで歩く 。イヤ・カ

ルカは朝の寒さとは程遠い暖かさだ。一度、

4200m地点まで皆、行っているので、監督も

含め高度障害を訴える者はいない。 2時 30

分から順化活動で 4300m地点まで、行って戻

る。シェノレパたちは峠へのルートをFIXし

て帰って来る。

2月 24日晴-2
0

C→-l
O

C→ 4
0

C 

イヤ・カルカ (4000m)9:15発→ザトルワラ

峠手前稜線コル 12:00着 12:30発→イヤ・

カ

ノレカ (4000m) 13: 30着

今日は、順化と荷上げをかねて、ザトルワ

ラ峠の手前まで往復する。ザトルワラ峠への

急斜面には雪がついており、ポーターには危

険なため、 FIXしたうえで、ポーターは今

日と明日とで荷を分けて、軽い荷で行っても

らう。我々も一人 10キロ程の個装を持つ。

荷はザトルワラ峠手前の稜線のコルにデ、ポす

る。皆、ゆっくりとしたベースで歩き、石川

が苦しそ うにしていた以外は大丈夫そうだっ

た。

2月 25日晴 -3
0

C→ 5
0

C→ l
OC 

イヤ・カノレカ (4000m)8:30発→ザトルワラ

峠 (4550m)12:00着 12:15発→タシン・デ

インマ手前 (3800m) 16: 15着

我々にとって最大の懸念であったザトルワ

ラ峠をついに越えた。昨日の順化活動のおか

げでより速いベースで進むことができた。峠

から先は南に面した開けた場所で雪はない。

チェトラブで休憩。そこからあと 3時間も歩

くと聞き、皆どっと疲れが出る。そこからト

ラパースの道を進み、標高が低くなるにつれ

て、かなりの積雪になってくる。なんだか日

本の冬山にいるような気になる景色だ。今日

のキャンプ地は、夕 、ンン・ディンマまで 40

分程手前の沢すじの所で、雪を整地してテン

トを張る。

2月 26日晴→曇→雪 -2
0
C→-2

0
C→ 

-2
0
C 

タシン・ディンマ手前 (3800m)9:00発→パ

ガール (3460m)10:15着→コーティ (3650

m) 12: 30着

今日の行程はJIIに向かつて下る道である。

アップダウンが多く、雪もある。プラスティ

ックブーツを履いている我々にとっては難な

く行けるが、普通の靴しか履いていないポー

ターは下りに苦戦している。川に下りきった

所がパガールという所で、そこから少し登り

沢と川の合流地点であるコーティで行動終

了。コーティはとても広く、テントが優に 10

張も張れる。サーダーのリンジさんの話によ

ると、 ターナの氷河湖が 2年前に崩壊し、川

が氾濫したことでタシン・オンマの村は流さ
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れてしまったとのこと。彼が 5年前、このあ

たりに来たときは、もっといい道があったの

だそうだ。

2月 27日晴→曇→雪 -7
0
C→ 2

0
C→

2
0

C 

コーティ (3650m)9:20発→プンデパン(4150

m) 13:00着 13:50発→ターナ (4360m)

15:45着

コーティからしばらく歩くと、ついにメ

ラ・ピークが我々に初めてその姿を現した。

そこから 3時間、河原を歩く。さらにJ11から

離れ、広々とした所を行きゴンディサンで昼

食。ここは、クスム・カングノレのベースキャ

ンプになる所だそうだ。その先にあるゴンパ

で山行の無事を祈る。ターナへの道の途中に

は、廃屋やテントが張れそうな場所が所々見

られた。ターナは 10以上のロッジが立ち並

ぶとても広い所だが、シーズンにはまだ早い

ため、桂小枝に似た小屋の管理人のほかには

人はいない。それにしても今日の行程は長か

った。今日は、約半分の 15人程のポーター

が帰った。彼らは 3日でノレクラに帰るのだと

いう。加納にいつも親切にしてくれたポータ

ーが「パイパイ、カノウj と寂しく言って、

去って行った。

2月 28日晴→雪-30C→ 10C→ -50C 

ターナ (4360m)滞在

今日は休養停滞日とする。朝、晴れ間が見

えたのもつかの間、雪が降り出す。 1日中雪

が降り続き、寒い。昼食にゆでたジャガイモ

も食べる。とてもおいしかったが、皆、食後

気分を悪くする。少し心配だが、順化に関し

ては問題なさそうだ。

2月 29日曇→雪-60C→OoC→ -3
0C 

ターナ (4360m)滞在
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夜と明け方にターナ周辺で雪崩が起きた。

サーダ一、シェルパの意見もあり、行動はせ

ず、停滞とする。午後になるとガスが出てき

て、視界がまったくきかなくなる。

3月 1日 雪 -50C→ 20C→ -30C 

ターナ (4360m)滞在

昨日の夜からの雪が降り続き、終日雪で停

滞。昼にサーダ一、シェルパとで、登山活動

についてのミーティングを行う。ターナ滞在

も3日となり、順化も万全だが、さすがに飽

きてきた。

3月 2日雪→ガス→晴→雪-60C→OoC 

→一 7
0
C

ターナ (4360m)9:50発→ディグ・カルカ (4500

m) 12:30着→カーレBC (5000m) 14:30着

ターナから 1時間程で我々にとっての最高到

達点になる 4500m地点に着く。さすがに息苦

しく、ゆっくりと歩く。途中、休憩時に我々

にいる山の反対側の斜面で雪崩が起きる。し

ばらくじっと眺める。

メラピークを望む



ディグ・カルカに着くと、晴れ間が見え出

す。この辺りは広大な平地が広がっている。

さらに息苦しさは増し、数歩歩くたびに、深

呼吸を繰り返す。

カーレは、多くの隊がベースキャンプにし

ているだけあって、とても広い所である。た

だ一歩岩陰に行くと、多くのゴミが捨てられ

ており、心を痛める。これでキャラパンは終

わり、明日からはいよいよ登山期間だ。あと

は我々の力でやる番だ。

3月 3日晴→ガス 3
0
C 

カーレBC (5000m) 9:00発→メラ・ラ Cl

(5400m) 14:40着

今までで一番ではないかと思えるような快

晴。神崎監督、シェルパ、コック、キッチン

ボーイらに見送られて出発。ザックには個装、

食料、装備がつまりズッシリと重く、高度も

高いため、今まで以上にゆっくりと歩く 。そ

れほど雪はなく、ガレた急斜面を登り、やや

開けた所でアイゼンを装着する。ここでヒド

ンクレパス対策としてタイトロープで全員を

つなぐ。 トップはクライミングFシェノレパとし

て同行するツェリンさんがなる。雪の急斜面

を登ると、メラ・ラに近い広い平地で、悪天

候になると迷いそうだ。メラ・ラに到着する

と、とても風が強いため、そこから下りた地

点にテントを張り、 Clとする。

3月4日晴-4
0
C→15"C→ 4"C 

メラ・ラ C1 9:00発→C2 (5830m) 13:00 

着

今臼も雲一つない快晴だが、風は強い。C

1にテント 1張を残し、使わない食料をデポ

する。おかげでだいぶザックが軽くなる。タ

イトロープで全員をつなげ、緩やかで、ただ、つ

広い斜面をゆっくり登る。所々に小さなクレ

パスが見えるが、特に問題はない。途中、エ

ペレスト、ローツェ、マカルーなどの姿が見

渡せる。C2は、大きな岩をぐるっと巻いた

岩の東側で、ちょうど風がよけられ、日当た

りがよいとても暖かい所だ。

3月 5日晴?"C→ 1oC→-70C 

C 2 (5830m) 5:00発→メラ・ピーク山頂

(6476m) 10:40着 11:05発→C2 (5830 

m) 12:30着

朝、 5時に星空の下、出発する。今日もタ

イトロープ。夜が明けると、雲一つない|夫晴。

緩やかな登りをすぎ、スノードーム南側の脇

の斜面を登り、山頂を目指す。時折強い風

が吹き、耐風姿勢を交えて進む。スノードー

ムの脇の斜面を登りきると山頂が近くに見え

る。この辺りまで来ると、息、苦しさは最高値

に達し、咳が止まらない。山頂への最後の登

りは急で、 1ピッチFIXする。それを登り

きるとメラ・ピーク山頂。ついに我々はやり

遂げた。メンバー、ツェリンさんと固い握手

を交わす。神崎監督とシーパー交信をし、メ

ンバ一一人ひとりの喜びの声を伝える。風が

強し、中、部旗、日の丸、ネパール国旗を掲げ

る。その後で「桜門山岳会、日大山岳部万歳」

と万歳をし、山頂を後にする。帰りの下り

は早い。C2に着いたときには皆、疲れきっ

ていたので、 Clへ行くのはやめ、 C2泊と

する。

3月6日晴 40C→ goC→ 1"C

C 2 (5830m) 8:45発→メラ・ラ C1 (5400 

m) 9:30着 9:40発→カーレBC (5000m) 

12:00着 13:15発→ターナ (4300m) 15:00 

着

C2を撤収し、下る。タイトロープはしな

い。メラ・ラ Clも撤収し、ベースキャンプ

へ向かう。途中のガレ場を下ると、神崎監督

が待っており、一同握手を交わす。ベースキ

ャンプに着くと、シェルパたちが歓待してく
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れる。今日はさらに下り、ターナへ。 行きで

通ったときより道に雪がなくなっている。タ

ーナの小屋の管理人と再会。またルクラへの

長いキャラパンの始まりだ。

3月 7日晴 30C→ gOC→ 30C 

ターナ (4300m)8:45発→コーティ (3650

m)9:30着

メラ・ピークを登頂したことで)1慎化ができ

ており、ターナでも苦しくない。ここが富士

山山頂より高いということを忘れてしまいそ

うなほどだ。暖かい日差しの中、のんびりと

道を下る。河原の道をすぎるとコーティに着

く。ここには、行きになかった茶屋ができて

おり、ポーターが夜遅くまで酒を飲んで騒い

でいた。明日の行程が 2日分の距離なので、

ポーターが 2日分の給料をくれとサーダーに

詰め寄っていた。コーティからはメラ・ピー

クが眺められる。我々がこの山行でメラ・ピ

ークの姿を見るのもこれで最後だろう。「さ

ようならメラ・ピークJ。

3月8日晴→雪-20C→OOC 

コーティ (3650m)8:15発→チェトラブ(4300

m) 15:25着

雪は往路よりも減っている。一度川へ下つ
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てから、長い登りが続く。途中我々と

同じくメラ・ピークを目指してキャラ

パン中の東京経済大学の人たちと出会

う。チェ卜ラブ近くになると粉雪が舞

ってくる。我々がチェトラブに着くと、

雪はさらに激しくなる。ポーターが全

員着いたのが 19時。雪の中、長い距

離を本当にお疲れさまと思う。今日は

テントを張らずに、ロッジに泊まる。

3月 9日晴→雪-5
0
C→ 6

0
C→ 

5
0
C 

チェトラブ (4300m) 8:20発→t"~}V円峠

(4300m) 10:00着→ルクラ (4300m)15:30 

着

今日は最終日。ルクラへ下りる日である。

朝は快晴だ、ったものの、出発するころガスが

出始め、ザトノレワラ峠に着くころには雪が降

り出す。ザトノレワラ峠先の稜線のコルからの

下りは雪がかなりついていて、我々がポータ

ーの下についてやる。イヤ・カルカで昼食。

そこから先ははやる気持ちを押さえて、ノレク

ラに下山する。17日ぶりのノレクラは懐かしい。

夜はお世話になったシェルパ、キッチンボー

イ、ポーターたちと慰労会を行う。一緒に酒

を飲み、歌を歌い、踊ったりと楽しく過ごす。

3月 10日晴 ルクラ (4300m)→カト

マンズ (1300m)

朝、プロペラ機でルクラからカトマンズに

飛ぶ。久しぶりのカトマンズは、大都会の印

象を受ける。カトマンズで、の宿泊先はホテル

ヒマラヤ。ホテノレで、山行の汗を流す。夜、ネ

ノfーノレ山岳会会長、井本OB、フリさん、ツ

ェリンさんと日本料理レストランで食事をす

る。日本料理は久しぶりでおいしかった。

*気温は午前 7時→正午→午後 7時に測定

したもの(1部抜け)



メラ・ピーク合宿を終えて

深沢智徳

あれは昨年の天幕懇親会でのことである。

しこたま酒を飲んで泥酔した私は、大声で「

メラへ行きたい、行きたいj と叫んで、いたそ

うだ。そうだというのは、私にはまったく記

憶がなく、そのことを翌朝聞かされたからで

ある。それにしても、そんなに行きたいと思

っていたとはと自分のことながら、話を聞い

て笑ってしまった。

ここまで私が海外登山に魅せられたのはな

ぜだろう。入部当初の一年生時、全くの初心

者だった私は、海外なんてつゆとも考えてい

なかった。ただただ、合宿についていくのが精

一杯だ、った。

その私が学年が上がるにつれ、海外への憧

れを強く抱くようになっていった。我が部の

OBには、素晴らしい経歴をもった方々がた

くさんいる。その方々の話、それを聞くだけ

で、私の胸は高鳴った。大きい海外登山はしな

くても、一度でいし、から海外へ行きたい、い

つしかそんな思いを抱くようになった。一言

で言えば「夢Jであった。

かくして私がチーフリーダ一時の年間目標

に海外登山を掲げた。メラ・ピークという具

体的な目標は、私とサブリーダーの小林とで

話し合って決めた。技術的なことなど理由は

いくつかあり、周りには何をいまさらメラ・

ピークという声もあったであろう。それと同

時に、出発直前までメラ・ピークへ行けるの

かという声があったのも確かである。

しかし、私はこの目標にこだわりたかった。

それは目標をあきらめる悔しさを知ってい

るからである。冬山合宿の白山という目標を

私たちはあきらめた。それを決めたのは、夏

山合宿後であるが、私の心にはそのことが忘

れられずにいた。決して順風満帆とはし、かな

かったこの一年間で、このメラ ・ピークの一

点だけは守りたかった。これは私の意地とい

っていい。

そして、私は一年生を勧誘したときネパー

ルで、海外登山をすると言った。との約束を一

年生に対して果たさなければとの思いがあっ

た。はっきりいって、最後にはこの比重のほ

うが高くなったような気がする。変な話だが、

男の約束というかそういうものがあった。

話が前後するが、いざネパーノレへ行き、 シ

ェルパにメラ・ピークはやめてアイランド・

ピークに行った方がいいと言われた時、私た

ちは頑なにメラ・ピークにこだわった。結果

的には行けたわけだが、これは私たちのメ

ラ・ピークへ対する執念であろう。

そんな私たちは、何度もメラ・ピークに本

当に行きたいのかと質されたことがあった。

私自身、年間数ある合宿の準備に追われ、メ

ラ・ピークの準備を後回しにしてしまってい

た。その余裕がなかった。もしくは忙しさを

理由に私は本格的な準備を避けていたのかも

しれない。

そして、私からメンバーへもメラ・ピーク

に行きたいのかと問い質したこともあった。

人問、目標があまりにも大きすぎるとなかな

か手が出ないものだと実感した。メラ・ピー

クへの道程は険し く、 へたをすれば、道すら

見失ってしまいそうで、あった。

だが、その道を照らし、導いてくれたコー

チの方々がいた。あくまでも私たちのやる気

を信じ、

海外登山の楽しさを知っているだけに、私た

ちにもその楽しさを知ってもらいたいとい

う思いで、私たちを支えてくれた。そんな私

たちは幸せものだ。感謝の言葉は尽きない。

ネパールに行き、メラ・ピークを登頂した

いきさつは別に記したので省くが、ひとつだ

け印象に残ったことがある。
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私たちが初めてカトマンズの空港に降り立

ったときのことだ。私たちの周りに子どもた

ちが殺到した。荷物を運んでお金を貰おうと

するのだが、なにせその迫力には圧倒された

。きれいな澄んだ目を見聞き、顔に擦り傷を

つくっていた子どもの差し出す手のひらを私

は追い払いながら、ただの国の違いだけでは

ない何かを私は感じていた。彼らは生きよう

と必死なのであり、今思うにその生きようと

するエネルギーに私は圧倒されたのだろう。

それはカトマンズだけではなく、ネパーノレの

どの場所でも感じられた。生きょうと強く意

識しなくても生きられる国から来た私にとっ

て、その違いはひしひしと感じられた。その

生きようとするエネノレギーに私は勇気づ、けら

れた。

ネパールの人々との出会い、過ごしたこと

が私の財産となるであろう。そして、ともに

ネパールへ行った下級生にとって、今回の合

宿でのすべてのことが財産になるであろう。

今回のメラ ・ピークはあくまでもひとつのス

テップであり、一回きりの海外登山にはして

ほしくない。現時点のレベルではメラ・ピー

クが精一杯だと思う。だが、今回の海外登山

で多くのことを学んだ下級生にとって、この

経験は次の海外登山への礎となるに違いない

。そしてその礎をもとに、さらにレベルアッ

プした登山をしてもらいたいと思うし、それ

ができると私は{言じている。そのときは、手ょ

が今回の恩返しとばかりに積極的に協力して

いきたいと思う。これは私から下級生への贈

る言葉である。

今回、海外登山を経験してみて、海外登山

は距離ほどには遠くないものだと私は思った

。決して海外を甘くみているわけではない。

レベルに応じた山を選び、しっかりとした計

画を作成し、それに基づいて実行すること、

これが条件であると思う。
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海外は、決して遥かなる「夢Jではない。

-個人山行

-奥多摩雲取山~鍾乳洞

4月 1日'"'"'2日 L深沢、石川

・丹沢 主脈

4月 10日 L小林、石川

・丹沢水無川源次郎沢

5月 8日 L小林、深沢、石川、原津、

加納、鳥居、 OB佐藤

・奥多摩川苔山逆川

5月 15日 L深沢、京増、平井、 OB武藤、

OG鈴木、 OB佐藤

・奥秩父笛吹川 東沢釜の沢

5月 29日'"'"'30日 L 小林、京増、

OG鈴木

・奥多摩 日原川 大雲取谷

6月 12日 LOB佐藤、小林、原津

・谷川岳 ーノ倉沢

7月 4日 L小林、京増

・谷川岳 西黒尾根

7月 11日 L深沢、石川、山口

・奥秩父 丹波川本流

7月 18日 L深沢、石川、加納、 OB佐藤

・中国 雪宝頂

9月 3日'"'"'22日石川

・南アルプス 北部縦走

9月 5日'"'"'7日 L 小林、鳥居

・白神山地追良瀬

9月 8日'"'"'11日 L深沢、原津、加納、

OB佐藤

・早池峰山岳川魚取沢

9月 13日'"'"'15日 L深沢、鳥居、

OB佐藤

-韓国仁寿峰

9月 17日'"'"'22日 LOG鈴木、 OB宇多J11、

小林



初冬合宿・八方尾根 (平成 11年・ 1999)

冬山合宿・塩見岳山頂 (平成 11年・ 1999)
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桜門山岳会

平成 11年度事業報告

と12年度

平成 11年度理事長尾上昇

日本大学山岳部と桜門山岳会の活性化にお

役に立てば、とお引受けした理事長職もはや

一年経ちました。名古屋在住ということで、

桜門山岳会や日大山岳部の状況も良く理解出

来無いままに理事長をお受け致しましたが。

正直申し上げまして、想像以上の沈滞振りに

いささか驚いています。

一年経って、実運営に携わりその原因を考

察して見ました。二つ有ります。先ずは山岳

部(学生)の低迷です。桜門山岳会に課せら

れた大きな事業の目的に山岳部(学生)の健

全育成が上げられます。

いくら監督やコーチ会が張り切っても部員

がし、なければ、その存在意義が有りませ。

逆に多くの部員を抱えていたとするなら、好

むと好まざるに関わらず、 OBとしての役目、

即ち学生の面倒を見ざるを得ません。

桜円山岳会を無理やりでも活性化させる近

道は、山岳部(学生)の部員を増加させる事

です。

もう 一つは、桜門山岳会の中の若いOBと

古いOBとの希離です。このことは、年代の

相違とか、認識の違いなどと言う一般論では、

片付けられません。何故なら、

古くても、新しくても山岳部という同じ土壌

に育ち、目的は一つで有るからです。後輩は
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先輩を敬い、先輩は後輩の闇達な意欲を育む

事をお互いに理解しなければ成りません。

桜門山岳会の目的はーっと言いましたが、

その目的とは山岳部(学生)の健全育成と山

登りの実践です。桜門山岳会に常にこの目的

に沿った自意識と実働が有れば、会は自動的

に活性化します。

日大山岳部と桜円山岳会の両輪が上手くリ

ンクしてテイクオフする為の処方筆を今一度

具体的に指摘すれば、それは山岳部の部員を

増強する事と、桜門山岳会の海外登山の実践

です。

現在私は、色々な山岳会組織に関わり合い

を持っています。山岳団体の強弱、優劣の判

断基準は海外登山の遠征回数に比例するとい

うのが私の持論です。私の経験からこのこと

は充分に裏付けられています。

昨年度を振り返りましょう。新入部員が三

名残りました。小さな核が出来たと思います。

メラ・ピーク登山の波及効果だとおもいます。

このメラ・ピークには全員登頂し、大きな成果

を上げる事が出来ました。又会員各位には、

資金の募金をお願いしたところ、予定の 30

O万円の目標を上回ることが出来ました。改

めまして、衷心より御礼申し上げます。今年

は、その核をさらに拡大させる為の重要な年

です。最低でも 10名の新入部員を確保しま

しょう。

天懇も声を大にして呼び掛けたところ、若

手OBを中心に 50名を越す参加者を得まし

た。これも小さな核です。

今年こそは若い連中を中心に 100名の参

加者も目標にエネルギッ、ンュな天懇を目差し

ましょう。そしてこのエネルギーを海外登山



の実践に転化させたいと思います。

幸い一部の会員から、最近その動きが出て

参りました。この芽を大切に育ててやらなけ

れば成りません。 1995年エベレスト以後

からの久し振りの計画です。ご理解とご協力

を節に願うものであります。

こうした良いムードに呼応して、過去何度

も検討されてきました自前の集会場、つまり、

桜円山岳会ルームを持つ話も再燃して参りま

した。組織の活性化には、定期的に自由に集

うことの出来る集会所は大変魅力です。

自前のルームには、桜門山岳会ばかりでな

く、学生にも使って貰う事が出来ます。

現在の部室が 10月に取り壊されることが決

まった事からも、一挙両得の感が有ります。

今年度の事業計画に取り上げて、 一日でも早

く実現させたいと思います。

以上、思い付くまま昨年を振り返り、今年

度を展望致しました。何かト ンネルの先に明

かりがチラホラ見えてきた様な気がします。

この光を幻としない様に会員各位のご理解と

ご協力を賜りたいと存じます。

さて、この稿の終わりに際しまして、悲し

いお知らせを申し上げなければなりません。

この4月に野田福五郎先輩と中山昌之君を相

次いで亡くしました。心からご冥福をお祈り

申し上げます。特に中山君は、まだ 51歳の

若さであり、桜門山岳会でのこれからの活躍

が大いに期待されていたことを思うと残念で

成りません。

心より追悼の意を表したいと思います。

合掌
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日本大学山岳部

平成 12年度 (2000年 4月

'"'-'2001年 3月)

部長 平山善吉

監督 神崎忠男

コーチ 斉藤大輔

主将 石川重樹

部員 3年 CL石川重樹

2年加納鳥居創太原津修

1年伊藤松富門田

部室 干101・0062

東京都千代田区神田駿河台 I・18-

1 

日本大学理工学部内平山研究室

平成 12年度活動報告

チーフリーダ一石川 重樹

大きな目標であったメラ・ピーク合宿が終

わり 4年生 1名が引退し、 3年(学部 4年)の

石川が主将、 2年の鳥居が副将を務め、同じ

く2年の原津、(学部 3年)の加納、計4名で

新体制がスター卜した。

4名で、新人勧誘を行ったが、人数的な限界

や時間的な問題、なによりも、そんな危険で

大変なことをしなくても…、という風潮から

思うような成果は上げられなかった。確かに、

数あるアウトドアサークルには人は集まるが

唯一の体育会所属の山岳部と問いただけで敬

遠されてしまう。だからこそ今までのスタ

イルを続けてし、かなければいけないのだろう。

新人勧誘には毎年頭を悩ませるが限られた範

囲の中で案を出し合ったが、自分達の頑張り

とは必ずしも一致しないのが現状だ。他大学

も閉じ状況なのを見ると、時代の波には逆ら

えないのだと思ってしまう。そんな中でも 3

人の新入生を迎える事ができた。

今年度の方針として、 1年生を残すという

ことに主眼を置き、冬山という最終目標も定

めず、合宿ごとにやりたいこと行きたい場所

を決めていくことにした。

5月の合宿は行わず、全員で新歓キャンプ

の計画を立てた。その他、 6月の初夏合宿ま

では新入生を連れて日帰りの沢登りなどを行

った。

梅雨の合間を縫って行われた初夏合宿には

さらに加わった 1年生、計8名と OB1名で

潤沢定着雪上訓練、奥穂高岳登頂を含めた従

来通りの合宿を行った。その後 2年生がリー

ダーを取り 1年生を連れて槍ヶ岳往復の後半

分散に行った。新体制で臨んだ初めての本格

的な合宿を無事終えることができた。

夏合宿は自分らの実力を照らし合わせ、前

年の内蔵助から剣沢定着に戻した。前半分散

は石川、鳥居、伊藤で早月尾根から入りその

他のメンバーは室堂からの一般的なルートで

荷揚げをした。千葉OBに参加していただき

雪訓 2日、分散登撃 2日を行った。岩登りは

普段の経験不足が露呈し敗退とし、う結果に終

わってしまった。後半分散では全員の実力を

検討し双六谷に定めた。唯一の現役のみの山

行となった。毎年けがの多いこの時期に無事

合宿を終えることができたのは何回もコーチ

会を聞き検討してくださったコーチの方々の
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お陰だ。

これまでの合宿ではコーチの方に入ってみ

て頂いた。私自身も含めチーム全体の経験、

実力不足を考えると安全の面からしても妥当

で、あった。 レベルを落として現役だけにこだ

わるのも一つのやり方だが、色々な面におい

て未熟で、あった今年は、現役のみにこだわら

ずO B参加してもらい、少しレベノレの高い山

行をした方が、実力向上のためにも安全面に

おいても得策と考えた。

初夏合宿は例年通り八方尾根で、行った。 1

年生 1人が持病の腰痛のため抜けることとな

った。毎年同じ時期に行っているが今年は本

当に雪が少なく、ほとんど晴れていた。例年

の経験から胸までのラッセノレを覚悟していた

ので拍子抜けしてしまった。山行としては非

常に快適で、あったが合宿の目的を達成するに

はお粗末なものとなってしまった。

冬山はここ最近なかった越後縦走に定めた。

自分達の越後の経験はなく資料のみの未知な

る山域だ、った。初冬にも満足に雪の経験がで

きなかったのを考慮すると自分たちだけでは

厳しい状態で、あった。コーチ2名の力を借り

て合宿を迎えることになったが、これまでた

めてきた分をいっきに降らしたかのような降

雪だった。地元、六日町ですれ違う人にこと

ごとく忠告を受けながら入山しすぐに腰以上

のラッセルと格闘することとなった。予想外

の降雪量と雪になれていない 1年生のため初

日より大幅に遅れてしまった。雪の量、天気、

体力を考え当初計画していた縦走から中ノ岳

アタックとした。無事アタックを終えた下山

目、越後の山は牙を剥し、た。目も満足にあけ

られないほどの吹雪でテントが引きちぎられ

視界もほとんどなかった。その後、悪天が続

き、もし進んでいたら、と考えるとぞ、っとし

た。

冬山が終わり 1年生、 1人辞め、核で、あっ
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た鳥居がグリーンランドに行くため休部する

こととなった。最終的に 3年の原揮を中心に

4名となった。依然として、厳しい状況は変

わっていない。 しかも、今年度は他大学の多

発する遭難事故も重なり廃部に追い込まれた

大学も少なくない。少なからず影響を受ける

ことと思う。

これまで通り合宿形態を取っていくのか、

新入生を残す方針なのか、それとも冬山に向

けそれなりにやっていくのか、 OBの方々と

の関わり方など、議論をしなければならない

課題は山積みである。 しかし、それらも含め

て山岳部の面白さであり勉強であると思う。

私たちを取り巻く環境は大きく変わってきて

いる。その時にあわせたやり方を探ってし、か

ねばならない。山岳部に入りさまざまな人と

知り合い、勉強させてもらい充実した学生生

活を送ることができた。これまで支えてくだ

さったコーチを始めとするOBの方々、メン

バーひとりひとりに心から感謝し、たします。

平成 12年度コーチ会報告

ヘッドコ ーチ 斉藤 大輔

メラピークの遠征後、 3年の石川を主将と

して新体制をスタートさせた。4年生がいな

いという「歯抜け」の状態は、 1989年以来

10年ぶりのことだ。確かにここ 10年間、常

に 20名以上の部員で活動を続け山岳部の春

を謡歌してきたが、 5年前の死亡事故をきっ

かけに部員減少に歯止めがかからなくなって

きてしまった。ほとんどの他大学が頭を悩ま

している部員減少の問題を、ついに日大にも

突き付けられた。 4年生がし、ないという危



機的状況で、コーチ会としては今年 1年、基

礎技術の習得に主眼を置き指導することにし

た。新 1年生の4名をなんとか残しながら、

2年生 3名の総合力アップを特に心掛けた。

リーダーシップを補うため、なるべくコーチ

を合宿に参加させ、冬合宿には学生だけの主

体的な合宿を目指したが、結果的に初夏、夏、

初冬、冬、春とすべての合宿にコーチの誰か

が参加することになってしまった。 一年間

を総括すれば、冬山を最終目標にした山岳部

的山登りに限界がきているのではなかろうか。

結局、石川が卒業した今、 8人いた学生も 4

人しか残っていない。つまり、 3人の 1年生

が途中で辞めてしまったのだ。つまり、学生

が指向する登山の形態が山岳部に合わなくな

ってきたといえるのではなかろうか。最近の

学生の傾向は、より高くより困難な山登りな

ど求めていないし、まさかその先に、ヒマラ

ヤの高峰があるなんて露とも考えていない。

周りを見ると、困難なクライミングやフリー

クライミングがしたければ社会人山岳会が盛

況である。ただ山に登るだけなら、大学の中

に様々なサークルがある。海外に行きたけれ

ば、旅行会社やアルパインガイドがツアーを

募集している有り様だ。 Iこれからの山岳

部をどうするかJ。このことをコーチ会や学生

が中心となり熱心なOBとも一緒になって考

えてきたが、はっきりとした答えは出なかっ

た。今年も手探りで答えを探す一年になると

思う。ここでOB諸兄にお願いしたい。もし

も、日大山岳部が冬山やヒマラヤを最終目的

とするのではなく、別の道で生き残りを計っ

たとしても、それはすでに時代の流れとして

了解していただきたい。これは私の予測だが、

山岳部が冬山やヒマラヤだけに固執し続けれ

ば存続の道が危ぶまれる気がしてならない。

とにかく、山岳部の火を消さないことを第ー

に、コーチ会として考えうるすべてのことに

取り組んで、いこ うと思う。 最後に、桜門山

岳会の皆さんにお願いがある。古野OBが日

大山岳部のホームページを立ち上げている。

パソコンさえあれば、いや、携帯電話さえあ

れば、誰でも山岳部の現状を知ることができ

る。また、ホームページ中にあるアノレパイン

ラウンジというメ ッセージボードには誰でも

書き込み可能だ。これは、北海道や九州にい

る山岳部の行事に参加できないOBも、また

海外在住のOBさえも桜門山岳会の動向を温

度差なく感じられる新たな交流場だ。これか

らはこのホームページがOB会の中心になる

と思っている。特に古いOBの方々の書き込

みは、停滞しつつある山岳部の活動に活気を

与えることになるはずだ。山岳部から遠ざか

っている方が書き込みしにくい気持ちはわか

る。「今さらパソ コンなどJとは思わず、多く

の人に参加してもらい、桜門山岳会 300人

全員で山岳部を盛り上げられればと願ってい

る。
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記録

.5月山行

北アルプス小窓尾根~早月尾根

期日 5月 11日"'"'5月 14日

メンバー L千葉鳥居

5月 11日 東京~富山~馬場島~二又

高速パスに乗り富山へ、松尾平で熊が出る

との注意を受け、行ける所まで行く 。

雪が多く徒渉する必要はなかった。

5月 12日 晴れ~曇り~雨 CS"'"'ニ一ドル

~ドーム

雪が多い。2121の登りから急な雪壁になり

アンザイレンする。所々残置フィ ックスが残

っていたためタイトロープする。結局一度も

ザイルは解除しなかった。

5月13日 曇り時々雨~晴れ CS"'"'三ノ窓

~池ノ谷乗越~長次郎ノコル

ひたすらアンザイレン、三ノ窓への下降は

3ピッチ懸垂、池ノ谷乗越葉小さい雪崩が何

度も起きていた。5月は雪がグサグサだ。

5月14日 曇り時々雪 CS"'"'剣岳~早月尾

根~馬場島

視界は 10メートル、どこを歩いているの

か分からない。小窓尾根よりよほど早月尾根

のほうが渋かった。早月小屋でザイノレを外し

気楽な気持ちで下山。

-初夏合宿

穂高連峰・潤沢定着

期日 6月 14日"'"'6月 18日

メンバー L石川鳥居、原津、加納伊藤、

松富、門田 OB本多
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6月 14日 雨~曇り上高地→潤沢

1年生は 29キロ、 2年生は 35キロを背

負って黙々と歩き始める。今年は雪が多く本

谷橋過ぎから雪が出ている。

6月 15 日晴潤沢 BC~雪訓場~潤沢 BC

56のコルは朝がた、陽があたっておらず

凍っていたので 34のコルを雪訓場とする。

直登、直下降、ダイヤモンド、八の字を行う。

ザイルワークとグリセードを行う。

6月 16 日 <金 >1田沢 BC~白出のコル~奥穂

高岳頂上~白出のコル~潤沢 bc晴れ登頂

途中 2箇所雪がついたトラパースがあり、下

りに細引きで 1ピッチ、フィックスで 1ピッ

チ張る。

《後半分散》

メンバー)L鳥居、 SL原津、加納 1年伊藤、

松富

期間)平成 12年 6月 17日<水>"'"'1 8日

<日 >

場所)北アルプス南部横尾~槍ヶ岳~上高地

6月 17日<士>潤沢~横尾~殺生ヒュッテ

曇り~雨

出発して間もなく雨が降り出す。槍沢キャン

プ地以降すぐ雪が出てベースが落ちる。

6月 18日<日>殺生ヒュッテ~槍ヶ岳~

上高地晴れ

槍の登りで一箇所細引きを使い、下りでフィ

ックスを張る。1年の補助に神経質になりす

ぎたためか少々時間を食ってしまう。

今年度新体制になってからの初の合宿を無

事終えることができた。梅雨のこの時期に予

定通り頂上を踏めた事は一年生にとって良い

思い出となった事だろう。



-初冬合宿

期間)平成 12年 11月 23日(木)""'11月 27日

(月)

《場所》後立山連峰八方尾根~唐松岳

メンバー)L石川 3 SL鳥居2 原津2 加

納 2 伊藤 1 松富 1、佐藤 1 OB本多

11月 23日(木)黒菱平~八方池 bc快晴入

山

くるぶしまでしか雪はなく夏道を行く 。そ

の後偵察をしたが、ほとんど雪はない。

11月24日(金)八方池bc""'扇雪渓~八方池bc

快晴雪訓 1日目

半ば強引にアイゼンを履き歩行訓練を終える。

ビーコン捜索をしてこの日の行動を終える。

BCに戻りそれぞれくつろぐ。

11月 25日(土)八方池~扇雪渓~八方池 bc

快晴雪司112日目

クラストしているうちに歩行の復習を行う。

順次ザイルワークを行い、その後フィックス

の練習をやる。

11月26日(日)八方池bc""'唐松岳~八方池bc

快晴唐松岳往復

強風のため出発を 1時間遅らす。いやらしい

所はあるがフィ ックスをするほどでもない。

扇雪渓への下降でフィックスの練習をして戻

る。

11月 27日(月)八方池 bc""'黒菱平雪~雨

下山

今合宿初の降雪だが残念ながら下るのみ。夏

道に雪が積もり歩きにくい。途中から雨に変

わり雪はだいぶ溶けている。

《全体を通して》

例年になく少ない降雪量であったためラッセ

ルワークを初めとする体力強化面で訓練はで

きなかった。天気も快晴が続き 1年生に冬山

の厳しさを分からせるのは難しかった。

-冬山合宿

期間)平成 12年 12月 28日(木)""'平成 13年 1

月 1日(月)

《場所》越後連峰野中~中ノ岳

メンバー)L石川13 SL原津2 加納2 伊

藤 1 松富 1 佐藤 1 OB斎藤千葉

12月 28日(木)野中~ダム管理所~十字峡

cs1 雪入山

田んぼに張るが雪はすでに腰まであった。

深々と雪が降る中、車道を歩く 。初日からの

猛ラッセノレに先が思いやられる。

12月 29日(金) 十字峡""'967地点手前 cs2

雪時々曇り

中ノ岳へ向けて出発するが、思うように進ま

ない。雪の量は腰まで、ところによっては胸

や頭を超える。1年生はトレースを崩したり

木の根にはまったりとついてこない。

12月 30日(土 967地点手前~日向山 cs3

"夫晴

無風快晴の中出発、 CSから小屋が見える。

振り返ると今来たとレースと六日町の町並み

が見える。日向山の中継小屋裏に張り、明日

の悪天を予想し雪洞を掘る。

12月 31日(日) 日向山 cs3""'中ノ岳~日向

山CS曇りのち晴れ

今日行かなければ中ノ岳すら無理との判断、
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天気は午前中いっぱいが勝負、強風の中、中/

岳へ向けてアタック開始、膝までのラッセルを

回す、天気がもってほっとする。

1月 1日(月) 日向山 CS"-'三国川ダム管理

所風雪 下山

早朝より物凄い風雪、四人用テントが潰され

る。急いで 6人用へもぐりこむ。意を決して

撤収開始、目もろくに開けられない。来る時

のトレースはきれいに消えていた。

《全体を通して》

今年は雪の量が多く本来、車で入れる十字峡

まで 1日かかってしまった。冬の越後縦走は

クリスマス寒波で、大量の雪が降る前に抜けて

しまうか、たっぷりと日程を取って計画を立

てないと無理のようだ。いずれにしても厳冬

期の越後は厳しいことに代わりはない。だか

らここ最近は人が入っておらず行く価値のあ

る、やりがいのある山域だ。
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夏山合宿・長次郎谷(平成 12年)

♂ t ， '，t.~， ‘ 
‘.... 
".. .， 
" 

¥岬

初夏合宿・奥穂高山頂(平成 12年・ 2000年)

t 

‘ 

冬山合宿・中ノ岳山頂 (平成 12年・ 2000年)
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桜門山岳会

平成 12年度を振り返って

理事長尾上昇

一昨年の総会で、少しでも桜門山岳会と日

大山岳部のお役に立てるならとお引き受けし

た理事長職も早や 2年、お約束させていただ

いた任期を何とか終えさせていただくことが

できそうです。

短い期間ではありましたが、この 2年間を

総括させていただきまして本年度の会務報告

と退任のご挨拶を兼ねさせていただきます。

先ず、私の理事長就任につきましては、皆

様方に少なからずの疑問を生じさせたようで

す。直接、間接に私の耳に達していました。

当然こうした声が上がることは、承知してい

ましたので、その辺りの事情は、理事会や評

議員会、短信あるいは、私信でお伝え申し上

げてきました。

かいつまんで申し上げれば、桜門山岳会内

部の確執による活動の停滞と部員不足による

山岳部の低迷で、理事長職の引き受け手がな

かったことです。確かに名古屋在住の私が、

理事長職を務めることは、異常です。桜門山

岳会の苦衷の選択だったと申せましょう。そ

こで私は、私に与えられた任務を、先ず第 1

に内部の融和を計り、桜門山岳会を活性化さ

せること、次いで山岳部の部員を確保し正常

の部活動のできる山岳部に復活させることと

定めました。

具体的には、若い人達と古い会員とのコミ

ュニケーションを計り、集会に楽しく人の集

まりやすい雰囲気を作ること、そして山岳会

と名のつく以上山登りを実践することです。

76 

すなわち海外登山の派遣です。

山岳部については、部員確保のための手段

の強化と、コーチ会を中心とする若いOBの

山岳部への積極的な関与です。更には、 ] A

Cの諸行事への積極的な参加、大学当局との

緊密な連携も掲げました。

さて、その成果であります。決して満足の

いただけるもので、はなかったと認識していま

すが、自己採点させていただくとするなら、

なんとか及第点ぎりぎりの 60点だと思って

います。

天懇や新年会、総会などへの参加者も増え

ましたし、久し振りに中村君率いる海外登山

隊が今秋サンルン峰へ出発します。

山岳部の方も 3年生 3名、 2年生 3名が残

り、今年の 1年生の部員獲得に期待が持てそ

うです。これには、和田君にお世話になった

勧誘パンフレットや、古野君を中心として作

成してくれたホームページが威力を発揮して

くれそうです。

また活動の拠点となるルームが確保できた

ことは、何事にも勝る喜びと申せましょう。

これは神崎さんのお力添えによるところ大で

すが、学生はもとより、 OBの集会場所とし

ても利用できるのが魅力です。

以上のように大きな飛躍とか、際立つた変

化はありませんでしたが、今後の桜門山岳会

と日大山岳部の活性化の基になるような核は、

できたものと自負しています。

いわば復活の緒についたばかりと申せまし

ょう。今後の課題は、先ずは、ここしばらく

会報が出ていませんので、早急な発刊が望ま

れます。また、間もなくやってきます 80周

年への取り組みも問題です。中途半端に終わ



った 70周年の二の舞だけは、避けなくては

なりません。

幸い次年度に向けた新執行部も決まり、一

段と若返った諸氏に期待したいと思っていま

す。先にも記しましたように、名古屋在住と

いうことで皆様方には、随分私の勝手をお許

しいただきました。そしてこの 2年間を支え

てくれました岡田、大谷、中村、古野、神崎、

高橋の各OB諸氏に心から感謝申し上げます。

また、芝田会長という素晴らしいバランス

感覚をお持ちの会長の元で務めさせていただ

けたことを幸に思っています。幸い芝田会長

には、ご留任いただけることになり、 一安心

です。

私といたしましては、やり残したことがあ

ります。それは、いうまでもなくサンルン登

山隊です。無事日本に帰国させるのが私の責

務と思っています。登山隊のこと改めまして

どうぞ宜しくお願い申し上げます。種々ご厚

情賜りましたことに対しまして御礼申し上げ

筆を置かせていただきます。
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“声"
一平成 10年度・部員

学生の気持ちであるうちに

4年本多直也

後輩たちへ。まだ学生の立場であるうちに

自分が勝手に考えていることを参考までに残

しておきます。

この文章を書いている 99年春現在、多様

化、個人主義は若者のみならず世のなかの風

潮である(大きな割合を閉めるということで、

もちろんそれ以外の人間もいる)。十人十色は

当たり前、 一人の人間を一色で表せない今は

十人百色かそれ以上と言える。大学生しぼっ

て言えば、バイトもしたい、彼氏・彼女もほ

しい、サークルなどはそれなりに楽しくやり

たいがあまりのめり込みたくない、努力して

汗かいているのってダサイ、就職も厳しいし、

という現状である。

山岳部も例外ではない。新入部員に関して

言えば、ほとんどの時間を部活に費やし、

厳しく危険な山に重荷を背負って登り、なぜ

か靴を蹴り込み、ふやかした米を田部、 雪を

解した水を飲み、へつるという聞き慣れない

言葉を覚え、裏声で通信し、頂上で皆と握手

して抱き合い、旗を立てて感動を味わいたい

んですよ、若いときの苦労は山で、帰って言う

じゃないですか、と目をきらきらさせて移入

部してくるわけがない(し、ればそれはそれで

うれしい。が、怖し、)。

けれども 「フリークライミングってかっこ

いいなJとか、映画『クリフハンガー』を観

て「僕もスターローンみたいになれるかなあ」

とか、『サウンドオブミュージック』を観て

「ああ、私もアルプスの山々に固まれてどれ
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蓑歌が謡たいわあjとあ、「ムーンリバーは名

曲だ。山でも歌おう」か、大学がつまらなく

なりストレスからか「本多ぁ~、おれも山の

頂上で叫びてえよお、連れてけよお」とか、

「せた線(世田谷線)よりオレのほうが速いj

と電車で競争したりとか、家の周りの草をい

ろいろと食べてみたりするとか、そういった

アウトドアに対する潜在的需要・欲求・能力

を持っている人は少なくない。…はずだ。.

・・・いるか?

さらにそういったもの以外にも、充実やら

仲間にやら、何かを求めている人は少なくな

い。…・ーはずだ。

人聞が自然の中で安全に活動することは難

しく、その安全を追求することはもっとも重

要なのだが、それができるなら、フリークラ

イミングだけ、スキーだけ、夏山だけ、植物

観察だけ、 トレッキングだけ、マネージメン

トだけ楽しみたいという人間でも部員として

やっていける包容力が山岳部にあればと思う

ときがある。

実際にそのようにすることは難しいのだろ

うか? 自分に関していえば、それはできな

かった。振り返ってみれば、こんな考えとは

正反対の脈々と受け継がれてきたどっぷり合

宿至上主義に浸っていたりするー…・。後輩た

ちにああしろこうしろと自分たちが槍の越し

たことを押しつけるつもりはない。言いたい

のは、とにかく毎年の活動を一定の流れに三

面護岸工事せずに、その年を形成するメンバ

ーによってっくり、舵取りすればいいのでは

ないかということである。

ひとつの目標に向かつて全員でやるか、多



様に行うかなどふた方の長所・短所を考えて

・…。部員の下図や思考は毎年変化して当た

り前だろうから、今年のやり方は今年のメン

バーに限つてのベストを考え、来年には来年

のベストを考える。もちろん昔からのやり方

にはょいところがたくさんあるから温故知新

で。現役部員が安全に生き生きと楽しく活動

している雰囲気が伝わればきっと新入生も入

ってきてくれる。……甘し、か?

毎年総会のころには、「おいおい 1年、こんな

に入ったのかよ、 21世紀にも物好きがまだ

いるんだな」と言わせてほしい。

それから、なぜ山登るのかとか、また山以

外のことに関してでも、悩みすぎて時間を使

うくらいなら、なんらかの行動をとることを

すすめる。悩んでいるだけでは言葉で表せる

明確な答えなんて出ないからね。悩むのも行

動するのもどちらも大事なことだと思うけど、

悩むほうだけに多くの時間を割し、てしまうの

はもったいない。悩んで、行動して、そのう

ち何のことに対する「何故 ?J という問いに

も、「う~ん、好きだからさJと笑顔で答えら

れれば最高だ。そのとき君は輝いているんじ

ゃなし、かな。「好きだから」君は言えるか?

山岳部のょいところ、

悪いところ

4年松本達彦

山岳部の良いところ、悪い所と言われでも

あまりこれだといえるものは浮かんで、こない。

4年間、部活をしてきて、途中、伸司の事故

があったので二度と事故を起こさないように

という意識で、悪いところはみんなで積極的

に改善してきたし、良いところは、これは良

いぞなどととくに意識したこともなかったの

で、浮かんでこないんだと思う。

あえてあげるなら、普通の学生とは少し

( ? )違った経験ができるっところが、良い

ところだと思う。このご時世に自ら進んで困

難を選択する自分たちも自分たちだが、自主

的に取り組めば、きっとそれに見合うだけの

何かを手に入れることができる部だと思った。

悪いところというか、嫌だ、ったところは、

入部したときに比べれば、かなり改善されて

いっていると思う(たとえば部会日数減、講

義会の内容の充実など)。引き続き部員同志で

話し合い、自分たちが事故を起こさないよう

に、また楽しんで活動できるように部を変え

ていければいいと思う。それと、気になった

ことなのだが、山岳だから山に登ることは当

たり前なのだけれど、部員に自転車や海外旅

行をしたいという者がし、たら、そいういう要

望にもできるだけ応えていける部になってほ

しいと思った。そうすれば視野も広げられ、

より多くの経験ができてよいと思う。

自分は今年で山岳部を卒業するのでこれか

らはOBとして学生をできる限りパックアッ

プしていこうと思う。また自分なりの山登り

を見つけて続けていこうと思っている。

最後に、山岳部に入部して、そしてよい先

輩方に巡り会えて本当に良かったと思ってい

る。我が大学生活に悔いなし f

OBの方々、今後とも学生たちを温かい目

で見守り、ご指導・ご鞭撞の程宜しくお願い

致します。

大丈夫? MY山岳部

3年深沢智徳

マイ山岳部。我が青春の山岳部。入部して

はや3年。時が経つのは早いものです。いま
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や私がチーフリーダーとなっているのですか

ら驚きです。でもこんな厳しい現状のなかで

チーフをやるとは予想していませんでしたが。

私にとっての大学3年間はそっくりそのま

ま山岳部での生活に置き換えることができま

す。楽しいこともありました。苦しいことは

もっとありました。悩んだこともありました。

それら全部がいい思い出であり、山岳部を愛

着を以てこう呼べます。「マイ山岳部よ。

今回はマイ山岳部の現状をつれづれなるま

まに書いていこうと思います。

思えば、私の山岳部の入部当初から部員不

足は切っても切り離せない問題でした。私と

同期で入部したのは、私を入れて 2人です。

もう一人の彼は、初夏合宿後退部して、以降、

1年生は一人だけでした。 1年生一人という

のは心細くもあり、つらいものです。私はそ

れを実感しています。ですから、私が 2年生

のときに佐藤が戻ってきて、同期としてやっ

ていたのはかなり違いました。心強かったで

す。

そして現在、私はまた一人に戻りました。

佐藤は 2月合宿に参加して、春山合宿も行く

のですが。今のメンバー構成は、サブリーダ

ーで 2年の小林(大学では 3年)、 1年は石川

(大学では 2年)と京増の計4名です。正直

いって厳しいです。かなり厳しいっす・そし

て合宿に行けるメンバーはというと、小林は

体が完治しておらず、京増は所々の事情で参

加せず、私、深沢と石川の 2人だけです。こ

れはかなり厳しいです。マジきついっス。

…と愚痴を言っても始まりません。今年の

春の新人勧誘を頑張って、新入生の大量入部

を目指します。

一方、我々 4名は現状を悲観せず、憂こと

なく、我々でどれだけできるか、工夫し、

努力していくことが大事だと思います。そし

て、この逆境をより楽しめる余裕を持ちたい
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ものです。来年の春のネパール海外山行を目

標に、それを楽しみにして頑張ります。マイ

山岳部が「大丈夫 ?Jと言われず、「大丈夫だ

な、マイ山岳部Jと言われるように願って。

私が山岳部を一度やめ、

出戻るまでの 1年間

3年佐藤凡

僕が山岳部を 1年で辞めて、まず一番始め

にやったことは空手だ、った。高校に入る前か

ら空手をやってみたいという希望は常に持っ

ていた。しかし、高校には空手部がなかった。

代わりに柔道部があったのでそっちに入っ

てしまった。これはそのときちょうどマンガ

で 「柔道部物語j というものを読んでいて、

それに影響されて『オレも全国制覇するぞ』

みたいな強し、意気込みで、入った。

高校 3年間の結果は黒帯が取れたくらいだ

った。それでも 3年間部活をやり通したとい

うことに少しの達成感、満足感を持てた。大

学に入ったら何をやるべきか自分には 2つく

らいに絞れていたと思う。

高校のときに友だちと奥秩父あたりに山登

りの真似事をしに行った。それが予想以上に

おもしろかったし、それに本も読んだ。具体

的にはシェルパ斉藤という人が書いた(シェ

ノレパじゃないけど)W行き当たりバッタリ旅』

というのが一番大きく影響を受けた。だから

大学に入って自由な時間ができたらいろんな

旅をしてみたい(旅行ではなくタピである)

と思っていた。

もうひとつは前々から憧れを抱きつづけて

きた空手である。大学に空手部はあった。し

かし、極真カラテではなかった。あの『空手

パカ一代』の極真である。大山倍達総裁日く



(あえて“総裁"とつける)、「極真こそが地

上最強の格闘技であるj だそうだ。

実際、僕は本を何冊も読んでそう思ったの

だから、せっかくやるからには極真がやりた

かったのだ。だから空手部に入ることはやめ

て、アウトドア系のサークルを探すことに決

めた。

山岳部を選んだのは、ある友だちに出会い、

その友だちと一緒に山岳部に入ることになっ

たからだ。友だちのつきそいで山岳部を見に

いったつもりが、結局、自分も入ることにな

ってしまった。入部したのは、当時、僕の頭

のなかでいろいろ計算があったのだが、ここ

では本題ではないので書くことはしない。

結局、その友だちは初夏合宿で早々に辞め

ていった。僕も辞めるかどうか迷った。山登

りはこんなに苦しいものだ、ったのか。……当

たり前である。30キロ以上背負って歩く登り

方が、そのときの僕にとって苦痛以外に何が

あるというのか。

しかし、山を下りた後にはあのときの苦し

さを忘れて、いやあの苦しさがおもしろい思

い出に変わってしまうのだ、った。それに中学、

高校と 3年間部活をやり遂げてきた自分には

中途半端に辞めることにはためらいがあった。

だが結局、辞めてしまった。 しかし、辞め

て言うのは何だが、本合宿は辛いことがほと

んどだ、ったが、沢登り、山スキーと個人山行

はおもしろかった。

ともかく中途半端で辞めてしまったことは、

1年間ずっとやけに引っ掛かっていた。空手

の他にもやりたいことがあった。自転車で日

本を縦断してみたかった。だが、夏休みにや

る予定で貯金をするつもりがし、っこうにお金

はたまらず、自転車も買えずに終わった。

夏休みは 10万円くらいの予算で沖縄に行

った。以前から行ってみたかった西表島に行

くためだ、った。イリオモテヤマネコで有名な

島だ。本州にはない植生の森の中を一人で歩

いていたら、道に迷って沢を下降した。普通

の人が行かない湾へ森を 1日かけて通り抜け

て行ったりした。真夏の 40度の暑さの中で

歩くのは苦労した。 1年問、山のほうにばか

り行っていたこともあるが、海の青さ、きれ

いさには本当に驚いた。

こういう海でカヌーを漕ぐのもおもしろい

だろうとか、アダンというアロエの鬼のよう

なものの群生地帯に入って身体中傷だらけに

なったり、その湾の主と呼ばれている老人に

道案内してもらったりした。パイナップル農

園で丸々 1個採れたてをもらった。

石垣島で、は椎名誠が映画を撮ったサンゴが

きれいな海で地元の人と一緒に泡盛を飲んだ

り、赤石と言われている人が、めったに人が

やってこないビーチで、素っ裸になって泳いで

いたりした。

沖縄の旅は 2週間くらいでお金がなくなて

終わってしまったが、非常に有意義なもので

あった。

アウトドア全般(山登り、釣り、カヌー、

自転車など)に興味があって、アウトドア系

のサークノレを見て回る学生は多くいると思う。

山岳部はアウトドア系であるが、文字通り山

登りのみにイメージが固定化してしまってい

て、先鋭的に岩壁を登ったり、または汗くさ

い、きついというイメージしか一般の人には

ないと思う。汗臭くできついのは当たってい

るがそれが全てではないし、良いところもい

っぱいある。

現在、部員は4名と非常に少なくなってい

るが、それに悲観することなく頑張ってほし

い。部員が少ないぶん、一人あたりの予算は

多く使える。それでも矛盾することをいうが、

人が多くいたほうが面白いし、仕事の負担も

軽減される。まずは部員大量入部をさせるた

めに少しでも興味を持ってくれた人や興味の
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ない人でも言葉巧みに(ウソも方便)入部さ

せてしまう。海外遠征も予定しているが、こ

れもいい傾向だと思う。山岳部をやっていて

海外旅行に行くことは日程上、あまりできそ

うにないことだ、ったが、普通の学生は毎年の

ように行っている。それを見て行きたくなる

部員も絶対いると思う。事実、僕も行きたか

った。そういう部員の自由な意見・発想をう

まく取り入れて新しい活動をしていったら

面白いような気がする。現部員で、アルバイト

をしている者はいないが、お金がネ ックとな

ってやめていった人もいることだしアルバイ

トをする環境・日程調整もしっかり考えたほ

うがしw、と思う。

僕は 1年間、部活を辞めてふたたび山岳部

に戻ったが、やっぱりそれだけ山岳部という

ものに魅力にあったからだと思う。 大学4年

間が終わるに当たって残念なのは山岳部を4

年間やって卒業できないことである。僕が山

岳部から離れた 1年間は有意義であったし、

その体験なしで、山岳部を続けることはでき

なかったかもしれない。辞めないで続けられ

る柔軟性も必要であるし、個人でも自分の意

見を通していく、し、かに自分が面白くしてい

けるかが、結局、山岳部の盛り上がりに結び

ついていくことになると思う。

山岳部にはまってしまう人、

はまれない人

2年小林州行

山岳部にははまってしまう人間とそうでな

い人間との違いは、自分のやりたいことに目

標があるかなし、かだと思います。

たとえば、 Aくんと Bくんが同時にパソコ

ンを始めたとします。 2人と もまったくの初
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心者です。

Aくんは「パソコンができるようになるた

め、まず wordができなくては」と考え、『サ

ルでもできる wordの本』を買ってきて練習

しました。次に rExcelもできないとし、かん

だろう」と考え、ひたすら Excelについて勉

強しました。「住所録もつくらなくては、年賀

状も写真の編集もインターネットもメーノレも

とにかくいろいろできないと…」。ところがA

くんはしばらくするとパソコンがだんだん嫌

になってきました。「難しい言葉がたくさん

出てくるし、配線も邪魔くさいし、インター

ネットも初めのうちはおもしろかったけども

う飽きたし一J

次第にパソコンに触れる機会が減っていき、

いまではもう パソコンは部屋の隅っこで挨を

かぶった置物になってしまいました。あんな

に楽しみにしていたはずのパソコンも、興味

を失うとどうでもよくなってしまいます。

一方、 Bくんはとっても助平なやつでした。

Bくんはエロゲームを買いに行きました。一

番Hそうなソフトを選び、家に帰って早速や

ってみました。「うつひょー!J。そのうちに

エロゲームの映像をもっと速く動かしたいと

思うようになり、そのためにはどうすればい

いだろうかと調べ始めました。知識のないB

くんでしたが、道楽のために頑張ってメモリ

ーを足しました。「おっ、速くなったぞJ。さ

らにインターネットにはHな情報がいっぱい

あるという噂をもとに、「こりやたまらんJ。

Bくんは究極のエロゲームを求めてどんどん

ノミソコンにはまっていきました・・・・・・。

たとえ話が若干長くなってしまったような

気もしますが、決して山岳部と関係のないこ

とを書いているわけではありません。

Aくんが山岳部に入った場合、初めのうち

は知らないことばかりで楽しくやっています。

ところが続けていくうちに、ザイルワークを



覚えなくては、講義録も、 トレーニングもと

-。 だんだん面白くなくなってきて、やめ

たくなってきます。

Bくんは岩に登るのがおもしろいなあと思

し、ます。そうなると岩の本を読んでみたり、

フリークライミングPに行ったりするようにな

ります。「あの岩に登るためには技術が必要

だ、体力も、知識も…J。幸か不幸か、 Bくん

は気がついたら山岳部にはまっていました…

Aくんタイプの人間にBくんのようになっ

てもらえたらよいのですが、どうすればそう

なるのかは分かりません。Aくんが面白さに

自分が気づくように、諦めないで機会を与え

続けていくことがとりあえず必要だと思いま

す。

どんなことであっても自分のやりたいこと

に目標を持って一生懸命やればいつかは一人

前になれると思います。

山岳部を 1年間やってきて

思うこと

1年石川重樹

山岳部での 1年間を振り返って思うのはい

ろいろありすぎて、纏まらないが、まず第ー

にあげられるのは、すべてが新しいものへの

挑戦だ、ったということだ。3000m級の山へ行

くのも初めてのことだ、ったし、 30キロの重荷

もそうだ、ったし、フルマラソン、スキーも生

まれて初めての経験で、新鮮だった。

なぜ山岳部に入部し、続けているのかとい

う問いに対して、好奇心を満たすため・他人

にはできない、自分にしかできないとい う一

人よがりの誇りがあるため・偉大な先輩方に

真の男の姿を見いだし、自分もそのようにな

りたいと憧れるため・単なるナルシストのた

め・なぜクライマーは命と金を賭けて山へ登

るのかを突き止めるため・普通の生活では味

わうことのできない感覚(充実感、征服感、

生命感 et c)を味わうため・社会勉強をす

るため。

以上、主たる答えをあげてみたが、まだま

だたくさんある。

山岳部に入って視野が広がったとも思う。

これまで裟婆の世界しか知らなかった自分が

壮大な自然を相手にしている人たちがいるこ

とを知った。そして自分もその自然を知った。

人聞がし、かに弱し、存在であるか、自分が生き

ていることが不思議だと思った。自分のこと

を心配してくれる人たちがいたし、応援して

くれる人、反対する人、いろいろな“人"を

知った。

近頃、自分がし、かに大きな組織に所属して

いるか感じている。数々の記録と多くの名ク

ライマーを生んだ“日大山岳部"という組織

の歴史と伝統を。そして、この看板を背に係

わってきた人たちは、いくつになっても目の

輝きを失っていない。擦とした一本の筋を感

じる。たぶん、本人たちは意識していないの

だろうけど。

ある人から聞いたことがある。「人が人を

癒すには限界がある。結局、人は自然に癒さ

れる」。本当かどうかはわからない。だが、た

しかに自然には厳しくもあり、美しくもある。

ただ楽しいだけでは自分はやっていない。

学生時代にしかできないことをやれとよく

いわれる。いま、なんとなくわかるような気

がする。いましかできないこと、自分にしか

できないこと、それを見つけるのが学生時代

だ。山岳部に入ることができて運がよかった。

エベレストの写真集を見ていたら、裏表紙

に作詞家の阿久悠の詩が載っていた。

「崇高にして倣慢な神 夢という甘い重いを
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打ち砕く 山が微笑むわけでもなく 侵すべ

からずと拒みつづ、ける中で怒りにも触れず

お答めもなく スックッと誇り高く立った男

たちが 心の旗を翻したことを 思い浮かべ

てみるがいい萎えた心では進めない嘆い

ていては歌えない 最後の一歩が希望そのも

ので、あったように それぞれの人の無念に快

挙の旗が立てられるJ(一部抜粋)

世界最高峰のエベレストの頂への最後の一

歩は希望そのものだった。人という小さな存

在が、自然の頂点に足跡、を残した。それはこ

の詩の怒りにも触れず、お静めもなかったか

らだ。人が自然に立ち向かっていても、当人

は、はるか彼方。自然は大きい。

私の食糧日記

1年京増朋子

1年の初夏か夏合宿で、今回の合宿は食糧

係をやってみようと決めたら、いつの間にか

部の食糧長になっていました。献立を立てる

際に難しいことは、予算、生ものはあまりあ

とまでもたないこと、重さ、そして何より全

員で食べるので人の好みがあるということで

す。食糧係は自分だから、献立は自分の好み

でいくぞ、というわけにもいきません。私の

好みにしてしまうと、毎日お茶漬けとか、毎

日チョコボールとかになってハチャメチャに

なってしまいます。

献立を立てるなんて最初はスゴく嫌でした

(というより、いまも好きではないです)。

しかし、いい加減な献立を作るのは、食費を

出してもらた部員の人たちと、料理される野

菜に失礼なのでそういうわけにもし、かないの

です。

その点、個人山行で何を食べるかというこ
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とになると、自分の好きなものを食べたいだ

け持って行けるので、買い物をするときには

気合が入ります、みんなで交換し合えるとい

うのもいいです。 OBの方から、沢に行った

ときに、岩を熱くして肉を焼いて食べたよと

いう話を聞いたとき、『おおっ、スゲ、ェ! 沢

の楽しみ方を知ってるな』と感じました。

一泊二日くらいの山行だ、ったら、かなり自由

が効くので、おもしろい山行になると思いま

す。岩で焼肉・…一一度やってみたいです。

合宿中、朝起きたときに飲む紅茶は、紅茶

を飲むことに意味があるのか、それとも水分

と糖分を摂ることに意味があるのでしょうか。

聞くところによると紅茶には何か意味がある

らしいです。

それと、部にある大鍋はスゴイです。何が

スゴイって鍋底の中心がぽこつと盛り上がっ

ているので、油を入れてものを妙めようとし

ても全部油が脇にいってしまうので、妙まっ

ているというより揚がっているという感じで

ほとんどしゃぶしゃぶ状態なのです。おもし

ろいといえばおもしろいのですが、結構手聞

がかかります。いったいなんでああなってし

まったのか。

初冬山行で初めてベミカンを使い、酢豚が

夕食だったとき、私は酢豚というものが、と

ろとろしたものだと思っていたので、それな

りに水を入れると「水はたっぷりねJと先輩

にいわれ、ベミカンがたくさん水を吸うもの

なのかと思い、できてみるとやっぱりスープ

になっていて『酢豚じゃないじゃん!~

と驚きつつも、なかなか美味しく食べていた

のを覚えています。

合宿の食事はまずし、! といっても、山で

食べているときは結構美味しく食べているよ

うな気がします。しかし、いったん下山して、

ご、った混ぜになったレーションを見るのはつ

らいです。



「今日のメシは00だ! 頑張ろうぜ!J 

そう声を出せる献立を立てるべく、食糧係

の道を歩んでいこうと思います。

*補足

・食糧係:合宿中の献立を作成。在庫をチェ

ックし、買い物リストを作成する。

・生もの:夏合宿では肉の保存は;妙めた肉を

味噌漬けにする方法が主流。塩漬けにしたこ

ともあったが、塩辛くて食べられず。

-朝の紅茶有力な理由は新陳代謝を高める

ためだとか…・・・。 そのほか、凍傷防止のため

だともいわれる。

-大鍋:主に夏合宿で活躍。たいてい 1年が

背負う。パッキングが難しいため、大鍋担当

になるとショック。ザックの外側にく くり付

けるため、底が自然とボコボコに。

・ベ ミカン:たっぷりの油を使った野菜妙め

を冷し固めたもの。山では湯で溶かし、さま

ざまなルーを入れていただく。冬山で活躍。

以前はラードを使用していたが、中村進OB

の「体によくなしリという指導で、 92年、食

糧長だった中村順哉OBがサラダ油を導入。

現在、大学山岳部でベミカンを使用してい

るのは日大山岳部と早稲田大学だけといわれ

る。他大学では手作り乾燥野菜を使用してい

るところも 。例・東京農大、成渓大。

(快記)
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寄稿
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出 ぷ泳
三三 し、

千谷雅子

若い頃の願望のひとつに結婚しても、山に

行きたいという思いがあった。

戦争中、友人達と奥多摩あたりをぽつぽつ

と歩きはじめ、戦後何も分からないまま、日

本山岳会を訪れた。御茶ノ水のルームの雰囲

気が楽しかった。

(左から)私、水掛その子さん、千谷壮之助、

佐伯文蔵氏、金坂一郎氏

(貧Ij沢小屋前にて、昭和 26年 7月 28日撮影)

昭和 26年、彼に出会い、生まれて初めて

の高山、錦岳に連れていってもらった。彼に

とっては、随分とお荷物の山行だったと思う。

その後、どんどん山にのめり込み、穂高へ、

鯛へ、そして縦走と、彼と一緒に歩いていれ

ば何の不安もなかった。

そして彼はマナスルへ、しかし決して人様

の前で、それを口にすることはなかった。

そして結婚、スキーに、山に、休み毎に足

を運んだ。子供ができてからは、山から遠ざ

かったが、スキーだけは、山岳会以来の友人

達と子供連れで楽しんだ。夏は海にと子ども

を主体とした生活になり、彼もずっと付き合

ってくれた。

子どもが成長し、 二度目の山行ができるよ

うになった。彼との山行は、昭和 62年の鯛

岳を最後に、以後彼は古墳や歴史的に興味の

ある場所にせっせと通い、後にはスペインに

何度も通い、その写真の数はおびただしい。

彼はどこへ行くにも、勉強して行くことを

望んだ。ヨーロッパで、は、 二人だけのトレッ

キングも楽しんだけれど、「山だけでなく、都

市も見なさい。 ドイツ語ももういっぺん勉強

してj といわれた。彼自身は、英語、 ドイツ

語、フランス語、そしてスペイン語の勉強と、

グリンデルワルドでは、イタリア語も通じた

ので、び、っくり。

子育て後、私は女二人で山行を続けた。彼

は何も言わずに出してくれた。よくぞ信用し

ていてくれたのかなという感じでした。

そして阪神大震災、すぐに関西在住の方々

の安否を確かめ、皆無事だ、ったよといい、 一

人神戸の方のみ、家の倒壊で彼独特のお見舞

し、やら、元気づけをずっと続け、彼亡き後今

でも奥様から、「壮之助様のあの時の言葉は

忘れられなしリ「思い出しても涙がこぼれるj

と書いてよこされる。彼は、誰にでも誠実な

人でした。

いつもわがままな私に付き合ってくれ、希

望通りの人生を送らせてくれた。いつも山の

景色の中で、ゲートルに紺のチョッキ、ソフ

トか手拭をかぶり、岩の上に立っている後姿

が忘れられない。

山行中、疲れて文句をいうと、彼はいつも

「仕方がなし、から歩こうよj と言った。

長い間を本当にありがとう。

《編者注》この追悼文は、千谷壮之助氏の夫

人より、在りし日のご主人を偲び生前寄せら

れた愛情に対し感謝を込めて寄稿されたもの

である。
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初登頂!

リャンカン・カンリ7535m

中村進

1999年の春、日本リャンカン・カンリ登山

隊に参加した私は、幸運にも中国チベットに

蛇立する未踏峰リャンカン・カンリを初登頂

することができました。ここにその概要をご

報告させていただきます。

この登山隊は当初、日本山岳会ガンカー・

プンスム登山隊として出発し、 1998年の秋、

隊長伊丹紹泰、中村進、山本篤、及び、読売

新聞社の井原敦、宮坂永史の 5名でガンカ

ー・プンスムの偵察を行いました。この偵察

の時、ガンカー・プンスムから北に伸びる稜

線上に舵立していたリャンカン・カンリを望

み、この山がいまだ誰一人足を踏み入れたこ

とない人跡未踏の山であることを確認しまし

た。

一方、ガンカー・プンスムの登山は日本山

岳会に不測の混乱が生じ、中国からも登山延

期を要請されたため、登山計画は白紙に戻っ

てしまいました。それもすべての隊荷の梱包

を終えた、出発 1ヶ月前のことでした。

-.e.は解散しかけた登山隊でしたが、

リャンカン・カンリ峰なら登山の可能性があ

りましたので、日本山岳会から離れ、日本リ

ヤンカン・カンリ登山隊を組織し改めて中国

に登山許可を申請しました。その結果、中国

登山協会から直ちに許可が下り、さらに多く

の岳友たちの支援を得て実現に至りました。

一方、この登山は日中登山交流 20周年記

念として、中国の特別な配慮、ご協力を頂い

て行われた登山でもあります。

では、以下に登山行動の概要をご紹介しま

す。
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リャンカン・カンリ (7535m) (撮影小林尚礼)

《行動概要》

1999年 4月 18日、伊丹紹泰隊長他 10名

の隊員はジープ、マイクロパスに分乗、隊荷

を積んだ大型トラックと共にチベットの区都

ラサを出発。10時間ほどで、海抜 4500mに

ある最奥の村、ヨジツオンツォに到着。

村からは馬を利用し、 2.5トンの隊荷を 2日

がかりで 4750mの BCへ運搬。 4月 21日、

リャンカン氷河とナムサン氷河の出会いに

BCを建設。

23日 登山活開始。

25日 5350mに C1を建設。

26日 C2への/レート開拓に成功。

28日 荷上げ開始。

30日 荷上げ、 C2入札

5月 1日 C3ノレート工作。

2， 3日 C3への荷上終了。

09日 第一次アタック隊初登頂に成功。

10日 第二次アタック隊も登頂に成功。

15日 BC撤収。

ガンカープンスム偵察の成果もあり、登山

は順調且つ、非常に早いベースで進行しまし

た。心配していた下部アイスフォールも安定

しており、約 11ピッチのフィックスを張っ

てルート開拓に成功。その後、さしたる困難

もなく 6920m地点に C3となるアタック

キャンプを設営。BCで 2日間の休養をとっ



た後、 5月 9日、 10日の二日間に亙って 10

名の隊員が初登頂しました。

《この登山の特徴》

一、短期間の登山

この登山は BC建設から登頂まで 18日間

と、早いベースで進行し、さらに、殆どの隊

員が 6920mの C3に一度の往復のみで、

BC休養を経て 7535mの頂上アタックを

行い、高度の影響も受けずにうまくゆきまし

た。その理由としては、全員が高所登山のキ

ャリアを十分持っていたことと、ルートがさ

ほど、困難で、なかったことなどが上げられます。

一、 9大学からなる混成ノミーティ

この隊は明治学院大、日大、明大、信州大、

立正大、京都大、愛知学院大、成城大等、異

なった 9大学からなる 11名の隊員によって

編成されましたが、 一糸乱れることのないチ

ームとなり、初登頂をものにしました。そこ

には、お互いに尊重と協力の精神を損なわな

かったことが上げられます。

一、初登頂と若者の成長

未踏の山へのチャレンジは、すなわち未知

への領域を切り開くことになりますので、登

山者は本当の自分の力が試されます。

ですから、その未知の領域を切り開いたと

き登山者は最高の充足感と自信を獲得してゆ

くことになります。

この登山にはすでに 8千メートルを 6座も

登頂した山本君や K2、マカルー、マナスル

などを登頂した高橋君、竹内君、加藤君など

がし、ましたが、その彼等がリャンカン・カン

リの頂きに立ったとき、涙を流し、最高の充

足感に達したのは、自らの力で未知の領域を

切り開いた初登頂だ、ったからに他なりません。

その後も、高橋君、竹内君、加藤君らが

リャンカン ・カンリ (7535m)山頂

(左から)山本、中村、高橋 Dr.佐藤

GII、GI連続登頂、ナンガパルパート等で

活醒していることは十分うなずけることです。

「山がそこにあるからjではなく、「その山が

未知なる山だから、まだ誰も登ったことがな

いから」これが私達を山に駆り立て、高め、

そして登山を最高に面白くしてくれることと

言えるでしょう。

リャンカン・カンリ、いい登山でした。

『日本リャンカン・カンリ登山隊 19 9 9~ 

隊長伊丹紹泰明治学院大学山岳部 OB

副隊長中村進 日本大学山岳部 OB

登肇隊長山本篤 明治大学山岳部 OB

登肇L 鈴木清彦 愛知学院大学山岳部 OB

隊員角谷道弘 信州大学山岳部 OB

小林尚礼 京都大学学士山岳会 OB

竹内洋岳 立正大学山岳部 OB

高橋和弘 明治大学山岳部 OB

加藤慶信 明治大学山岳部 OB

高橋純一(医師)京都大学山 OB

佐藤大輔(通訳)成城大学山岳部 OB
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カンチエンジュンガ北面

1998年日本山岳会青年部

カンチェンジュンガ北面登山隊

に参加して

平成4年生産工学部卒

山本茂久

学生時代からあまりヒマラヤ志向ではな

かった私が、 3年前初めて本気でヒマラヤに

行きたいと思ったのだが、なかなかうまくい

かなくて困っていたときに今回の話がやっ

てきた。“カンチ北面・谷川隊長"というこ

とで即決したが、隊長以外殆ど面識が無いメ

ンバーと果たしてうまくやっていけるかが

少し心配だ、った。

準備が始まって皆と話すうちに、個性的だ

けどいい人達に会えたと思った。実際の準備

が始まると、皆が時間を作って作業を進めて

行く中で、仕事を理由に自分だけあまり手伝

うことが出来ず心苦しかったが、そのことに

一切文句を言わないメンバーに感謝した。

今回の登山が、ヒマラヤに限らず海外登山

初体験の私で、はあったが、いままで他の遠征

の準備を見たり、報告を聞いたりして大体の

ことは想像がついたつもりだ、った。しかし、

実際に準備をして、登山を始めると、想像を

超えたことが沢山あり、それぞれに感動した

り、驚いたり、反省したりと、ここに書きき

れないほど沢山の経験をした。

今回高所初体験の自分は実際にどの程度

高所に順応出来るのかが、当然のことながら

まったく分からず、どこまで行けるのかとて

も興味があった。しかし、キャラパン 2日目

からすでに調子が悪くなり、 BCにいてもい

っこうに良くならない。キャラパンの間も皆

と/1頂化行動をしっかりやってきたし、これで
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高山病になるようではこの隊ではついて行

けないと自分に言い聞かせていた。しかし、

トレーニング不足を後悔しながらも、これば

っかりはそういうレベルではないなと d思っ

た。

登山活動を始めてから、 C1との往復をす

るうちに調子が良くなるかと思った。しかし、

下りの時だけ調子が良く、 BCに着くと再び

頭痛と吐き気と下痢が襲う状況が続いた。2

回目の荷揚げの前に田辺さんから-A降り

るように勧められたが、ここで降りたら荷揚

げを続ける皆に申し訳が立たないし、体裁上

もう復帰出来ないだろうと思い、行けるだけ

行くことにした。しかし、結局出発直後にあ

まりにも弱々しい自分に気づき、そのまま

1000m下のカンパチェンまで降りることに

した。

カンパチェンまでその日のうちに下ると

頭痛はおさまったが、胃痛と下痢は変わらな

い。とにかくここで飯が食えるようにならな

いと、 BCへは戻れないと思った。一緒に付

き添って来てくれた、キッチンボーイのマハ

ビールが色々と気を使って食べ易いものを

作ってくれるが、最初はなかなか食べること

は出来なかった。ここでの 2日間はゆっくり

とした時間の流れの中で、散歩をしたり、ヤ

クを眺めたりしながら、あせらずのんびりと

過ごした。そして、休養 2日目の夜には腹い

っぱいタルカリを食べられるようになり、

BCへ戻る自信がついた。

3日目になる 4月8日にカンパチェンを出

発。キャラパンのとき 8時間かかった道のり

を、たった 3時間でロナークに着く 。体も非

常に軽い。あらためて高所/1慎応の影響の大き

さを知った。BCに着くと、 fl日休養して、

C隊のメンバーとして荷揚げに加わるよう

に」との指示があった。 3日も荷揚げを休み、

順応にも問題がある私は、もう登山活動に戻



つてはいけないのでは、と思っていたので、

この指示は非常に嬉しかった。

その後の荷揚げでは順化はスムーズ、だ、っ

た。 しかし、体調が良くても経験あるメンバ

ー達のベースには追いつけなかった。

登山は強力なメンバーの力で非常に順調

に進んだ。 A隊の谷)11、赤坂、奥田、B隊の

田辺、広瀬、椎名という経験豊かなメンバー

のチームが交代でトップに立ち、 C隊は経験

が無い山本、中村、大橋を経験者の長久保が

引っ張る形で荷揚げに徹した。3隊がそれぞ

れ自分の仕事をきっちりこなしたため、

C 1~C2 、 C2~C3、 C3~C4 とそれぞれ技術的

に難しい部分があったにもかかわらず、スム

ーズにルートは延びていった。

C4 (7900m)の設営が完了し、全員が C

4までの荷揚げをこなした時点で、全員が頂

上アタックできる体制が出来上がった。

今回は 1回もルー ト工作に加わることも

無く、僕ら初心者 3人は、 他のメンバーに気

を使ってもらいながら荷揚げを続けたのだ

が、本当に力の差を強く感じた。と同時に、

こんな私でも頂上アタックのチャンスがあ

ったということは、隊全体の力が強かったと

いうことだと思う。

一次隊が登頂するまでは何のトラブルも

無く、みんな良い雰囲気を作ってやってきて

いただけに、残念な結果になってしまったが、

もし、一次隊が成功して、自分がアタックに

出ていたら、と今になって考えるとどうなっ

たかは分からない。この答えが出ない限りは、

このスタイルでこのクラスの山に挑戦する

ことは出来ない。しかし、今回のスタイノレは

国内の登山の延長で考えられる、とてもシン

プルな登山が出来たと思う。

ヒマラヤ登山では、ルート選びよりも気の

合ったメンバーを集めるほうが大切だ、とい

う話を誰かから聞いたことがあった。今回は

ノレートも良かったが、メンバーはもっと良か

ったと思う。

素晴らしい経験をさせてくれた素晴らし

い仲間に感謝したい。そして、今は無き 2人

の仲間の冥福を祈って・・・。

韓国クライミングツアー

緑風たちぬ~韓国・仁寿峰

1999年AUTUMN

鈴木快美

動機は不純だった。

99年 1月、冬季アジア大会の取材で韓国を

訪ねた私は、警備にあたる軍人 3人から、ラ

ブレターをもらったのである。それは「一目

会ったときから僕の世界が変わったJr一緒

に未来を築こう」という熱烈な内容だった。

当然ながら私はそんな経験をしたことはない。

気をよ くした私は、“し、ーじゃん韓国。また来

ょっ， "と心lこ決めて、帰国の途に着いたの

だ、った。

そしてその願いを叶える絶好の機会はすぐ

にやってきた。 5月の下旬、『岳人』をめく

っていると、韓国ソウル市内にある仁寿峰と

いう山が、日本からすぐ行ける“プチ ・ヨセ

ミテ"として紹介されていたのである。

くわしく読み進めると、仁寿峰はダイナミ

ックなスケールを誇る岩山で、しかも 5.9程

度のルートも数多く存在するとしづ o しかも

私の苦手なカチ系(つまり石灰岩とか)では

なく、スラブ系(花闘岩とか)で構成されて

し、るとのこと。体が重いせし、か少しでも岩が

かぶると、まったく身動きができない私にと

って (当時、体脂肪 32%)、微妙なバランス

で、登っていけるスラブは、まだ攻略しやすい
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岩質といえた。つまり、仁寿峰は私にも登れ

るということである。

そう判断するやいなや、さっそくパートナ

ー探しが始まった。ターゲットは大学6年生

で時間ならたっぷりあるひとつ下の宇田川勲

である。本を読み終えるとすぐ電話した。

「もしもし、あのさ一、 7月に韓国にフリー

クライミングしに千子こうよ」

彼の地での楽しかった日々を回顧し、 1日

も早く閉じ状況に身を置きたかった私は、 2

カ月後という急いだ申し出をした。しかし、

当然ながら宇田川は私の魂胆を見透かしたよ

うにこういった。

「何いってるんですか。2カ月後なんてダメ

ですよ。だいたい鈴木さんは 5.9リードでき

るんですか。ちゃんとトレーニングしてった

ほうがおもしろいですよJ

まったくぐうの音も出ない答えである。こ

うしてこの翌週から 9月の出発まで、小)11山

に毎週通うという生活が始まったのである。

小川山でのトレーニングは、私はスラブ、

クラ ックの 5.9、宇田川と新たに加わったメ

ンバー小林州行は、 5.10を9月までにリード

できるようになることを目標に掲げることに

なった。この設定の低さをあざ笑う先輩もい

たが、フリークライミングが苦手な私にとっ

てはけっこうなハードルである。また「セン

スがなしリといわれ続けてきた宇田川にとっ

ても大変なことだっただろう。何故なら学生

の夏山合宿にも同行し、夏の 2カ月問、入山

日数 48日としづ驚異的なことをやってのけ

てもいたのだ。ただ小林だけは例外で、あま

り小川山に来られなかったにもかかわらず、

出発直前、宇田川がやっと登れたルートをや

すやすクリアーし、宇田川に苦々しい顔をさ

せたこともあった。

そしてときは巡る。4カ月もの小川山通い
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が終わり、 9月 17日、韓国行きの日がやっ

てきた。装備は日本とまったく同じで、これ

ぞ、日本の山登りの延長ってやつである。小

林が学生だ、ったのでコーチ会に計画をチェッ

クしてもらったが、それもたった 1回で終わ

った。理想的な海外遠征の形だ。うきうきし

た気分で日本を発ち半日経たないうちに

ソウルに着いた。

市内からタクシーで 30分ほどの仁寿峰の

登山口は、ピクニック客も多く、奥多摩みた

いな雰囲気のところだ、った。中高年の登山者

が多く、おばちゃんがかしましいのも同じで、

山小屋の従業員という感じの背負子を背負っ

た人がし、る。出っ歯にした歌手の長洲剛に似

ている。思わず、じっと見ていると長淵もど

きはこういった。「ハリケーン、カミングj

空は青空。えっ! という感じである。聞

き間違し、かと思ってもう一度尋ねた。しかし

、彼は同情するように繰り返した。「トゥモロ

一、アンド、アフタートゥモロー、ハリケ

ーンj。

そして悲しし、かな、この言葉どおり仁寿峰

は雨に崇られることになるのである。

登山口から 1時間ほどで拠点となる白雲山

荘に着くと、さっそく取付を探しに行った。

取付を見つけると、韓国の大学生らしき人た

ちがすで、に登っている。岩場は『岳人』に書

かれていたとおり、巨大な洗濯板をゆるやか

に斜めにしたような岩場で、勢いをつけて走

ればそのまま登れてしまうような印象だ。そ

してやはり『岳人』にあったとおり、 1本 1

本のピンの位置が異様に遠く、やけに恐ろし

い。それなのに大学生たちは下から 2、3本

目にいるにもかかわらずランニングビレーも

とらず、洗濯板の上でぶらぶらしているのだ

。落ちたら滑り台のように着地できそうでは

あるが、そううまくはいかないのは間違いな

い。韓国人は熱き魂の持ち主であるらして、



登り方も豪気なのだろうか。 トリッキーさを

できるだけ遠ざけたい私にとって、信じられ

ない光景だ、った。

そしてこの日、空は晴れから曇りに変わり、

やがて雨に。大学生を眺めたあと、ロープ 1

本で登れるフリールートで遊んでいたら、雨

足がさらに強くなり小屋に帰るはめになって

しまった。

翌日、さらにその次の日も長淵もどきのい

うとおり、台風接近で雨となった。たしかに

9月は台風シーズンまっさなかだが、まっ、

大丈夫でしょ、という浅はかな目論見は完全

に外れたことになる。

しかし 1週間の滞在を予定していた私と宇

田川はまだました、った。気の毒だ、ったのは、

4日間しか韓国にいられなかった小林である。

あっという間に帰国日を迎え、結局、初日

に登ったフリールート 1本だけに終わるはめ

になった。お土産用に購入した栗を片手に空

港奥へと進む小林の背中は、さすがに哀愁が

漂っていた。しかし、なぜ小林がわざわざソ

ウルで、大量の栗を買ったのか、はたして税関

を突破できたのかは、いまも謎である。

さらに小林が帰国した翌日も雨となった。

きっと登れるだろうというかすかな希望が遠

のいていく 。だがこの日は暗い気持ちを慰め

る出来事が起こった。ソウル市内観光にも飽

き、小屋でうなだれる私たちを気の毒に思っ

たのか、もうひとりの小屋の主、金さんが「

食事で使う松を取りに行くついでに、周辺を

案内するよ」と申し出てくれたのだ。

金さんは、いかつい顔にきついパーマで、か

なりの強面(しかも田中輝似)なのだが、フ

ノレートを奏で、ボルトが壊れても、「岩を傷め

るから」という理由で、古いものをきれい

に抜き取ってから、同じ場所にボルトを打ち

込むとし、う美学の持ち主だ。昨晩、午前 1時

すぎまで飲み明かしたときも、晴れたらナイ

トクライミングに連れていってあ

げるとと話してくれた(ちなみにナイトクラ

イミングとは、月明かりのある夜、岩登

りするというもの。ソウルの夜景が一望で、き

てそれは美しいそうだ)。インテリジェンス

を漂わせる渋い山男で、あった。

金さんとのピクニ ックはスリリングに展開

した。途中で雨がアラレになり、短パンの私

は9月なのに凍えそうだ。しかも仁寿峰と双

耳峰をなす主峰の白雲台山頂までは普通の道

を通ったのだが、以降は道なき道というか、

崖を行った。スラブの一枚岩をずりずり下り

たり、『タイガーケイブ』という洞穴を四つん

ぱいでくぐったり…・一。金さんは屈強な体

の持ち主でもあり、決して普通のピクニック

をさせなかった。あとから聞けば、このルー

トも本来、上級者ピクニクラ一向けガイドル

ートのひとつだったらしい。 90分くらい案内

してくれたあと、まだ仕事があるからとどこ

か山奥に消えてしまった。

午後は「そろそろ体がなまってきたね」と

宇田川と意見が一致し、あらかじめ日本でチ

ェックしておいたクライミングジムに行くこ

とにした。地下にあるそのジムは、壁一面落

書きがしてあり、昔の学生運動の本拠地みた

いなところだ。しかも、そこで、登っている男

性はみな、異様に鍛えられた体がチラチラ見

えるタンクトップを着ていて、そろって自信

ありげなのが気になる。日本にいる問、宇田

川は体に自慢を持っていて上半身を見せて

登りたがっていたので、私は内心『うざいな

あ』と感じていたのだが、ここでは完全玉砕

である。Tシャツを着て恥ずかしそうに登っ

ているのでげらげら笑った。

そして帰国前日、登るチャンスがとうとう

やってきた。この日は曇りでいっ降りだして

もおかしくなく、すこし迷った。しかし、今

日はもう最後。迷ったら行くしかない。だめ
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だったら下りてくればいい。なんとかなるだ

ろう。

ノレートは仁寿Bを選んだ。30mのクラック

が続く人気ルートである。準備を完了し、宇

田川に先行してもらうと、途中、すこしかぶ

ったところで、小雨がぱらつく 。その手前で一

度落ちた宇田川が、さらにひるんでいる様子

がわかるが、なんとか 1本目を完登する。 し

かし、苦戦したのはここだけで、あとはぐん

ぐん高度をかせいた、。

60mのロープをめいいっぱい伸ばして先

行している宇田川の姿は見えないが、楽しん

で、登っていることがロープを通して伝わって

くる。彼の登ったあとを辿るとそれも納得で、

クラックにはさんだ指と足がきっちりはまり、

階段を上がるようによじれる。恐怖感なし

に高度感を感じられる快適バランスがいいの

だ。また途中で雨もやんで、さらに高みへ行

くと、風が吹き抜けますます気持ちいい。私

にとって、初めての岩場はいつも怖い存在で

しかなかったが、ここでの約 3時間、感じて

いたのは終始さわやかなすがすがしさだった。

山頂ではソウル市内が眼下に広がった。

街に出ていた聞は、街のどこかしこにある

赤の色彩、そしてハングルに酔ってしまいそ

うだった。とにかく極彩色ないろどりに心が

休まらない気がした。降り続く雨にどこか

いらいらしていたのだろうか。

しかし、ここから見るソウルは緑色が目立

つ穏やかな街だ。ひとつの街に対する印象が

、あまりに違うことに軽い驚きを覚える。高

い山は見えない。ゆるやかな大地が大陸的に

広がっている。「ああ、登れたのは 1本だけだ

ったな」とつぶやくように思う。でもまあ

それもよかろう、とりあえず登れたのだから。

とにかく山頂は気持ちいいし、晴れやかな

気分だ。し、まの仁寿峰にまつわる私の記憶は、

最後に山頂から眺めたときの印象を持って
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完結している。

DATA 

・アクセス

仁川空港からタクシーで登山口「道成寺(ト

ソンサ)Jに行ってもよいが、地下鉄4号線

「水職(スーユ)J駅で下車し、タクシーを使

ったほうが安上がり。登山用品を購入した

い場合は、東大門へ。登山用品庖街あり。韓

国製のフレンズなど、日本の半額で買える0

・装備

ロープは 60mがベスト。50mの場合、下降用

に2本必要。カム類は最低 3セット。#4、

5を多めに。シュラフ、マットは必携。

・情報

『岳人~ 163号がもっとも便利。『岩と雪』

136 号、 163 号、書籍『韓国の岩場~ (カモ

シカで小冊子で、売っている)、星稜登高会会報

13号、インターネット上でも仁寿峰で検索

可能。

・白雲山荘

一泊 2食付き約 3000円。食事はボリューム

あり。-02-907-7242

.き三五
にコロロ

白雲山荘では基本的に韓国語のみ。スタッフ

によっては英語可。

・クライミングジム

入場料 400円。交通)地下鉄 1号線「祭基洞

(チェキドン)J駅下車。 6番出口。徒歩7

分。住所)ソウル市東大門区YONGDOO

洞 2-42-119、地下 1階 ・ 02-928

-4677時間) 17:00 ""'23:00 (土曜日は

13:00より)



|追悼|
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樋山君を偲ぶ

昭和 45年 卒 原 田 洋

54歳の小生にとって二人目の追悼文とな

り「何故」と言わざるを得ない。40歳代で同

期が二名他界する事はこの上も無く残念であ

り、アンウンの呼吸で話しが出来た二名がい

なくなる事は自分の故郷がダムの底に沈んで、

しまった様な虚脱感に等しい。

樋山君の言卜報を聞いたのは香港に在席して

いた時で、古畑兄より電話を貰い、まさかと

思いながらも半年以上前の事を思い出した。

出張で日本へ帰国してい時にシタツツラの仲

間内の昼食会があり、其処で樋山君が肺にカ

ビが生える病と知ったが本人は到って元気で、

私も大した病気では無いと思い込んでいた。

ところが後で、知った事だが、其の昼食会に出

席していた連中は彼が肺がんである事を知っ

ていた様だ。その時知っていれば何か出来た

と言う分けではないが何か呆気ない別れとな

ってしまった。

「じゃ~またJが最後の会話だ、ったと記憶

している。香港に居た関係で葬儀にも出席出

来なかった事が悔やまれる。

学生時代、 一年生の頃は合宿でアゴを出す

のは私か彼で、その面からも入部した時から

気が合った。双方空気の様な存在と思ってい

たのか今思えば特別なエピソードがある訳で

も無く、多分お互いに何となく同じ行動をし

ていたからかも知れない。四年生になって卒

業したらニューギニアの旧スカルノ峰(カノレ

ステンツ)へ行こうとインドネシア大使館を

訪問し可能性を調べた事があった。結果的に

ヒマラヤが解禁となりシタツツラへの遠征に

繋がった。
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在りし日の樋山君(左)と平野君

この遠征まではお互い同じ方向を向いてい

たがシタツツラから帰国後、数年後に彼は再

度ヤルンカン遠征隊に加わり不完全燃焼の気

持にピリオドを打とうとした。私は仕事一辺

倒の生活で日本を留守にする事になったが、

落ち着いたら再度昔に戻って新宿の飲み屋街

を歩き回り度いと願っていた。自然の付き合

いで、あったので、今でもヒョと電話が来る様

な気がしてならない。重ね重ね残念である。

ご冥福を心から祈りたい。

平成 7年 11月 10日逝去享年 48歳



伸司へ

宇田川勲

思えばまことに短い一期一会だ、った様な気

がします。

伸司と出合ったのは、平成六年の四月、農

獣医学部のキャンパスでした。新人生の中で

も背が高くガッチリとした体、そして厳つい

顔は一際目立つものが有りました。入部した

当時は「無愛想で話しにくそう Jなんてこと

を思い、話し掛けることも少なかった様な気

がします。また、伸司には直接聞いたわけで

は有りませんが、だらしない所の多かった私

をあまり好きではなかたのかも知れません。

然し、月日が経つに連れ、伸司がたまに言う

あまり面白くないギャグや、笑顔などを見る

に連れ「無愛想で話しにくそう Jという当初

の印象は薄れ、話す事も多くなりました。

伸司と話すと、私の考えの足らなさや、また

勇気づけられたり、どっちが上級生だか解ら

なくなる程、しっかりとした考えを持った奴

だと感心させられることが多かったのです。

山に関しても、知識、体力、技術などもあ

り、何よりも山を好きなんだという気持が伝

わってきました。一緒に山に行く事は少なか

ったですが、山へ行けば同学年内ではリーダ

ーシップを発揮し、体力もある、技術もある、

と本当にすごい奴でした。

何であんなに山の好きな奴を、山は奪って

しまったのだろう。私は伸司を助ける事が出

来なかったのかと、悔やんで、も悔やみきれま

せん。

私は伸司に、今回の事故に対してどの様な

償いが出来るのであろうか。私は伸司を生き

返らせることはできない。私の命と交換する

こともできない。不ょにできることは・・・ 。

今でも私の心の中には、伸司の笑顔、ギャグ、

無愛想な顔など、さまざまな想い出が詰まっ

ています。私は心の中にいる伸司に、私の目

を通じて、おおくの山々を見せて上げたいと

思っています。山の好きな伸司に。

また、伸司には迷惑かもしれませんが、こ

れからの自分達の行動、そして山岳部に入っ

てくるまだ見ぬ後輩達を見守っていて欲しい

と思います。(当時山岳部三年生)
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土肥先輩をしのぶ

昭和 37年芸術学部写真学科卒

今 村 文 彦

土肥先輩は、昭和 9年卒の大先輩です。

私の生まれる 5年も前に山岳部を卒業された

大先輩、親子ほども年が違います。たまたま

同郷(富山県出身)と言う事で、会報編集者

から私に追悼文の依頼がありました。

土肥さんにお会いしたのは私の現役時代で

すから、かれこれ四十数年前の事になります。

私は卒業以来東京を中心に、地方を転々とす

る生活で富山に帰ることもほとんどなく、親

しく山の話しをうかがう機会を失してしまい

ました。お世話になっておきながら記憶があ

いまいで、文章にまとめる事ができず困り果

ててしまいました。長女の淑江さんが東京に

お住まいのことを思い出し、お会いして、お

言苦しをうかがってきました。

いま私の手元に一枚の写真があります。

昭和 36年の春山合宿下山の日、薬師・太郎

小屋の前でスキーをはき、大きなキスリング

を背負った 14人が横一列に並んで、撮った記

念写真です。撮影者の私を含めると、 r1 5人

が参加した合宿だ、ったんだ」と記憶が少しづ

っよみがえってきます。

あの頃、土肥さんは北陸電力の有峰ダムの

工事に携わっておられたので、小見(現・有

峰口)から折立までのトラ ック便の面倒を見

てもらい、入山前日には全員が立山町前沢の

土肥先輩のお宅に泊めていただいた。

淑江さんが中学生、妹さん二人は小学生、

いくら父親の後輩とはいえ 15人もの野郎が

突然押しかけていったわけですから、本当に

驚かれたことと想像します。どのように食事

をし、どのようにして寝たのか思い出せませ

んが、 一家総出で温かく迎えてくださったこ
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春山で土肥先輩宅に押しかけた現役達

とは記憶に残っています。

淑江さんの記憶の中で一番強烈だったのは、

昭和 31年?夏山合宿赤痢騒動だ、った。体調

不良で下山した数人の部員が土肥さん宅を訪

問し、その後赤痢に感染していることが判明。

「両親が留守のときに突然、保険所員がやっ

てきて家中を消毒していったんですよ…j。

「お墓は生まれ故郷の立山町下段の山のよく

見える場所に建てました。戒名は浄岳院釈清

渓、山の好きだ、った父のために特別につけて

もらいましたj と話してくれました。

土肥信義先輩は明治43年 11月富山県中

新川郡立山町下段村の林業農家の次男に生ま

れ、富山中学から日本大学専門部土木科に進

まれ山岳部に入部されました。

昭和 9年卒業後県庁などに勤められました

が、召集を受け技術軍属として横須賀に配属、

終戦を迎える。戦後、立山町前沢に居を

構え北陸電力に勤務されました。日大山岳部

のホームグランド銅岳の麓とあって、歴代

山岳部員、 OBが大変お世話になりました。

晩年、友人の佐伯文蔵氏(故人・銅沢小屋

主人)らとヒマラヤトレッキングに出かけら

れたと人づてに聞き、お元気なんだなあと喜

んでいましたが、平成8年 7月帰らぬ人とな

られました。享年 85歳。

明治、大正、昭和、平成の四代を生きられ

た大先輩のご冥福を心からお祈り致します。



千谷壮之助先輩を偲んで

昭和 27年工学部工業化学科卒

松田雄一

マンスル初登頂の際、槙隊長と共にナイ

ケ・コノレで、補給のための輸送指揮を担当、裏

方として登頂成功に貢献された千谷壮之助氏

が、平成 8年 8月 5日早朝、入院先の川口私

立医療センターで、心筋梗塞により逝去され

た。(享年 88歳)

千谷さんは、大正 8年 1月 27日、仙台市

で千谷好之助氏の長男として誕生した。父君

好之助氏は、当時仙台市の旧制第二高等学校

の地質学の教授として仙台に赴任されている

時で、あった。その後、幼少時代を東京 ・大森

で育ち、昭和 9年日大三中を経て日大予科理

科に進学、同 14年 3月工学部建築科を卒業

した。

この間、山岳部に籍をおき、神山勉氏を中

心とする山岳部の黄金時代の山登りを楽しみ、

卒業時には、リーダー会の一員として活躍さ

れ、スキーの上手なことでも知られていた。

大学卒業と同じに、海軍省建築局に入省、

同年 10月より、終戦まで海軍技師として、

鎮海海軍施設部に所属して朝鮮に滞在した。

戦後、復員と同時に運輸技官として、運輸

省、運輸建設本部に勤務し、戦災に遭った駅

舎再建の設計等で活躍された。

昭和 22年 10月になって神山 OBが、日本

山岳会の「山日記J編集に携わることになり、

桜円山岳会が実務を引き受けることになった

ので、千谷さんも、日本山岳会に入会して協

力することになり、第 14輯と 15輯の 2冊を

担当した。

昭和 23年 5月、千谷さんは、たまたま同

マナスル会での千谷さん 1981年 11月28日

じ編集委員をされていた津村利男氏に誘われ

て、運輸省を辞し、津村氏の勤務先である株

式会社「暁組Jに移籍することになり、日本

キリスト教団所属の全国各地の協会再建に尽

力された。

千谷さんにとっては、この会社が、日本山

岳会のルームにも近く、また当時槙さんが社

長で、慶応の谷口(現吉)さんや北大の林(和

夫)さんがあおられた、佐倉飼料(株)や西

村工業(株)の事務所も近くにあって、都合

がよかった。このような訳で、昭和 25年か

らは日本山岳会の理事にも選任され、以後 7

年間に亘り、国体登山や東京支部担当の理事

を務めることになった。

昭和 27年になると、西堀栄三郎氏がマナ

スル登山の許可をとってこられたので、その

年には、マナスノレ登山の準備が開始され、千

谷さんもその準備委員に名を連ね、梱包を担

当することになった。そして、以後 5回に及

ぶすべてのマナスル隊の梱包を担当され、こ

の分野の専門家になられた。

こうして迎えた昭和 31年の第三次登山隊

では、地道に黙々として実践され、多くを語

らない千谷さんの人柄が認められて、槙さん

の絶大な信頼を得ることになり、隊員に選ば
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れた。現地へ出かけてからも、槙隊長の期待

に応えられ、登頂成功に貢献されたことは、

ご高承の通りである。

マナスル登頂に成功された年は、千谷さん

にとっては、両手に華の幸せな年になった。

その年の秋、 11月 22日、 5年越しに愛を育

んでこられた中山雅子さんと、目出たく華燭

の典をあげられたからである。(編者注:千谷

雅子さんによる別稿「出会しリをご参照下さ

し、。

その翌年、千谷さんは日本住宅公団に入り、

戦後の団地建設ブームの尖兵として、多くの

団地建設業務を担当され、定年退職されるま

で活躍された。晩年は、ご夫妻で海外旅行で

ヨーロッパを訪ね、スペインを中心とする建

築やケルト族の研究、国内にあっては、装飾

古墳に興味をもたれ、各地を旅行されていた。

に最後にお世話にお世話になったのは、

1995年のエベレスト北東稜登山の時である。

この時には、戸村実行委員長を補佐し、

親身になって実行部隊を支えてくださったこ

とを、忘れることができない。その頃には病

魔は徐々に千谷さんの体を苦しめていた筈で

ある。それにもかかわらず、重要な委員会に

は、必ず出席され、適切なアド、パイスをされ

ていたことが思い出される。

6月 18日に入院されたとの話を伺っても、

それほど切迫しているとは思ってもいなかっ

た。 しかし、 7月下旬になって、虫の知らせ

か、思い立って入院先の病院をさがして、山

本晃弘君をさそって、お訪ねした時には、面

会謝絶とのことで樗然とした。それでも僅か

な時間で、あったが、お許しを得てお目にかか

り、二言、 三言、お話を交わすことができ、

回復を祈ってお別れしたのだ、った。

奥様から、「今朝、主人が息を引きとりまし

たJとの電話をいただいたのは、それから数

日後のことであった。
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沼尻正隆先生

高緑繁伸

昭和 54年、清田清先生が定年のため山岳

部長を退任されました。すぐに後任部長選び

作業が始まり数名の先生の候補が挙がりまし

たが、大学当局との折り合いが付かず、部長

不在が 1年半以上続きました。

そんな折、当時の主将から文理学部中国文

学の沼尻先生の話が出てきました。先生は

元山岳部長であったのお弟子さんでもあり、

三島教養部の山岳部長も長年勤められ、の白

陽会の追悼会で何度もお目にかかった方でも

ありました。

山岳部長には最適任の先生と思い、すぐに

大学当局に推薦をいたしました。大学からも

快諾を得られ、桜門山岳会からも承認を頂き

ました。そして、先生からも瀬能先生につな

がる部であるならばと、快くお引き受け頂き

ました。

先生からは「山岳部の活動はすべて君にま

かせます、しかし、最後の責任は私が持ちま

すJというお話を伺い、かえって責任を感じ

てしまいました。

先生は、学生の頃から低山俳佃を趣味とさ

れ、東洋思想、と山岳とのかかわりに深い興味

を持ちつづけておられ、静寂孤独な山岳自然

の裡こそ限りない自己凝視の思索の場である

ことを痛感されておりました。部員には時あ

るごとに山での事故の防止を説き、山を本当

に知る者の謙虚さ、叡智こそが、山を愛する

者の何より大事であると話されていた。

部員とは一度も山行くを共にすることはあ

りませんでしたが、昭和 29年 11月、富士山

の事故の際は三島山岳部を率いて、捜索活動



に参加を頂きました。

秋の天懇にも毎年お誘いしたのですが、役

職のご多忙な先生には中々お出かけ頂けませ

んでした。

昭和 60年には、文理学部長に就任され、

63年には日本大学副総長の任につかれまし

た。日本大学退職後には佐野女子短大の学長

を勤められました。中国文学関係、詩吟、響

曲等の役職多数。文学博士(中国古代思想専

攻)。山とお酒をこよなく愛された先生のご冥

福を心よりお祈り申し上げます。

平成9年 10月9日逝去。

追悼

石井達男君を偲ぶ

日大山岳部で青春を共にした昭和 28年

卒の友、同期の石井が逝ったのは平成 10年

の晩秩で、あった。思えば私たちもすでに古稀

を過ぎて人生と言う一つの大きな山を越えて

来たわけだから、昔の仲間が元気で皆、揃っ

て語り合うことはできない。まさに歳月の重

みはその残酷さと共に私たちの上に覆い被さ

ってくる。何人かがすでに故人となってしま

った我々の世代、その中でも石井はフルマラ

ソンを完走する元気な男だったのに突然体の

不調を訴えてから 5か月と言う短い月日で故

人となってしまった。高齢になっても現役で

山へ行ける数少ない大切な友を失って唯々樗

然としたあの日のことを思い出す。

石井の言ト報を同期の中)11から連絡を受け

たのは 11月 16日の早朝であった。その一

週間ほど前に彼の元気な声を電話で聞き、病

状が快方に向かっているように思えただけに、

私は驚樗と痛恨の思いで急ぎ中川と二人、石

井宅に伺った。そして故人となってしまった

無言の石井と対面することになった。

この年の 7月、シルバータートル隊のガッ

シャーブ、ルム峰登山隊に合わせてのバルトロ

氷河トレッキングに私が同期の石井、志水を

誘い、彼はその説明準備会に元気な顔を見せ

て昨年のアルプスに続き三人でカラコルムの

山に入ることを大変楽しみにしていた。それ

が出発直前の 6月末、急に体の不調を訴え参

加を見合わせ検査を受けることを私に告げた。

それでも私は日頃あんなに元気で、マラソンを

する彼の事だからと楽観的に考えてカラコル

ムに向かった。

巨大な氷河と天空を切り裂くように聾え
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北アルプスでの石井君(中央)(昭和 27年)

立つ壮大な岩と氷のパノレ卜ロの山々を眺めな

がら、志水と二人「石井と一緒だ‘ったら本当

に良かったのになあ」と幾度と なく口にして

いた。そしてこの山行は、至福の時間を共有

できる気の合った仲間との山行がどれ程素晴

らしいものであるかをあらためて気づかされ

た山旅となった。

帰国して直ぐ日大病院に彼を見舞い、奥様

より彼の病状をうかがい、すい臓が悪く手術

をするとのことで大変心配をした。 しかし、

思いのほか元気な彼の様子にそんなには病状

が進んでいるとは思えず、彼との山登りの再

開を期待して一日も早い回復を心待ちにした

ので、あった。それから約三ヵ月、余りにも早

い石井との永遠の別れに悲しみの涙をこらえ

て、通夜、告別式に参列することになってし

まった。

山形県上の山市出身の石井との出会いは、

昭和 24年、彼が山形商業を卒業して日本大

学経済学部に入学され山岳部に入部して来た

ときである。私は既に故人となった鹿島、安

藤たちと予科で一年、部の山登りをやってい

たので彼とは学年は同期、部では一年上とい

う変則的な同期生で、あった。爾来 50年、ま

さに半世紀にわたる付き合いとなった。特に
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晩年は社会的、家庭的責任からお互いに解放

されて、私と一緒に大いに山登りをしようと、

そして始めたばかりで、あったので本当に彼の

死が悔やまれてならない。

彼との思い出はたくさんあるが何といって

も昭和 26年 12月の前穂高東壁から槍ヶ岳

を往復する冬山合宿の時の奥叉白の池雪崩事

故である。 16日の深夜、私と石井、安田、

津田の 4名で幕営中、新雪雪崩に全員が其の

場で埋没し、私なぞは自力脱出が出来ず、ま

さに文字通り死を覚悟した一時で、あった。雪

国育ちの彼はスキーも上手であったが、それ

以上にやはり 雪に強かったと言う事でしょう

か、何とか自力脱出して隣の津田を掘り起こ

し、私、安田、と全員を脱出させた。正に私

達の命の思人で、あった。彼の存在無くしては

その年の我々の冬山の成功は無かったわけで

ある。日頃余り闘志を外に出さない温厚な彼

の真の闘志に、東北人らしい粘りの有る一面

を知り素晴しい仲間が私の身近にいる事の幸

福を覚えたものである。

OBになってから 2年目の 11月、富士山

の大雪崩遭難事故があった。今のようにコー

チ会制度は無かった時代であり、彼は若手O

Bとしてその山行に参加していたため、 OB

として未然にあの雪崩事故を防げなかった事

の責任を感じ精神的に大変苦しい思いをして

いたようであった。私の場合とは責任の度合

いは全く違うものであるが、私もその 2年前

遭難事故のあった合宿のチーフリーダーとし

て慎悩の時を過ごしていた時でもあったので

彼の気持ちが察せられる思いで、あった。その

ことも有ってかOB会の活動は控えめのよう

であったが、その責任感は晩年まで失われず、

山岳部，そしてOB会のことを折りに触れ心

配され、私が会の理事長を引き受けた 3年間

などは同期生として何かと私を支えてくれた。

彼のこのような部と仲間に対する何時までも



変わらない熱い思いに東北人らしい彼の性格

を知るものであり今こうして学生時代、そし

て晩年と、私にとって本当にかけがえの無い

仲間で、あったことを彼が逝ってしまった今、

あらためてしみじみと感ずるものである

社会人としての彼は卒業後、石坂さんの居

るトーハンに就職され会社の山岳会でリーダ

ーとして余暇を楽しまれたようであり、その

山仲間の信江さんと結ばれ、そして二人のご

子息にも恵まれ、また永年の養父母へのご孝

養も立派に尽くされ、ようやくこれから長期

の山登りも楽しめる境遇になったところであ

った。世俗のしがらみから解放され、積年の

思いである海外登山が始まったばかりのとこ

ろで急逝された彼の心情はどのような想いで

あったか、さぞかし無念の思いが有ったこと

と察しますが、告別式、そして一年後の偲ぶ

会には部の仲間のみならず、彼の少年航空兵

時代の友人が遠方からわざわざ出席されたこ

と、 トーハンの多くの山仲間が出席されたこ

となどに、愛すべき吾らのベソ(彼のアダ名)

の人柄が偲ばれるので、あった。

彼が逝ってから早、三年余、彼との最初に

して最後の海外登山となってしまったアノレプ

スはブライトホルンの白い山頂に立つ彼の顔

が私のアノレパムの中で、笑っている。本当に楽

しかった彼との山旅を懐かしく想いながら彼

の人生を思う。

多くの山仲間と友人に固まれ、そして暖か

いご家族と過ごされた彼の人生は兄上のお話

しにも有りましたように、静諸に、そして穏

やかな川の流れのように過ごされた幸福なも

のであったと私には思える。彼が 69歳で鬼

籍に入ってしまったこの歳月は正に私達の人

生に生の無情を悟らせることに決して永いと

は言えない思いである。合掌。

平成 14年 3月

山本晃弘記

根津院一君との思い出

昭和 37年卒高橋正彦

昭和 33年 4月、日大本部(当時は三崎町

にあった)の百名程入る講堂で、入部式が行

われました。

新入部員だけで 80名もいましたから、講

堂は満席でした。式が進み、新入部員の自己

紹介に移り、根津君の番が来ました。

そのときの山歴が、「谷川岳をホームグラ

ンドとして、ーの倉沢の南稜、滝沢スラブ…」

ときた。上級生も登っていなかったので、驚

きの、オッーという言葉を通り越して、一瞬

の静寂が走ったほど、で、あった。

これで、小生は自動的に、根津君に一目置

くはめになった。

根津君とは、学部(生産工学部)も同じ、

織物製造業という親の職業も同じで、産地こ

そ十日町と米沢と違ったが、何かと気が合っ

た。

横尾での初夏(参加者 59名)、剣沢での夏

山合宿(参加者 40名)を経て、潤沢での秋

山合宿(参加者 24名)に入る頃は、依然と

して、小生は精一杯で、あったが、彼は余裕縛々

であった。

入山二日目、岩魚留から澗沢へは暗くなっ

てしまい、へとへとになってしまったが、炊

事当番で、根津君と一緒になると、彼が、「高

橋よ、上級生にアゴを出させるのは簡単だぜ、

前の人より少しずつ離れてはつく、離れては

つく、を繰り返すと、上級生も参ってしまう

ぜ」と言うのである。

小生は「お前も意地悪だなあJと言う以

前に、彼の余裕がう らやましかった。しかし、

この元気が災いして、上級生に院まれたよう
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穂高の故菊地・中村ケルン前にて

(後列左から)今村、根津

(前列左から)鈴木、高緑、高橋

だった。

話は飛ぶが、われわれが新三年部員となっ

た時、池田さんがチーフとなり 、三年部員か

らは今村、鈴木、高橋がリーダー会に入った。

しかし、誰しもが当然入ると思っていた根津

君の名はなかった。

このことで、根津君は退部すると言い出し

た。私と今村は代々木の下宿に、彼を引き止

めるために随分と通った。

「一年我慢すれば、我々の天下が来るのだか

ら、我慢してくれ」と説得したので、あったが、

彼のプライドが許さなかった。彼は退部して

いった。そのことは、返す返すも残念であっ

た。 しかし、我々の交友はその後も続いた。

卒業の春山合宿で、銅北方稜線に入ってい

た小生に、「解析概論の単位がとれていない

ぞっと、現地連絡所に電報をくれたのは根津

君で、あった。

昭和田年に、北極点の遠征を終えた池田

さんは「もう大遠征はこりごりだ」といって、

5月の連休に、親しい仲間だけで、銅岳に通

うようになった。それに、根津君も加わり、

それまで高い所はいいや、と言っていた池田

さんが 150才になったら8000m峰へ行

く」と言い出した。
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昭和 63年、根津君はトレーニングで、池

田さんと共にマッキンリー峰に登頂。そして、

50才になると同時に、チョ・オユー(平成 3

年)、ダウラギリ(平成 6年)、そして、ガッ

シャープルムE峰(平成 10年)と、池田さ

んの片腕として参加し、すべて登頂したので

ある。

この成功は、彼の並々ならぬ強靭な体力と

精神力、そして、日大山岳部への思い入れの

証でもあった。その後、彼は人間的にひとま

わりも、ふたまわりも大きくなり、学生時代

の時のように「俺が一番」という負けん気は

影を潜めていった。

荒荒しい彼が好きだ、った私は、温和になっ

たことが寂しくもあり、また、嬉しくも合っ

た。

GIIが終わったら巻機山へ行こうと、根津

と約束をしていた私は、彼が帰国して間もな

い、 9月 13日、柴田、岡田の両名を誘って、

米子沢を快調に登った。

それもそのはずで、あった。根津は前日にル

ートを偵察して「高橋には、ここはこのホー

ルドJと、細かく調べてあった。私は、ただ

彼の指示通り登ればよかったのであった。

かように、彼は非常に慎重で¥優しい人柄

だ、った。

それから 2ヶ月後の 11月 15日、午後 9時

過ぎ、根津の奥さんから「主人が巻機山で遭

難した」という電話があった。

聞けば、登山者が知らせてくれたとのこと

で、根津は歩けないが生きているとの事であ

った。 しかし、大阪からでは新潟に向かう交

通機関はない。私は池田さん、今村に電話を

し、東京から直く、、救援に向かってもらうこと

になった。だが、翌日、ヘリコプターで救出

された時には、すでに亡くなっていた。

あの根津君が山で死ぬなんて考えられなか

った。 しかし、私は「現実なんだ、それが山



なんだJと懸命に自分を納得させようとした

が、納得出来なかった。

事故の翌年の 9月、私は根津君が遭難した

ヌクブ沢を訪れたが、そこは高巻きあり、へ

ツリあり、さらに、片足がやっと乗るくらい

の悪場が続き、いつ崩れてもおかしくない危

険なコースで、あった。

まして、根津君が登った時は、雪が降り、

積雪もあったとのこと。あのベテランの根津

君も足を踏み外したのであろう。

家族思いの根津君が、奥さんと別れの言葉

も交わさず亡くなるなんて、僕も寂しい。

君が登山中に竹の子を採って、生で食べさせ

てくれたことを思い出す。 60才になったら、

年金でももらってのんびり暮らそう、と言っ

ていたことも適わなかった。

君のお墓に訪ねると、いろいろ散財をかけ

るので、奥さんに「おかまいなく」と言うの

だが、「根津がしたと思ってくださしリと言わ

れてしまう。

奥さんの心の中では、君は今でも生きてい

るのだ。冥福を祈る。

根津院一平成 10年 11月 15日 巻機山

ヌクビ沢で逝去。享年 59才

付記 日本山岳会「山岳J1999 Vo1.94 

に池田さんが追悼文を掲載して

います。

野田福五郎君を偲んで

昭和 15年工学部建築科卒

星野辰雄

戦後復刊された ]ACの山日記3冊(第 14

刊""'16刊)の編集委員として活躍された野田

君は平成 12年 4月 2日、入院先の静岡市立

病院のおいてすい臓ガンのため逝去された。

享年 80歳だ、った。

私の山の盟友ともいうべき野田君の死去の

知らせを受けた時、私の周りにあった一本の

巨木が無くなったような寂しさに襲われた。

在りし日の彼との山での思い出は尽きないが、

周聞を見渡して見ると、山岳部時代一番接触

のあったのは私であり、 60年以上も前のこ

とを思い出しながら追悼文を書くことにした

次第です。

1937年 4月、私の一年後輩として、彼は日

本大学予科理科山岳部に入部した。その当時

の山岳部は元気に動き回る行動力のある集団

であった。19 3 9年の 1月には、神山勉リー

ダーのもと、彼は入来、大塚等若手のメンバ

ーと冬の穂高に入っており、 40年 1月の冬山

岳沢合宿の際には中心メンバーとして参加、

同年4月には佐藤耕三氏以下 20名のメンバ

で天狗のコノレから槍への極地法登山に参加

し、佐藤リーダーのもとアタック隊の一員と

して槍の往復に成功している。

この時、彼は食料係りとして綿密な食料計

画を立案して実施したことで、仲間から高く

評価されたことを覚えている。これに先立つ

1 9 3 9年の 7月には、私がチーフリーダー

となって夏季銅岳合宿を総勢39名で、行った。

静鋒たる猛者達の中にあって計画の立案から，

準備，実行，事後処理に至るまで、いつも私
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の片腕となって補佐してくれたのが彼だ、った。

人間性豊かな彼は、誰からも愛され、信頼さ

れる素晴らしい人間であった。彼は私と同様、

山岳部の中では何時もサブとして終始した男

だ、ったが、私と違うところは、協調性があり、

波風を立てたことはなかった。 リーダ一会な

どで議論続出した時でも、笑いながら言う短

いが、的をとらえた一言、二言が議論を結論

づける切っ掛けになったことが幾度あったこ

とか。

1940年の夏はわが部にとって大変な年に

なった。澗、沢で、行った夏季合宿終了後の奥又

白生活で、将来を嘱望されていた彼の一年下

の入来重弘、上関徹也の両君を四峰正面壁で

失ってしまったのである。その後始末で彼が

奔走している間の 3月には、私は卒業して就

職し満州に赴任してしまい、彼との山岳部で

の生、活は終わった。その彼もその年の 12月、

戦争中の非常時の処置で繰上げ卒業となり、

軍隊に入隊した。

日本山岳会は戦後の再建に立ち上がり、 1

947年、山日記(編者注・今の山渓 1月号

付録「山の便利帳」をグレードアップしたも

ので、遭難対策、雪崩、天気図用紙、山小屋

等が記載されており、サイズはポケット版だ

が、厚さは 2cm位あり、僕等の頃は合宿必

携の品であった)の復刊に当たり、私達の仲

間である神山勉氏がその編集業務を引き受け

ることになった。

それに伴い神山OBの号令一下、 16名の

桜門山岳会員が日本山岳会に入会して、以後

3年間、山日記編集委員として崎田OBの補

佐役として山小屋の調査などに精力的に活躍

した。

1948年 11月の日本山岳会主催による富

士山での冬山技術講習会の時も、彼は神山O

Bに声をかけられて、真島OBと共に初級班

のリーダーとして参加したが、氷雪技術につ
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いては神山OBにみっちり仕込まれていただ

けに、その腕を買われたものであろう。

1954年から静岡県の大井川町の工場勤務

となったので地の利が悪く、それ以降は JA

Cとは疎遠になったが山岳Jや「山」の熱

心な読者であり、しばしば感想を伝えてきた。

晩年の彼とのつき合いは、シノレバーOBの

仲間とのハイキングの他、毎年 1回、熱海か

沼津で開催されるシルバーOB懇親会で旧交

を暖めるだけになったが、いつも顔を合わせ

れば話は山岳部時代の思い出になった。

「野田君よ、 80歳を過ぎるとど、っちが先だ

後だといっても仕様がない。今度逢う時は、

腰を落ち着け語り合おうではなし、かJ

心よりご冥福をお祈りして追悼の言葉とさ

せていただきます。

《略歴》

1920年 1月 2日東京市高輪南町に誕生

1937年日本大学予科理科に入学と同時に山

岳部に入部

1941年 12月日本大学工学部機械工学科を戦

時につき繰り上げ卒業

1947年日本山岳会入会、紹介者初見一雄・神

山勉

2000年 4月 2日すい臓ガンのため逝去。享

年 80歳

編者注:本文は星野先輩が JA C  r山岳JV

o 1 .95/2000に寄稿したものを高橋正彦 (S

37年卒)が当会「会報J33号用に編集しな

おししたものです。

出来るだけ原文を尊重したつもりですが、至

らないところはご容赦下さい。



中山昌之先輩の思い出

昭和48年卒宗方慎二

2002年3月 15日 1 9 : 00 、岡田

先輩より中山先輩の追悼文を書いて欲しいと

の依頼が電話であった。もうスグ三回忌であ

る。何を書くかというより、中山先輩の何を

書き残したらよいのだろうかと迷った。素直

に書こう、あんな凄い人はもう出ないだろう。

私は昭和 44年5月に日大山岳部に入部し

た。四年生、(敬称略) 平野・樋山・原因。

三年生、半谷・中山・川上。二年生、中塚

・岡田・山本・薬師・宇佐見・高津・田名網。

一年生、宗方・安川・玉置。総勢 16名だっ

た。

部室は日大本部地下、神田三崎町である。

入部して直ぐに揮名のある人にきづいた。

一人は中山さん、通称「ダッベ」。もう一人は

高津さん、通称「ヨタローJ。二人とも茨城の

出身で、独特のイントネーションを持ってい

た。

アル目、中山さんにそれと無く揮名の話を

したら、「俺は達平、高津は洋太郎だJと教

えてくれた。

中山先輩 OBの集いで

半谷さんを何時も立てていた。

トレーニングは熱心だが足は遅かった。でも

何かが違っていた、山の登り方が。その冬、

穂高・唐沢岳西稜を登った。彼は深い雪の中

のラッセルで、『男の器量』を示した。

口では何も言わないが自分の順番がくると、

一生懸命に倒れるまでラッセルをする。その

距離が半端じゃない、一生懸命に本当に倒れ

るまでして次に交代する。そんな人だった。

私はその様な中山さんを見て、心の底から

「ダッペ先輩Jと尊敬していた。

其の後、中山さんは現役部員でただ一人

シタ・ツツラ遠征隊に参加したが、高山病で

体調を崩し、思うような活躍は出来なかった。

少しオカシイとは思っていたが、何日かし そして彼は再度のチャンスを求めつつ、トレ

て同期の安川が高揮さんに「ヨウタロウさんj とーニングに励み続け『宇奈月から西穂』は敢

話しかけたら、やはり「ヨタローさん」と聞

こえたようで思い切りケトパサレタ。

しかし中山さんは「ダッベさんJと呼ばれ

ても「オウーj とこたえて何事も無かった。

私は彼の『男の器量』について思い出した

い。三年生の彼は、二浪であった。細かく言

うと一留一浪、四年生より年は上だ、った。デ

モ彼の口癖は「半谷がリーダーで『宇奈月か

ら西穂、』をヤル、協力してくれj だ、った。

行され、彼は立山のサポート隊に入った。

半谷さんは縦走隊だから当然彼がサポート隊

のリーダーかと思った。 しかしサポート隊の

リーダーは和田さんだ、った。和田さんは山岳

部から遠ざかっていたが、『宇奈月から西穂』

にホレ、復部していた。

中山さんは何も言わずに向かい入れた。計

画は完壁に成功した。

次の年、冬に大事件が起きた、我々、学生
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は穂高・南岳西稜で村木が落ちた。閉じ目、

反対側の扉風岩で中山さんが落ちた。平野・

中山パーティでヒマラヤを目指したトレーニ

ングだ、った。幸いな事に村木・中山さん共無

事に終わった。簡単に書くとこの様にしかな

らないが本当は違うような気がする。

平野・中山パーティは、扉風岩の最終ピッ

チで中山さんが落ちた。結果的に中山さんは

300m下の中央バンド、に落ちて助かった。

後に中山さんは私にこう言った、『俺はよう

運が良かったんだ、あの日中央バンドに雪が

ガッポリ積もっていたから足から刺さって

助かったんだ。次の日 落ちた奴はよ風で雪

が飛んじゃっていて即死だとよ。』

ただ聞くとこの様だが私は信じていない。

今時ザイルは切れない、何故一人で落ちたの

かの説明は無かった。今、平野さん、中山さ

ん御二人とも亡くなっているので真実の話は

聞きょうがないが、いま一つハッキリしない。

何度も聞いたが中山さんは答えなかった。

1 974年にヤルンカンの許可が下りると

彼は真っ先に志願し、出発までの忙しい準備

の聞にもヨーロッパの冬の壁で、のトレーニン

グ、を行っており 私もその一員として認めら

れ約半年の遠征隊を御一緒させて頂いた。

随分とお世話になりました。不幸にして中

山さんは虫歯の所為か、後半体調を崩しアタ

ッカーになる事は叶わなかった。でも前半戦

はあの穂高のラッセノレの時の様に、 トップに

立ち黙々とザイルを伸ばしてくれました。

中山さんが居なければアタックも出来なか

ったでしょう。本当にガンバって頂きま した。

或る日、岡田先輩から「中山さんはもう

僅かだJの連絡が入り、お見舞いに伺いまし

た。嫌な位になるような樫の満開の日でした。

お見舞いの挨拶も終え、帰り際に私が「先輩、

また・・・ j と言うと、中山さんは目で返事

をしました。
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『パカ、もう逢えないんだよ、世話になった

な』と。

納骨の日、中山さんの骨を当の墓に入れよ

うとした時に、突如として雷が鳴り賓がガン

ガン降って来ました。あれは中山さんの別れ

の言葉だ、ったのでしょう。

『俺はまだ死にたくはないんだ』って。

先輩、少しガンバリ過ぎましたネ。合掌。

平成 12年 4月 19日 逝去。



だけわらさん

石坂昭二郎

森下さんのことをどうして「だけわらさん」

といったのかよくはしらない。

戦後極地法などというおかしなものにとり

つかれた関東の大学で、あったが、その前夜、

山登り本来の姿で、前穂の北尾根に挑んだ森

下さんのことは忘れられない。そのことは、

すでにいろいろなところに書いている。

主なものは、“戦後の山岳部"1954記、「ゲ

ートル6号J、「ゲートノレ20号J1996、に転

載、“回想"r雲表の友」、「神山勉追悼集」

1969、“追悼程島三郎"r解放 32号J1997等

であろう。

森下さんが大宮の持養ホーム原殿苑に入っ

ていることを松田さんから聞いたのが 95年

の初めだ、った。それから自分の姿を重ねて、

まだらぼけの森下さんのところにけっこう通

ったものだ。それ以前にゆっくり話しをした

のは富士山 33回忌 1986.10.5の帰途、森下

さんの運転する車に同乗して、製本屋をやっ

ていた八丁堀の家が地上げされたこと、それ

ではと、森下さんも地上げの仕事を広くやっ

て近所の人に喜ばれた話。「石坂、お前も何か

あったら相談にのるぞj といったようなこと

を、行楽帰りの車に巻き込まれて、いつ東京

にたどりつくやらと、のろのろの車の中での

んびりした会話だった。

95年 1月 19日、原殿苑。車椅子で左半身

がきかないというのに、開口一番、「石坂、ナ

ーゲ、ルを作ってくれるところを知らなし、かj

と言う。北尾根のこと、梅松と登った四峰フ

ェース、槍沢小屋の話、奥多摩を歩いたこと

など、とりとめもなく話したようだ。

八丁堀に友達がいるから訪ねてほしいとも

言われて、 2月 9日に八丁堀に行って、森下

さんの麻雀仲間に病状を伝えたのだが、結局

は誰も顔を出さなかったらしい。森下さんは

麻雀の本も出版したらしい。

原殿苑入所は 94年 1月 31日。それ以前は、

渋谷でプ一太郎半年、市川で 2年、大宮で建

設作業員をやっているとき、はしご、から滑り

落ちて、五年間東大宮病院で過ごしたという。

ハワイに白百合を出した自慢の娘さんがし、

るので、一時は大金を持って逃げていたとい

った話もあったが、はっきりしない。

富士山 33回忌以降、青木、西田、森田、

牛奥が亡くなったが、その他に森下さんがい

たということをふと思ったものだ。あの部厚

い“追悼一富士に眠る仲間へーの製本は森下

さんの作だ。その後も森下さんにあいたくて

行くといろいろな話が出たが、中学の同級生

の田中さんのこと、日大同期の海軍中将の息

子、大島直行さんのこと。この人とは一度あ

ったような気もするが、戦後の山岳部には戻

らなかった。

眼鏡があわなし、から買ってくれとか、靴の

話は毎度のように出た。まごの手、飴、 ドー

ナツ、アンパン、三笠山等ほしいともいわれ

た。時々は私が食べたして近所の食堂まで車

椅子で出かけ、ハンバーグやワインを口にし

たりもした。食欲はなかなかのものだ、った。

私もかみさんの病気でもたもたしているうち

に松田から森下さんが亡くなったという知ら

せがあった。 2000年 6月 27日、 10時、大

富市営葬儀場で、私達の仲間、芝田、北村、

石坂、田中さんグループ 3人、ハワイの娘さ

ん、原殿苑から苑長と森下さんの面倒をよく

みてくれた中島さんだ、けの火葬だ、った。

森下さんの山岳部入部は 1943年、その年

の暮れには山岳部は解散したのだから、一年

間だけの活動だ、った。しかし私が戦後森下さ
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んから学んだものは確かなものだ、った。神山

さん時代の残照があったということか。

“自覚と責任とを持て、この上に建てられた

合理的活動こそ、日大山岳部員としての人格

がある"森下。私はヤクザな旗捨ぐらしで、

時々すらすらと口にで、てはっとすることがあ

る。

私は何もしないのが一番。つるむのはきら

いだ。すすめない、とめない。一人でも生き

られる。などとうそぶいているが、めったに

訪れる人もなかった森下さんは、どんな気持

だ、ったのだろうか。奥さんに去られ、娘さん

はハワイ。でもニヤニヤしながら看護婦さん

にタッチしたりしてけっこう楽しそうで、あっ

た。

植物人間になった晩年の初見さん、最後ま

でナーゲルにこだ、わった森下さん。そんな人

に無性にひかれるのは、私にもそうゅう運命

がまっているのだろうか。

石坂弁護士を知らなし、かと、かくし財産が

あるような口ぶりをしたこともあった。初見

さんのように、すべてをなくしたのだろうか。

それも今では知るよしもない。

天国で小首かしげて、にやりとまっている

のであろうか、でも 1日2粒のピーナツでは

ごめんですよ。

e事1
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鈴木克己さんを偲んで

(機 13年卒)

昭和 15年工学部建築課卒

鞍田昌彦

平成 13年 3月、星野君より、突然、電話

で、鈴木さんの言卜報に接し、私は生涯忘れる

ことのできない先輩の死に、しばし呆然とし

ました。

鈴木さんは、旧姓を渡辺と言い、旧制静岡

県立静岡中学校より、昭和 8年 4月に日大予

科理科に進み、昭和 13年 3月工学部機械科

を卒業、 三菱重工名古屋航空機械製作所に入

社されました。

私が鈴木さんを知ったのは、昭和 10年、

予科理科に入学して、山岳部に入ってからで、

鈴木さんは二年先輩でした。当時の山岳部は、

新入部員の歓迎山行が三つ峠で、夏休みには

鯛沢の合宿、冬休みは熊之湯のスキー合宿、

その聞には、初冬の富士登山を行うのが恒例

となっていました。

当時は、鈴木さんより二年先輩に米沢(直

治)、広田(憲治)両氏がリーダー格としてお

られ、両先輩卒業後は、名実共に鈴木さんが

リーダーになられました。

当時、学校より出る部費は予科理科のみで、

二年の時、川崎君が部費査定の評議員の一人

で、私も部費説明に出たとき、鈴木さんより

いろいろアドバイスを受けました。

当時、学校から部費が出るのは、予科理科

のみでしたが、私が 2年の時、その後中支で

戦死された川崎(信三)君が、部費査定の評

議委員の一人で、私も部費の説明に出たこと

がありましたが、この時は鈴木さんから、い

ろいろとアドバイスを受けて出たことを覚え

ています。当時の部費は、年間四百円位かと



鈴木克巳さん 1996年 2月 27日

思いますが、その部費はテントの購入、上高

地小梨平の大型テントの修理、諸々の登山器

具の購入費等に使われていました。春休みの

銅岳登山の際には、鯛御前小屋への食料の搬

入費用も、この部費より出ていたように思い

ます。

昭和 11年春の剣岳登山は、鈴木さんがリ

ーダーとなって実施し、無事下山して、富山

駅付近のおでん屋で乾杯した思い出がありま

す。

昭和 12年の春も、鈴木さんをリーダーと

して、銅岳に向かい、鈴木さん同期の水越(一

郎)さんの遭難がありました。この遭難の当

日は、鈴木、水越、笹本(正岡IJ)、福武(義夫)

の4名が、銅御前小屋を先発して鯛岳の頂上

に向かい、松代(正三)、鞍田、佐伯(文蔵)

の3名が食料補給のため室堂へ、源次郎のコ

ノレには、前田(一二)、津村(利男)等が、テ

ント生活をしておりました。

水越さんは、我々よりも遅れて一人で、小屋

に来られて、登山に参加されたので、疲労が

あったのではなし、か推察されます。

この遭難事故は、リーダーの鈴木さんのそ

の後の人生の上で、何かと影響を与えていた

ように思われます。鈴木さんは、戦後、水越

さん郷里のお寺での追悼法要をはじめ、平成

9年 4月、鶴見の統持寺で行われた桜門山岳

会物故者合同慰霊祭、これ以前にも静岡のお

寺での法要等を計画して実行されたことが、

このことを如実に物語っております。

鈴木さんは、卒業の年の実習は、飯高(望

宏)さんと台湾の塩水港製糖(当時は槙有恒

氏が取締役として在任しておわれた)に行か

れたが、現地より「ヤッケ」を二つ飛行機で、

送ってほしいとの連絡がありました。しかし、

当時の飛行機便には重量制限 (2kg)があり、

そのため、包装しないで、そのまま送った記

憶があります。

実習後に飯高さんと二人で新高山に登られ

たとのことでしたから、このヤッケが役にた

ったものと思っております。

三菱重工に入社した翌年 1月には、陸軍に

召集され、技術将校として立川にあった陸軍

航空工廠の鋳造部門に勤務していました。

当時、私も東京の防空戦隊にいたので、一度

お訪ねしたことがありました。

当時の戦闘機の発動機は 1400馬力位で、

2000馬力の能力を発揮させるために、植込み

フィンのシリンダーが要求されていました。

鈴木さんはその植込みフィンのシリンダーの

金型の鋳造方法の画期的な改善により、昭和

19年 9月 20日付で陸軍参謀総長より、「陸

軍技術有功賞Jを授与されました。

鈴木さんには、戦前、戦中、戦後を通じて、

親しくして頂きましたが、その私も、人の世

の無常さを感ずる年齢になりました。鈴木さ

んのように功績を残して、この世を去ること

が、知何に大切で、あるかを考えさせられてお

ります。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

[ 略歴 ] 

大正 2年 8月 5日静岡県榛原郡五和村(現金

谷町)で生まれる。

111 



昭和 8年 4月"-'13年 3月 日本大学山岳部

に在籍。この間、昭和 9年 4月9日、富山県

下新川郡大家庄村(現朝日町)出身の先輩、

広田憲治氏とのベアで、池の谷の大滝がデブ

リで埋まったとの情報を得て、当時前人未踏

の池の谷の核心部を抜け、池の谷の左俣経由、

剣岳の頂上を 1日で往復、積雪期池の谷の初

完登者となった。

昭和 13年 4月 三菱重工業(株)名古屋航

空機製作所に入社。

昭和 14年 1月 召集を受け陸軍航空工廠

(立)11) に入隊。

昭和 19年 2月 除隊(召集解除〕して三菱

重工に復帰

昭和 19年 5月 鈴木家の長女保美さんと結

婚。

昭和 20年 10月 終戦により、 三菱重工を退

職。

昭和 26年 6月 旭可鍛鉄(株)に入社。取

締役を歴任。昭和 53年 8月間社を退社。

昭和 58年 5月から平成 7年 5月 掛川信用

金庫監査役。

この間日本山岳会には、昭和 25年 5月 ~

昭和 62年まで在籍した。

平成 13年 3月 5日 肺不全のため、藤枝

市の平成記念病院にて死去(享年 88歳)

(文責松田雄一)
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編集後記

一、平成 8年度から発行が止まっていた会報ですが、今回平成 12年

度までの 5年分を発行します。平成 13、14年度分は次回 34号

になります。

一、会報発行所の連絡先は具体的に連絡がとれる場所として、岡田

監督にお願いしました。

、会報の書式は基本的に前号に従いましたが、本文の文字をやや

大きく読み易くした他、若干修正しました。
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