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巻頭言

会報34号の発行にあたり

日本大学薬学部部長・山岳部部長 安西借二郎

日本大学山岳部の部長を拝命して、既に5年程が経過しました。私の前任の部長は平山先生でご

ざいましたし、本格的な山行の経験もない事から大変荷が重い役回りのように感じております。

私は、平成15年度から薬学部長を務めておりますが、薬学の教育制度が一昨年から変更された事

もあり、日の回るような忙しさの中で、山岳部長の勤めを十分に果せず誠に申し訳なく思ってお

ります。この度、桜門山岳会の中嶋様より、会報34号の発行を企画しているので、是非とも挨拶

文を寄稿して欲しいとのご依頼がありました。7年ぶりの発行に取組んで、いるという熱意にもほだ

されペンをとっております。

先ほど、日本大学山岳部のホームページを覗いてみました。余り多いとはいえない部員の中に、

懐かしい顔やら、若人それぞれが山に寄せる熱い思いを見る事ができました。この時代ですから、

体力的にきつく、また、衆人の中で、パフォーマンスを繰り返すような派手さはありませんので、

この趨勢はやむをえないのかも知れません。それぞれの部員の考えを読んでみても、現代っ子で、

はあるのでしょうが、変わっていると言ったら怒られるかもしれませんが、一人ひとりの色濃い

個性を感じました。今の時代では、レアとか秋葉系とか言われそうです。実は、私自身も都会よ

りは自然が、群れるよりは一人で、流行(はやり)は敢えて避けるという性向が強いようです。私

の山歩きは、勿論、趣味の域を出るものではありませんが、母の実家の裏山から始まり、温泉が

目的の奥多摩山行、研究室の仲間に連れられて見た初めての白馬大雪渓、南八ヶ岳縦走で、の大雨、

パテて歩けなくなった甲斐駒ヶ岳、無謀であった子供連れの剣岳とか、 30代の後半で遠ざかるま

で、随分と楽しい思い出があります。仕事は基礎研究でしたので、目標を見上げ、用いる手法や

到達するルートを考えるという点で、この趣味には、仕事と共通する部分があったように感じて

います。

自然が壊れ悲鳴をあげている時代です。ホームページにも記されているように、今後とも登山

をアドベンチャースポーツとしてだけではなく、未知への探求や学術調査にも興味を向け、オー

ルラウンドな活動と共に安全な登山を目指し続けて頂ければと思います。一人でも多くの若者が、

先輩の青春が詰まった、この桜門山岳会に集う日が再び訪れるよう期待しております。
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桜門山岳会会長の就任にあたって

桜門山岳会会長 山本晃弘

過日の桜門山岳会平成19年度総会において、私は会長に就任することになりました。伝統ある

当会を代表する立場の重責を真撃に受け止めて、その責任を全うしたいと考えておりますので宜

しくお願いいたします。

さて、現在の日本大学山岳部、桜門山岳会の活動状況を眺めて見ますと、四半世紀前までの、

あの活気ある時代に較べてみて低迷していると言わざるをえないのが現実であります。それもた

んに一時的な現象ではなく大分以前からそうした傾向が続いている現在、私達は過去の貴重な経

験を踏まえて、次なる時代をしっかりと見据え、歩んでいかねばならない時機を迎えています。

総じて山岳部のみならず体育会系スポーツが若者から敬遠されている昨今でありますが、文化と

しての登山は決して廃れているわけではありません。従ってOB諸氏の叡智を集約して、理事会

が活発に機能するようになれば道は開けてくるものと考えております。

翻って現代の社会を率直に見ますと、社会全体が大きく様変わりしていることは明らかであり、

登山界といえどもその変化の外に安住することはできません。私が部に在籍していた時代から十

数年、エヴ、ェレスト、マナスルなどの初登頂を期にして登山がブームになったその頃から、既に

半世紀の時を経ている訳であります。その問、大きな変化の波にさらされながらも、私たちの山

岳部は良くここまで、頑張ってきたものと感慨を新たにしております。それらの長い年月、海外遠

征や遭難事故の処理など、大きな壁を乗り越えて部の伝統を繋げてきた関係OB各位にあらためて

敬意を表する次第であります。

先ほど「文化としての登山は廃れていない」と述べましたのは、いわば時代の要請として登山

が見直されてくるであろうと考えるからです。現代の物質文明社会は負の部分として犯罪、政-

官 ・経済界をはじめ社会全体のモラルの低下、環境破壊等々、社会状況はまさに劣化の極に達し

ております。このような時代だからこそ、人の心は、物質、経済の恩恵とは別次元である自然へ

の回帰を求めてくることでしょう。特に、崇高な厳しさと美しさを持つ山岳に親しむ若者は、今

よりは増えてくるのではないで、しょうか。このように考えてきますと、私達の活動の社会的意味

も、近年は特に大切なものとして再認識されてくる筈だという思いが強まってまいります。この

ように若者の山岳部への回帰も、そう悲観したものではないと私は思っています。山岳部が、私

達の会が、いかに若い人達に魅力を感じさせられるかが一番重要なことでしょう。そのことにつ

いて、関係各位・学生 ・当会理事会の皆さんの更なる努力を切望するものであります。

ヒマラヤの巨峰が登頂された時点で、パイオニア ・ワークとしての近代アルピニズムは終罵を

迎えたとも言われ、その後は無酸素、アルパインスタイル、バリエーションルートからの登頂等、

登山の方法はいろいろな角度から論じられてきましたが、日大山岳部の登山は、その伝統を基に、

時の学生諸君の目指す山登りを学業と共に全力を尽くして完遂することにあると思います。その

ことは人格形成にと って一番大切な青春時代に大変大きな意義ある影響を与えるでしょう。だか
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1.活動報告 (平成13年度)

らこそ私たちOBは山岳部の登山を支援するのであります。学生諸君の更なる努力を望みます。

一方、当会としての海外遠征も最近はあまり行われていない事が少々残念でありますが、パイ

オニオア・ワークとしての登山は一部会員の個人山行としては行われております。高齢ではあり

ますが、豊富な経験と実績を持つ会員と、活力のある若いOB会員、現役の学生とが緊密に交流

して、新たなパイオニア・ワークとしての登山が継承されていく 事を実現したいものであります。

以上私が当会の会長に就任しまして以来この頃とくに思うことであります。

桜門山岳会の実務面は理事長はじめ理事会が取り仕切っていくわけですから、会の運営に会長

が直接携わることは少ないと思いますが、会長としての務めは、オフィシャルな行事の顔を務め

ること、もう一つはOB諸氏の懇親の場としての桜門山岳会をしっかりと纏めていくこと、この

二つが主たる仕事かと思っています。そこで会長として、 一つ提言させていただきます。

現在、古野理事長以下役員の方には大変なご苦労を頂いておりますが、その運営面で、例えば

会員の皆様が情報を共有することで大事な短信/会報の発行など、元気のない部分も若干あるよ

うに思われます。(今回ようやく中嶋・山本(修)・若林三君の努力により会報が発行されましたが

…)現在の社会情勢のなかでは、若いOB理事の諸君が大変忙しくなっているということも原因

のようでありますから、仕事から解放された元気な高齢者のいる現状ですので、理事会としても

そのあたりの方たちの協力を得て、年代的にバランスの取れた役員構成で、懸案の課題を解決し

てゆくことをも考えてよいのではないかと思っています。

私は、日大山岳部・桜門山岳会は私たちの心の故郷と思っております。人間誰しも故郷は何時

までもしっかりと、そして暖かくあって欲しいものと思います。昨年5月会長に就任して以降、春、

夏と地方在住の先輩、後輩と山行を共にする機会がありましたが、お会いして見て、特に遠方に

おられる OB皆様の山岳部・桜門山岳会への熱い思いを再認識させられ、在京OBの一人として

その責任を痛感した次第であります。私達の心の故郷がより元気で、あることを願わないOBはい

ないことでしょう。ですから会の世代を越えて多くの皆様が協力しあって、桜門山岳会をより素

晴らしいものにしていくことが会員皆様の共通の願いであると信じております。

このようなことを踏まえて、これからも会の運営については理事長はじめ理事会が確りとリー

ダーシップを発揮して頂きたいと思っています。あらためて会員皆様のご理解とご支援をお願い

する次第であります。

以上、会長就任の挨拶として、私の思いを少しばかり述べさせて頂きましたが、いずれにして

も、皆様の温かいご指導、ご助言をいただきながら、その責務を全うしたく思っておりますので、

今後とも宜しくお願いいたします。

最後に、特に山岳部学生の諸君に望みたいことは、 「絶対に事故を起こさないことjそしてその

ためには謙虚な登山精神をしっかりと持って山に向かつて頂きますようお願いします。

会員皆様の安全登山とご健康を心より祈念して、会長就任の挨拶と致します。
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日本山岳会会長の退任にあたって

昭和31年工学部建築学科卒 平山善吉

この度、日本山岳会会長としての職を無事に終えることが出来、ほっと しております。

これは、ひとえに私を支えてくれた、日本山岳会の多くの友人と、日本大学山岳部の仲間のお力

添えによるもので、ここに厚くお礼を申し上げます。

私が在任中、日本山岳会は創立100周年を迎えました。この100年の行事は多岐に亘るもので、

その詳細についてはここで述べませんが、『日本列島中央分水嶺踏破Jと r100年史の刊行』は、

特に印象に残っております。そして、これらに関しては、桜門山岳会の皆様にもご協力をいただ

きました。

また、 1∞年を機に、日本の登山界を振り返ってみますと、かつて隆盛を極めた時代と、その状

況は大きく変わりました。

折角の機会ですので、その中からいくつかの間題を取り上げ、私の考えを述べてみたいと思い

ます。その 1つは、若者達(特に学生)の登山離れと登山者の高齢化です。

かつてのように、 『より高く、より困難な頂きを目指すJ登山は忘れられたように、今、多くの

登山者は、仲間達による趣味の山行と、 高齢者による健康登山などが行われ、 一部ではアルピニ

ズムの終罵という人もおります。これは、日本の登山界全体の問題でもあり、憂うべき ことです。

このことについて私は、 学生だけのヒマラヤ登山と日本・中国・韓国の学生による合同合宿を

提唱してきました。この結果、前者においてはいくつかの初登頂を果たすなど、それなりの成果

をあげ、日・中・韓の合同合宿は、宮下現会長にヲ|き継がれました。

学生山岳部の部員が減少した今、各大学山岳部はもとより、日本山岳会も、これを真撃に受け

とめ、この危機を乗り切らなければなりません。これには、発想を大きく転換し、いくつかの大

学が一緒になって学生募集を考え、登山技術の研鏑につとめ、或いは合同の合宿を行うなど、い

くつかの方法があろうかと思うのです。いずれにせよ、学生登山の灯を消すことなく努力しても

らいたいと思います。

日本の登山界は、その禦明の時から大学山岳部に負うところは大きく、大学山岳部の衰退は、

一大学の衰退に止まらず、日本の登山界に大きな打撃を与えるものです。

次ぎに私は、首都圏の支部化を提唱しました。組織が大きくなると、どうしても活動がにぶく

なります。

山の仲間とは、共に山へ登り、共に語り 、山の書物を読むことを喜びとする人達です。このよ

うに、考え方を同じくする人達、すなわち、広い意味での同期の人達(学年はもとより、趣味、

地域を含めて)が集まって登山を楽しみ、その輪を広げることによ って、そのクラブは、必ず活

性化されるはずです。

このため、日本山岳会では、小人数の集団としての支部化の必要性を説きました。これは日大

山岳部にも通用することで、仲間同士で、どんどん山へ行くことが大事だと思います。

若者がいない、高齢者ばっかりでと嘆いているだけでなく、現状でどうしたら活性化出来るの

か、もう一度考えてみようではありませんか。評論ではなく、現状の打破こそが必要です。

このように、互いに現状を認識し、その中でみんなで力を合わせ、元気になろうではありませ

んか。日本の登山界は、大学山岳部に負うことの大きいことを改めて思い、日大山岳部の発展を

願い、退任の言葉といたします。
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日本大学山岳部

平成13年度 (2∞1年3月-2∞2年3月)

部長 平山善吉

副部長 根本君也

監督 神崎忠男

コーチ 斉藤大輔

主将 原 j宰 修

部 員 3年 CL原津修 SL鳥居創太

2年伊 藤亮

1年丸山健司岡村智崇

永井貴志

部室 干2船∞42 東京都多摩市山王下

1-13-16 

一平成13年度活動報告

学生が門をたたいたが、 2名が 5年生と言うこと

もありまとまった時聞がとれず、初夏合宿を行う

ことができなかった。私にとって非常に残念では

あったが、 1年生が参加しない初夏合宿の必要性

というものを考えたうえで中止することとした。

夏山合宿の計画を練るころになって、鳥居が帰

国した。夏山合宿に鳥居が参加できるということ

は私にとって非常に心強かった。夏山合宿は基本

的に冬の越後を見据えて体力強化に重点を置いた。

しかし、この事によって登禁技術の向上という点

は疎かになってしまったことは否めない。大日尾

根から入山し、自分達の能力を考え BCは鋼沢に

張った。本合宿では毎週OBの方が立ち代りで入

ってくれたお陰で無事に終了することができた。

夏山合宿後半分散は、北海道の十勝岳から大雪山

と利尻・礼文を行った。稜線からの眺めはいつも

の本州での眺めと違い広々としたもので、単なる

縦走ではあったが大変に楽しめた。そして、夏山

チーフリーダー 原津 修 合宿の最後は利尻岳、礼文岳で締めくくった。

前リーダーから引き継いだ時点で、リーダー格

の鳥居のグリーンランドは決ま っていた。鳥居の

抜けた穴は大きいが、それでも、自分達の山行を

遂行していこうという決意を持って、昨年の冬山

合宿以降の活動を行ってきた。目標はすでに見え

ていた。昨年の越後での冬山合宿に敗退していた

からである。今年こそはと部員が共通の目標を持

ってやれたことは大きい。

実際の活動では 15月に白山でスキーがしたい」

と考えていた私たちは、ゲレンデでもろくに滑っ

たことがなかったがOBの方々の協力もあって、

徐々ではあるが様になっていった。また、 2月山

行という形をとらなかった分、自由に山スキーを

楽しめたと思う。

3月には池山尾根から空木岳への慰霊登山を行

った。しかし、一方で、は実際に山行を行える部員

の減少と言う大きな悩みも抱えていた。下級生の

退部、加納の就職活動等で結局 2名しかまともな

山行ができない状況に陥った。勧誘活動は 3名の
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昨年のリベンジに向けて偵察を行い、初冬合宿

は八方池BCで可子った。ここは、 雪が多い年と少

ない年では表情がまるで違うが、今年は少ない年

にあたってしまったようだ、った。毎日が晴天でラ

ッセルを目的に来ていた私達にとって少し物足り

ないものだ、った。その後いよいよ、冬山合宿が昨

年とは逆のルート (駒ヶ昔~中ノ岳)で行われた。

千葉OBにも入っていただいて、天候にも恵まれ

て何とかリベンジを果たすことができた。

新規リーダー会も原淳、鳥居が3年と言うこと

もあり、昨年と引き続き継続して行った。 2月山

行では八ヶ昔において赤岳鉱泉に定着して、 2つ

の雪稜ルートと斉藤(大)OBに講師を務めてもら

ってアイスクライミングを行った。昨年まではラ

ッセルだけが目的だ、ったが、今年はロープを使お

うという趣旨でこの 2月山行をスタートさせた。

春山は個々の事情によりまとまった時間を確保で

きず、合宿という形をとらずに 3月山行という形

をとって、上越の足拍子岳にて行われた。標高こ

そ低いものの 2つの雪稜ルートを登ることができ



満足のいくものだ、った。

この 1年は私のリーダーシップの無さが露骨に

表れた 1年であったと思う。その証拠として、各

合宿には毎回のようにOBの方々に入ってもらっ

てなんとか遂行してきたからだ。ただ、大きな事

故がなかったことは幸いである。しかしながら、

このように事故無く安全に山行を行ってこられた

のも OB、OGの方々の協力があったおかげです。

ありカfとうございました。

平成13年度 コーチ会報告一一

ヘッドコーチ斉藤大輔

世の中が不況の風にさらされて何年くらい経っ

たであろうか。一向に景気が良くなる気配すら感

じられない。不景気が山岳部の部員数に影響する

とは考えにくいのであるが、冷たい風は容赦なく

新人獲得の向い風である。

新入生にあの手この手の営業(勧誘)活動をして

も成績は振るわず、我が日大山岳部営業マン達は

社会の縮図を体で感じてしまったかもしれない。

ただ、幸いなことに高校時代から山に登っている

有望な 1年生を 1人確保できたことは、今後の明

るい未来を予感させた。

3年生 3人、 2年生 1人、 1年生 1人の 5人体

制で山岳部活動は始まった。昨年度のチーフリー

ダーは 3年生の石川であったが大学を卒業してし

まったので、本年度も 3年生の原j撃がチーフリー

ダーを引き継いだ。

ここ 2年間、日大山岳部では 4年生がいないと

いう「歯抜け」の状態が続いている。他大学の遭

難や事故の報告を見ても、 1年生から 4年生まで

すべての学年が揃わない「歯抜け」の状態が事故

の一因として考えられているので、事故を防ぐた

めに 1年間コーチとしても細心の注意をしたつも

りである。

まず第一に、山に対する初歩的な考え方をコー

チ会では指導した。山の資料の調べ方、資料の見

方に始まり、計画書の作り方、報告書の書き方か
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1.活動報告(平成13年度)

ら反省と対策などのごく基本的な作業から見直し

た。

第三に、ほとんどの合宿にコーチを帯同させて

基本技術の徹底から危険に対する回避方法など机

上のコーチ会では教えられないことを実践させた。

時には危険な芽を早めに摘み取ることによって、

学生の安全を確保した。

第三に、合宿、個人山行を問わず、山に入る時

は携帯電話を持たせ、 1日1回は定時連絡を取ら

せた。最近は日本の山のほとんどの場所で携帯電

話がつながる大変便利な時代である。天候判断は

東京から学生に伝えて助言をしたり、コーチとし

ても学生がどのように計画を進行しているのかが

わかるので安心できた。また、もし何か危険な状

態に陥っても早急な対応ができると思った。

細かいことはまだまだあるのだが、とにかく今

年一年はコーチ会による学生の徹底管理の l年で

あった。この指導方法が正しいとは思っていなし、。

学生の主体性が失われるからである。ただ、うま

く言葉にできないのであるが、今年一年はなにか

「やばい」ものが感じられて、主体的で自由な山行

よりも管理された安全な山行を押し進めてしまっ

た。来年はその欝憤を思う存分、登山に反映させ

られたらと，思っている。

最後に、学生の鳥居がグリーンランドのシオラ

バルクで大島OBにお世話になり貴重な経験をさ

せて頂いたことに、ここでお礼を申し上げます。

そして、学生のほとんどの合宿に参加してくれた

コーチの千葉敦雄君にはヘッドコーチとしてどれ

だけ感謝してもしきれない気持ちです。

(平成13年度総会パンフレットより)



記 多議

-春山合宿

中央アルプス 池山尾根~空木岳一一

期 日 3 月お日 ~26 日

メンバー し OB千葉、原淳、加納、伊藤

3月お日 晴れ古城公園上展望台→2，080m手前

コル

暑い。雪が腐っているので 2ピッチ目からワカ

ンをはく 。無理をせず早めに幕営。

3月24日晴れ CS→2，5∞m地点

大地獄を 2ピッチ、小地獄を 1ピッチフィック

ス。小地獄の後で迷い、尾根の頭までのルンゼ状

の雪壁で 1ピッチ、千葉のリードで行く 。学生の

荷物量では少し危ない。原j宰がなんともないとこ

ろで 2回滑落し、 2固とも木に引っかかり止った

が。

3月25日 曇り CS  →空木岳→池山ロッジ

アイゼンをつける。空木岳はホワイトアウトで

風が強い。このため、 '96年3月の道難現場に行く

予定だ、ったが、やめる。黙祷をして、下降。帰り

は、迷い尾根で 2ピッチ、小地獄で Iピッチ懸垂

下降する。大地獄では 2ピッチをフィックス。池

山のロッジで、皆で食いつぶしをする。

3月26日曇り時々雨 CS→古城公園下山

.5月山行

一加賀 白山一

期日 5 月 1 日 ~2 日

メンバー L原淳、伊藤

5月1日曇り 市ノ瀬ゲート→別当出合→砂防

新道→甚之助避難小屋先

ゲートよりアスフアルト道を別当出合まで歩く 。

除雪が進み雪はないが、逆に雪がないと背負って

いるスキーが重く感じられる。別当出合からは雪

上である。ゴールデンウィークと言う事もあり、

多くの山スキーヤーが入っているようだ。春の締

まった雪を軽快に登っていく 。つぽ足で、登ってい

くうちに甚之助避難小屋に到着した。

5月2日 晴れ~雨 CS  →室堂→御前峰→市ノ

瀬ゲート 下山

早朝は雪が硬く、傾斜も増してきたためアイゼ

ンを装着する。視界が広がってくると室堂だ。室

堂から見上げると一面のゲレンデが広がっている。

鳥居の頭しか出ていない室堂を出発してまもなく

御前峰。ここから滑降がはじまりだ。広い斜面に

大きく弧を描くように降りた。朝早いこともあり

斜面はアイスパーンである。荷物の重さも相まっ

て少々、腿が辛いがあっという聞に滑り降りた。

別当出合まで戻ると春の雨が降ってきた。

-夏山合宿

北アルプス銅岳銅沢定着一

期日 8 月 1 日 ~8 日

メンバー L原淳、伊藤、鳥居、丸山、

OB芹沢、千葉、石JII(重)

<入山>

8月1日 晴れ称名滝バス停→大日平山荘→

2;α)()m付近

歩き出すと鳥居の様子がおかしい。Iピッチ目か

ら早くもつらそうな雰囲気である。ベースも上が

らず、順調なほかのメンバーとも差が聞く 。

8月2日 晴れ CS  →奥大日岳→室堂乗越下

朝から鳥居の調子が悪い。

8月3日 晴れ CS →鋼沢キャンプ場BC

銅沢キャンプ場にテントを張り、原淳、伊藤で

雪上訓練場、六峰取り付きを偵察に行く 。鯛沢も

雪が少なかったが、長次郎谷の雪も少なく 、六峰

取り付きまでも雪がなかった。BCに戻ると芹沢

さんがいらしていた。

<定着>

8月4日曇り~雷雨雪訓

雪訓 1日目。ガスがかかっていて、落石の危険

もあったので当初の雪上訓練予定地よりも少し下

ったところで、行った。雪渓の状態が悪い。雪訓を

終えて、芹沢さんと別れてから、私達も雪渓を下

っていると長次郎谷を登ってきた石川さんと合流
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して、 BCまで、戻った。鯛沢を登り返すころには天

気は雷雨に変わっていた。

8月5日晴れ 雪訓

1年の丸山は昨日よりも雪渓での歩行技術が上

手くなっている。雪訓のザイルワークは、はじめ

に伊藤が行った。その問、鳥居が丸山に、ジッヘ

ルとグリセードを教えた。BCへ戻る途中の鯛沢

雪渓では、タイトロープの練習を行った。BCに

戻ると、千葉さんがBCに到着したところだ、った。

8月6日 晴れ六峰Cフェース剣稜会ルート登挙

Cフェース剣稜会ルートには原淳・丸山・鳥居

の組と千葉OB.伊藤の組で登る。前のパーティ

ーの順番待ちゃザイルワークの経験不足などもあ

り、 Cフェースの頭の到着は12時過ぎになった。

六峰から 5・6のコルに降りる懸垂下降の支点は、

いかにもやばそうな木だ、った。

8月7日雷雨停滞

今日は朝から激しい雨がテントを撃ちつけてい

た。8時になった時点でも雨脚は勢いよく、ラジ

オから、富山県に暴風、雷、洪水警報が出された

と流れてきて、停滞にした。

8月8日 晴れ BC→雄山→室堂下山

昨日は良く寝たということで、いつもよりも早

くBCを出発。尾根に上がったところで、日の出

とブロッケン現象を見ることができた。室堂に下

山し、みくりが池温泉にみなで入る。

<夏山合宿定着合宿を終えて>

大日尾根からの入山で予備日を使ったときには、

この先大丈夫だろうかと思ったが、芹沢、千葉、

石川の 3人のOBに参加していただき、事故なく

行うことができた。しかし、鳥居にはじめびっく

りさせられた。さすがに半年以上も山から離れて

いたのでしょうがないと言えば、しょうがない話

だ。かわって 1年 1人で丸山は良く頑張ったと思

う。初めてのことばかりで、戸惑っていた場面がい

くつかあったが、着実にこなしていた。ただ、結

局最後まで鋼岳本峰へは登られず、残念な思いが

した。予備日をもう少しとっていればと今更なが

らに後悔している。 (原淳・記)

1.活動報告 (平成13年度)

<後半分散>

一北海道 ①中央高地 ②利尻岳・礼文岳一

期日 ①8 月 13 日 ~17日②8 月 19 日 ~20 日

メンバー L原淳、鳥居、加納、伊藤、丸山

8月13日 晴れ十勝岳温泉→上富良野岳→上ホ

ロカメットク避難小屋

昨日の北海道までの移動で、皆疲労がたまって

いたようだ。予定通り上ホロカメットク避難小屋

で行動を打ち切る。

8月14日 晴れ CS →十勝岳→双子池テント場

十勝岳へはコースタイムの半分の時間でついた。

途中、火山性のガスが舞っていて軽い呼吸困難に

なる。ベースは順調で予定の 2日分のコースを歩

く。

8月15日 晴れ CS →コスマヌプリ横ピーク→

南沼キャンプ場

朝の 1ピッチ目からやぶj曹ぎである。このあた

りの縦走路はあまり人が入らないらしく、登山道

は昨日までに比べると状態は良くない。また、行

き交う人も少ない。

8月16日 晴れ~霧 CS →トムラウシ山→白雲

岳避難小屋

トムラウシ山目指して登り、程なく頂上。出発

前から今日は予定の 2日分歩こうと決めていたも

ののやはり直線距離は長い。特に加納は後半だい

ぶ疲れた。白雲岳避難小屋に着くころにはあたり

はカ、スに覆われ始めていた。

8月17日 曇り CS →旭岳→姿見ロープウェイ

駅下山

白雲岳を往復し噴火口を右手に見ながら大雪山

の山々を歩いていく 。旭岳山頂に着くと数多くの

登山客がいて下界が近いことを感じ取ることがで

きた。下山後、温泉に入ってゆっくりと時間を過

ごした。

<夏山合宿後半分散①を終えて>

お盆のさなかに都会を抜け出し、電車の中では

函館まで座席に座れないまま揺られて着いた北海

道、旭川はともかく寒かった。そして、次の日か

らは雄大な大地に感動することとなるのである。

山の頂上に立ってみても周りははじめてみる山ば
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かりである。また、天気も毎日良く晴れて、結局 ・初冬合宿

雨具はパッキングしたままだった。今回の山行で

一番気にかけていたのは水であった。雪渓がとこ

ろどころ無くなっていたり、毎回、煮沸したりと

毎日水のことを考えていたような気がする。

この合宿では本合宿で参加できなかった加納も

加わったわけだが、鳥居の調子が復活した代わり

に、今度は加納がこちらから見ていて大変そうな

感じた‘った。 しかし、全体的には安定したベース

だ、った。最後にアドバイスをくれた田村さんあり

がとうございました。 (原i畢・記)

8月19日 晴れキャンプ場登山口。利尻岳山頂

稚内より、フェリーにて利尻島へ。利尻島に着

くと北稜ルート登山口までタクシーに乗って向か

う。登山を開始するとだんだんと北の海が眼下に

広がってくる。内陸の山では考えられない景色だ。

程なく山頂へ。街まで下り、フェリーターミナル

前の公園を寝床とする。

8月20日 晴れ登山口。礼文岳山頂

朝、利尻島を出発して昼に礼文島に到着。登山

口からは必要最小限のものだけもって山頂までみ

んなで、走った。標高田Omもない山頂だが、景色は

その標高に似合わず素晴らしい。下山口にて解散0

4 
利
尻
岳
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て

<夏山合宿後半分散②を終えて>

この利尻、礼文は長い夏山合宿の最後に「お疲

れ様でした山行」として、計画した。このような

地での山行は本当に「山旅」といった趣で、 日ごろ

の「登山」とは違い、旅そのものを皆で楽しんだ。

(原淳 ・記)

一北アルプス 唐松岳八方尾根定着一

期日 11月 22 日 ~25 日

メンバー L原淳、鳥居、伊藤、丸山

11月22日 晴れ黒菱平→扇雪渓→八方池BC

まず原淳、伊藤が雪訓場を偵察する。扇雪渓は

雪訓に最適だ、った。

11月23日晴れ 雪訓

扇雪渓までアイゼンをつけて行く 。下級生のワ

カン歩行とザイ lレワークを見る。午後からはフィ

ックスの練習を行う 。

11月24日 晴 れ 唐 松 岳 登 頂 雪訓

天気は晴れ。順調に高度をかせぐ。唐松岳頂上

は登山客が多く、風が強い。扇雪渓に下ってから、

ビーコン探索、ゾンデーレンの練習を行う。その

後フィックスの練習を行い、丸山のザイルワーク

を見てから BCに戻る。

11月25日晴れ BC→黒菱平下山

-冬山合宿

越後越後駒ヶ岳~中ノ岳

期日 12月 27 日 ~1月 2 日

メンバー L原淳、鳥居、伊藤、丸山、

OB千葉

12月27日 曇り~雪大湯→約850m地点

まず駒の湯に向かう。雪の量は昨年に比べれば

少ないが、やはり多い。駒の湯に着くと釣り橋が

冬用になっていて、とても狭く危険に感じた。そ

れから先はひたすらラッセルの登りである。キャ

ンプ予定地916mを前にして、時間になってしまっ

たので約850m地点を今日の天場にする。

12月28日 曇り~雪 CS →小倉山先

天気の良かった朝から徐々に雪の降りも強くな

り、ニセ小倉山に着くころには視界が不明瞭にな

っていた。小倉山へも視界が悪く、コンパスを見

合わせながら進んだ。小倉山を少し下った地点に

テントを張った。

12月29日 晴れ CS →駒の小屋o駒ヶ岳

朝から快晴。特に危険だと思うところもなく順
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調に駒の小屋に到着。時間に余裕があったので、

駒ヶ岳に向かう。ラジオでは、明日から天気が荒

れるとのことをしきりに言っている。

12月30日 雪 停滞

前線通過で外は完全にホワイトアウト。

12月31日 雪 停滞

朝からホワイトアウト。稜線まで偵察へ行く 。

1月1日 晴れ~雪 CS →中ノ岳→約1.2∞m

地点

朝 6時に小屋を出発。月明かりが非常に明るく

ヘッドランプなしでも登っていける。中ノ岳に着

いたころには雲が広がっており、早速下山を開始

した。明日の天気が悪くなりそうだったので、樹

林帯まで下りておきたかった。日向山をさらに下

り、約12∞m地点にテントを張った。

1月2日曇り~晴れ~雪 CS →三国川夕、ム

下山

三田川ダムまで、どんどん進む。到着の頃には、

雪が降ってきた。

<冬山合宿を終えて>

昨年同じコースで敗退していたので、今回のコ

ースを完全遂行できたことは単純に嬉しかった。

天気にも恵まれ、毎日計画通りに進めることがで

きた。天気が悪かった12月30、31日をとてもきれ

いな駒の小屋で、停滞、疲れもとれた状態で駒ヶ岳

と中ノ岳を結ぶ稜線を歩くことができた。そして

そのまま樹林帯まで下れたことが成功の要因の 1

つだと思う。この合宿を遂行できたことは、部員

にとって大きな自信になったと思う。(原淳・記)

駒ヶ岳直下

1.活動報告(平成13年度)

.2月山行

一八ヶ岳連峰赤岳鉱泉定着

期日 2 月 15 日 ~21 日

メンバー L原淳、鳥居、伊藤、丸山

OB斉藤(大)、村田(慎)

2月15日 晴れ 美濃戸口→赤岳鉱泉BC

美濃戸口から赤岳鉱泉までの登山道は、しっか

り踏み固められており、歩きやすい。

2月16日 晴れ BC→赤岳→横岳→硫黄岳→

BC 

八ヶ岳の周遊。朝から良く晴れている。文三郎

尾根は途中にトラパースがあり、大量降雪後には

雪崩そうな斜面だ、った。硫黄岳周辺に行くと稜線

はとても広く、ガスが出てきたら迷いそうである。

斉藤OB、村田OBと合流。

2月17日 曇り~雪 ジョウゴ沢右俣アイスクラ

イミング

斉藤OBにアイスクライミングを教えていただ

く。ジョウゴ沢を登り、 20mの滝の隣の傾斜の少

ない滝にトップロープをかけてもらう。天気が怪

しくなったので下山。石尊稜取り付きの偵察に行

く。

2月18日風雪停滞

低気圧が3つも日本を通過するようだ。

2月19日風雪~曇り停滞

2月20日晴れ石尊稜登挙

クライミングには申し分ない天気。石尊稜の 1

ピッチ目は岩場である。ホールドは，思ったよりも

細かい。ロープがぎりぎりのところで支点をとる。

雪稜上のクライミングの支点は、ほとんど木から

とった。雪稜が終ると再び岩場が出てくる。地蔵

尾根を下ってBCに戻った。

2月21日 晴れ赤岳主稜登禁 BC →美濃戸口

下山

1ピッチ目はチヨ ツクストーンが出てくる岩場

だ。その後も、ところどころ岩が出てくる斜面が

続く 。地蔵尾根を下り赤岳鉱泉に到着。撤収して

下山。
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<2月山行を終えて>

今回の山行は、雪稜とアイスクライミングとい

う今までの合宿にはなかったことに取り組んだ。

案の定、雪稜でのザイルワークの悪さが目立った

り、アイスクライミングでは登り方自体に戸惑っ

た。これら多くの課題は着実にこなしていきたい。

水作りをしなくてよい赤岳鉱泉BCは快適でクセ

になってしまいそうだ。 (原浮・記)

.3月山行

一上越足拍子山 クロガネノ頭中尾根・北尾根一

期日 3 月 21 日 ~24日

メンバー L原淳、鳥居、伊藤、丸山

3月21日 晴れ旭原→東尾根8∞m地点→中尾根

取り付き→ホテルクロガネ→東尾根合

流点→東尾根糊m地点

中尾根の最初はやぶ漕ぎ。 1時間ぐらい登ると

雪崩れそうな雪壁が現れた。ここからロープを出

す。P1岩峰では木の間を強引に進み雪壁、岩場を

登る。釣鐘状の岩場の基部であるホテルクロガネ

は確かに天場としては最適だ。しかし、天気予報

によると明日から24日まで悶と出ており、今日の

うちに東尾根を経由して下山したかったので先を

急いだ。その後も雪壁が数回現れたが、どれがP2

でP3なのか分かりづらかった。

3月22日 曇り~雨~雪 CS →北尾根取り付き

→北尾根上1250m地点

足拍子川本谷と前手沢の合流点から北尾根を登

る。約2時間やぶと格闘した後、 雪が現れナイフエ

ッジ、雪壁が出てくる。その問、ロープは出した

ままだ、った。雨が雪に変わり、 一面ガスで、真っ白

になった。

3月23日 風雪 CS →クロガネノ頭→足拍子岳

→南尾根上

クロガネの頭から雪庇が大きく南に張り出して

いた。足拍子岳直下はアイスパーン状になってお

り、そこを3ピッチ登り足拍子岳頂上に着いた。ク

ライムダウンや懸垂下降2ピッチを交えながら下っ

た。南尾根上にて幕営。

3月24日曇り CS →土樽駅下山

'・

企足拍子岳山頂にて

ひたすらやぶを漕いで下山。駅にたどり着いた。

-個人山行一覧

・丹沢蛭ヶ岳

5 月 4 日 ~5 日 L加納、岡村、永井、

OB石川1(重)

-丹沢小草平ノ沢

5月20日 L原淳、加納、伊藤、岡村、

OB石)11(重)

-丹沢大山川

6月24日 L原淳、加納、 OB石川1(重)

・谷川岳 蓬沢檎又谷大スラブ

9月24日 L原淳、鳥居、伊藤

・南アルプス 鳳風三山

10月7日 L原津、鳥居、伊藤

.富士山

11月 3 日 ~4 日 L鳥居、原淳、加納、伊藤、

丸山

-上越白毛門

12月9日 L原淳、伊藤、丸山

・伊豆城山

1月4日 丸山他数名

・伊豆城ヶ崎

1月13日 丸山他数名

.白妙橋

2月24日 丸山他数名
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桜門山岳会

1.活動報告 (平成13年度)

一一平成13年度 昨今の桜門山岳

会の回想と方策一一

理事長代役 神崎忠男

2∞2年、国際山岳年、登山というよりは地球環

境の将来のことを考え、山岳地域の森林、水、大

気、エネルギーなどの重要性を国際社会の共通の

課題として国連が定めた国際年。地理、地質学、

そして生態系エコロジーを含む幅の広い自然保

護、環境保全にあって人間と自然の調和、“人聞

が自然を守れば、自然が人聞を守ってくれる"と

いう自然学につながる国際山岳年。当然、自然の

最前線で山岳地域に親しみ関わり合いをもっ山の

愛好家、登山者として国際山岳年を意許していき

たい。

2∞l年5月の総会において、尾上昇氏より理事

長役を引き継ぎました。ここ数年の桜門山岳会を

ふりかえると山本晃弘理事長に1995年のエベレス

ト登山隊派遣、並びにまとめ後始末のご尽力をい

ただきました。

21世紀を迎え新たなる時代への期待を担い尾上

昇氏に2∞o年、 2∞1年の二年間理事長をお願いし、

たしました。直接的には関係ないにしても社会経

済の低迷、部内では部員の減少など活動にマイナ

ス要因も大きく、際立つた活動もできずに時が流

れました。こんな時期に理事長をお引き受けいた

だいた尾上昇氏に深く感謝申し上げます。そして

名古屋という遠距離にもかかわらず定期的、かっ

効果的に理事会が聞かれたことに敬意を表しま

す。まして桜門山岳会としてサンルン登山隊を組

織したことは正に尾上パワーの功績にほかならな

い。とくに中村進OBを中心として、山本茂久O

B 、千葉敦雄OB、そして東京大学運動会スキー

山岳部から田中淳一OBが参加、すでに準備を整

え2∞1年の秋の出発をまったが、 9月11日のニュ

ーヨーク同時多発テロ事件がアフガニスタンに飛

び火して、中国政府が慎重となり、サンルン登山

許可の延期が通達され、登山隊の派遣が中止、サ

ンルン登山隊はやむなくネパールヒマラヤのアマ

ダムラム峰に転進し、今年2002年再度のサンルン

登山を志すも、隊員の再就職などにより、参加隊

員が少なく、今回2002年秋隊は中村進OBが偵察

隊として入山、 2003年を目標にサンルン登山隊の

再編成を計っている。従って尾上昇前理事長の志

半端にして、理事長続投していただく4衣頼をいた

しましたが、業界及び社会的にも活躍されている

お立場に、理事長の留任は無理ということで私が

理事長を引き受けさせていただきました。普通、

組織としては若返り策が当然で尾上昇氏より既に

2歳年上の私が理事長役に推挙されました。桜門

山岳会の異常事態というか遠からず社会的にも影

響をうけていると考えたい。

いつの時代も人事には賛否両論があることと思

いますが、 2∞l年5月の総会で、不肖ながら私神

崎忠男が理事長で桜門山岳会は出発いたしまし

た。当然、意気込んだり、今すぐ何かをしようと

いうことは考えていませんが、次の時代のことを

考え、若い理事長体制を期待し、その時のための

基礎固め、基盤づくりを考え、健全的かっ安定的

組織づくりを目指し、次のことに主眼を向けてみ

ました。

①計画的な運営、活動の実践一決めて、その通

りに実行

②財政の整理会費徴収健全財政

③学生の育成安全第一技術力向上

項目的には少ないが、理事会評議会の開催日を

年間的に決めさせていただき、より多くの会員の

出席を要請、また、数少ない集会、天懇、新年会

など最小限のコミュニケーションを図る場として

開催。そして、財務、特に会費を整理して、出来

る限り正常会費に近づけ、財政、運営、活動の健

全性、正常性の確保に努めた。学生の育成につい

ては今どき育成などという言葉自体が時代性を欠

いていると思いますが、やはり日大山岳部現役学

生あっての桜門山岳会、学生とのつながりを深く
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保ちたい。部員減少、活動縮小は日大のみにとど

まらず、他大学山岳部、学生登山界全般的なこと

で、あって、とかく昔と比較しがちな展望論でなく、

現実を見たとき、今の態勢で何をしたらよいかを

考え、今なりの充実性、価値観を求めればよいと

考えています。学生の自主が養われ当人が納得で

きる山行を実践していくことに期待したい。雑駁

な年間報告ですが、会費整理 (徴収)に当りまし

て、担当者の努力、会員の協力に深く感謝申し上

げます。

(平成13年度総会パンフレットより)

p

り
1
E
4
 



日本大学山岳部

1.活動報告 (平成14年度)

平成14年度 (2∞2年4月-2003年3月)

部長 平山善吉

副部長 根本君也

監督 岡田 貞 夫

コーチ 宇田 川 勲

主将 原 j畢 修

部 員 4年 CL原j畢修 SL鳥居創太

3年伊藤亮

2年丸山健司

1年須田貴志 鈴 木 浩 太 郎

岩崎貴之青柳貴幸

三上喜久新原寛人

部室 〒2悌∞42 東京都多摩市山王下

1-13-16 

一平成14年度活動報告

チーフリーダー原淳 修

私が昨年に引き続き主将を継続する事になり、

リーダ一陣も昨年度と変わらず。よって、例年に

比べスムーズに今年度をスタートする事ができた。

しかし、その上級生も4名。なんとも寂しい数字で

ある。4名ほどであると一体感は感じる事ができ

るが、果たしてそのような少人数が大学の部活動

か? と感じずにはいられない。ともあれ、年度

があけると同時に昨今の大学山岳部にとっての最

初の正念場、新人勧誘が始まった。

結果的に冬山まで行った 1年生は 3名。 1年生

を残す事を目標にやっているとは思いたくはない

が、実際に現状況を見てみると“ 1年を残す"“残

さない"と言うのは山岳部活動を行っていく上で

かなり左右される。これから、この課題は益々重

要なファクターになってゆくだろう。

さて、実際の活動では 5月に白馬岳主稜に上級

生のみで、行った。昨年度の春から雪稜に取り組む

ようになり、 1年生が入る前の仕上げ的なものに

なったと思う。しかし、個人山行の丹沢の水無川

にて部員が落石にあい、怪我をすると言う事故が

起こった。結局、部員の経験不足からから起こっ

た事故であると判断し、その後も沢登り、岩登り

を中心に個人山行は継続して行った。その後、 1 

年生も加わり初夏合宿を潤沢で行う。入山、 雪上

訓練ではOB、OGの方に参加していただき部員

全員で奥穂高岳山頂を踏み、それなりの成果をあ

げ、ること治宝できた。

夏山合宿は自分達のレベルなどを考慮して大日

岳経由で鋼沢をベースに行った。本合宿を通して

1年生の体調が悪く、後半分散は遂行できるか心

配ではあったが後半では持ち直し、笠ヶ岳までの

縦走と吾妻連峰中津川遡行は事故なく無事に終え

ることカfで、きた。

夏山合宿が終わり 、もう 一度冬山について練り

直そうとしていた頃、 2年の丸山が春休みにフリ

ークライミングのツアーのため海外に行きたいと

休部を願い出てきた。それを承諾した事によって

冬山は上級生 3人で臨まなければならなくなった。

全員でひとつのルートを目指すかOBの方の協力

を得て隊を分散させるか悩んだ結果、槍ヶ岳に南

岳西尾根、中崎尾根の 2隊出すことにし、それに

向けて秋山に上級生のみで、偵察を行った。秋山と

は言うものの予想だにしなかった大雪に阻まれ偵

察を成功させる事ができず、冬山は全員で中崎尾

根から槍ヶ岳を目指す事に決定した。初冬合宿は

例年通り八方尾根にてラ ッセル、アイゼンワーク、

雪洞等、雪上技術を確認する事ができた。そして、

冬山合宿。槍ヶ岳山荘まで行くものの今後の天候

やリミットを考え穂先の往復はできなかったが全

員が力を出し切って取り組めたと感じる。

さて、そうは言っても今回の冬山合宿の決定時

期は遅すぎたと反省している。 lつの目標に向か

つて取り組むにも明確さがないと全体の覇気が薄

れてしまう。しかし、上級生の確実な人員を確保

できない今、 l年生が入ってもいない時期から冬

山を決めるというのもまた難しいものがある。結
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局は“ 1年を残す"、“残さない"と言った方針で

その先の冬山の方針も変わってしまう。これも事

実である。また、フリ ークライミングを部内にど

う取りいれていくかもこれからの課題になってい

くだろう。登山に対するイメ ージとはまた違った

フリークライミングを味方につければ部員確保と

いった面においてもプラスに傾くだろう。全体と

してなかなか思うように行かなかった 1年ではあ

ったが、残った 1年生を核として来年へとつなげ

て更なる高みを目指した登山をしてほしいと願う。

最後に今年度は登山活動の他、部室引越しなど多

くのOB、OGのご協力があったおかげで円滑に

進めることができました。本当にありがとうござ

いました。

一平成14年度 コーチ会報告一一

ヘッドコーチ宇田川 勲

前年度からの引き続きで原浮リーダーのもと、

新リーダー会がスタートした。今年度は 4年生 1

人、 3年生 2人、 2年生 1人、 1年生 4人とやや

下級生が多いものの歯抜けの状態ではなく、全学

年せいぞろいでスター トすることができました。

前年度はリ ーダーの原浮が3年生ということもあ

り、 OBが合宿や個人山行に積極的に参加し学生

を育てていく形でした。その甲斐があったのか、

原淳もある程度貫禄がついたリ ーダーに成長しま

したし、メンバーもそこそこの実力がついてきた

ため、今年度は学生主体で、やっていくことにしま

した。コーチ会はあくまでもアドバイス機関的役

割として、合宿、個人山行にOBが参加するのを

極力控えるようにしました。この 1年間を振り返

ってみると、冬山合宿を当初、笠ヶ岳に目標を置

き初夏、夏山、初冬と合宿をふむという年間計画

がリ ーダー会から提出されましたが、実際は 2年

生の退部や 1年生の教育などがうまくできず、槍

ヶ岳の中崎尾根に変更せざるをえませんでした。

毎年いわれていることだと思いますが、今まで

のように冬山を目標に置いて年間計画をたて部を

運営していくのは、限界にきているのではないか

と感じています。部員の減少、歯抜け状態による

部全体の実力低下、部員それぞれに目標がないな

ど、このような状態ではこの先の山岳部というも

のが見えてこないような気がします。これからの

山岳部というものは、 OBが作るのではなく現役

の学生がもっともっと主体となって作っていかな

ければならないものだと思います。他大学と合同

で合宿をしたり、社会人団体の人間と山行に行く

などいろいろと考え、現在の状況を打開しようと

学生は頑張っています。 OB は学生に I~をやら

せるJI ~をやらせたいj という考えではなく、学

生が考えてきたものをいかに安全に効率よく行動、

実行させるかという考え方で、学生を見守っていか

なければと思います。

(平成14年度総会パンフレットより)

記 S示
.5月山行

北アルプス 白馬岳主稜一一

期日 4 月 28 日 ~29 日

メンバー L原津、鳥居、伊藤、丸山

4月28日晴れ二股→猿倉→白馬尻→八峰→六

峰先

猿倉まで車で入るのは 5月1日からだそうで、

タクシーは二股までしか入らなかった。白馬尻に

着くと主稜に取り付いているパーティ ーが見える。

大雪渓を渡って広い斜面を八峰目指して登ってい

く。少し急な登りではあるがトレースがしっかり

とついている。予定幕営地は八峰であったが時間

に余裕があったので先に進める。 ナイフエッジ、

雪壁が続いているがトレースがすでに階段状にな

っており、問題なく登ってゆく 。前半の核心部で

ある六峰もザイルを出すことも無く登りきった。

六峰先で幕営。

4月29日 晴れ cs→白馬岳→猿倉→二股下山

朝から天気が良い。五峰、四峰、三峰とナイフ

エッジが続く 。後半の核心二峰もトレースをたど
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って行くと頭に着いた。もう目の前は本峰である。

最後の雪壁もノーザイルで難無く登りきってしま

い、頂上へ。しばし休憩を取った後に大雪渓から

下る。

<5月山行を終えて>

ゴールデンウィークの白馬岳主稜は本当に人が

多い。そして、ルートは最後まで踏み固められた

トレースが付いていた。なんだか、ちょっと拍子

抜けしてしまったが両日とも天気がよく素晴らし

い景色の中、余裕を持って雪稜を楽しめたと思う。

(原淳・記)

-初夏合宿

一北アルプス 穂高岳連峰 j固沢定着一

期日 6月15日-6月18日

メンバー L原淳、鳥居、伊藤、丸山、岩崎、

須田、 OB岡田、村木、鈴木(快)、

村田(慎)、小林(州)

6月15日晴れ上高地→横尾→潤沢BC

1年生のペースは本谷橋まで、良かったが、 雪が

出てきた途端にベースダウン。今日はテントが3

張り。昨年まで4人用のテントが1張りだ、っただ

けに、ついニヤけてしまう。

6月16日曇り時々晴れ雪訓

雪訓場までダッシュ。雪訓で思わぬことが発覚

する。日大式キ ックステップというものが存在し

たのだ。岡田OB、村木OBに教えてもらう。歩

行訓練が終ると村田OB、鈴木OGが帰られる。

ジッヘル、グリセー ド、フィックスの練習を終え

て帰幕。BCにいらした小林OBからスイカをい

....i固沢カールの 1年生たち

I 活動報告(平成14年度)

ただく 。

6月17日 曇り時々晴れ奥穂高昔登頂

頂上はガスの中で景色は眺められなかったが、

皆満足そうだ。

6月18日 曇り時々雨 BC→横尾→上高地下山

-夏山合宿

一北アルプス錫岳鋼沢定着一

期日 7月27日-8月5日

メンバー L原津、鳥居、伊藤、丸山、青柳、

岩崎、鈴木、須田、 OB斎藤(大)、

村田(慎)、松本、石川I(重)

<入山>

7月27日 晴れ称名滝バス停→大日平山荘

1ピッチ目から早くも 1年生の 1人がパテ気味

である。まったく前に進まない。 3ピッチ目で公

共装備を全部抜くことにする。大日平山荘に泊ま

る。

7月28日 晴れ CS →奥大日岳→雷鳥沢キャン

プ場

進みが遅い。大日小屋に着いたのが9時。 1年

生は一様にくたびれた面持ちで、特に鈴木のザッ

ク麻庫が心配である。右手に力が入らない。

7月29日 晴れ CS →鯛沢キャンプ場BC

剣沢BCに到着後、鳥居、伊藤、丸山は長次郎

谷へ偵察に行く 。マイナーピークと I峰との聞の

岩壁上部が剥離するように崩れており、長次郎谷

の1/3弱の範囲が雪と土砂に埋まっていた。Aフェ

ースと Cフェースの取り付きを偵察して BCへ。

原淳は 1年生4人と BC整理を行う。また、 BC

付近の雪渓で 1年生のザイルワークの確認を行う。

<定着>

7月30日晴れ雪訓

長次郎谷の下部はマイナーピークと I峰との聞

の岩が崩壊し雪渓が土砂、雪で埋められ酷い状況。

その規模の大きさに驚かされる。長次郎谷で恒例

のダッシュ。先頭と最後では40分以上もの差が聞

いた結果になった。熊ノ岩下にて歩行訓練を行う。

大人数で通過する時は落石の誘発が怖い。銀沢を

Q
U
 

可
E
A



登り返して鋼沢BCに帰幕。

7月31日晴れ停滞

青柳が疲労、岩崎と須田が咳と熱、鈴木がザッ

ク麻埠ということで l年生は壊滅状態。雪上訓練

もままならないので、休養のため停滞とする。上

級生は外に出てシュラフを干したり、外で日焼け

をしたりしているが、 l年生は外に出てこない。

中を覗くとテントがまるで病棟の様に見えた。

8月1日小雨~靖れ時々曇り 雪訓

剣沢で雪上訓練、搬出訓練。BCまでの鯛沢の

登りは、タイトローフ。を使った。長次郎谷での崩

落は危険があり、雪上訓練場所として考え直す必

要がある。

8月2日霧~雨分散登禁

①雄山往復 L原淳、伊藤、青柳、鈴木

鈴木はザック麻薄なので荷物は背負わせないで

出発。ベースは快調。帰りに雨が降り出し、本降

りになる頃BC着。BCに到着すると石川 OBが

既に到着されていた。

②六峰Aフェース L鳥居、丸山、岩崎

5時にBCを出発し、熊ノ岩下に到着。六峰は

全体がガスに隠れていた為、 8時半まで待機する

が、天気快復の兆しが見られないのでBCに戻る。

8月3日晴れ分散登挙

①銅岳往復 L原淳、鳥居、青柳、岩崎、鈴木、

石川OB

明日は雨になるという予報から、奥大日岳往復

ではなく鋼岳往復にした。鈴木の右手の握力がな

くなっていたことが心配だ、ったが、全員で剣岳の

山頂に着く 。Cフェース組にコールをしたらコー

ルが戻ってきた。肉眼でも確認できる。その後、

斎藤OB、村田OB、松本OBが到着される。

②六峰Cフェース剣稜会ルート L伊藤、丸山、

須田

六峰下のガレ場で登喜多準備をする。Cフェース

は丸山トップで、須田、伊藤と続く 。登挙自体は

特に問題なく終了する。16時の最終帰幕を過ぎた

ので、原j率、石川 OBがサポートのため出発。長

次郎谷出合付近にて合流。須田がかなりパテ気味

である。18時に帰幕。

8月4日 小雨~晴れ立山東面丸山尾根登挙

20 

須田は体調不良で、テントキーパー。OBを含む

計10人で出発する。ガスにより視界は10m前後。

l年生に内蔵助カールを下らせるのは危険と考え、

原揮と眼鏡を壊した丸山、 1年生 3名はBCに戻

る。鳥居、伊藤、斎藤OB、村田OB、石川 OB

でかつての内蔵助BCに下り、 三本歯のコルから

丸山尾根を登る。

8月5日 霧~晴れ BC→別山乗越→室堂

下山

BC撤収した後、縦走隊と中津川に向う沢隊に

分かれて出発。

<夏山合宿定着合宿を終えて>

入山の縦走でいきなり 1ピッチ目から 1年生が

パテた時は正直これからどうなるのか心配だ、った。

事故なく本合宿を終えることができてホッとして

いる。

それでも、本合宿から 1年生の体調が優れず万

全の状態と言うことはなかった。また、天候もパ

ッとせず、登挙に関しては少し内容の薄いものに

なってしまった印象がある。その中でも、 OBの

方に入っていただいて、内蔵助旧BCに偵察にい

けたのは大きな収穫だ。長次郎谷の崩落現場を見

て私は瞬間的に「これは来年からは雪上訓練は内

蔵助で行うしかないな」と思ったからだ。来年は

鳥居がどう判断するか分からないが内蔵助BCに

するのが有力だろう。だとしたら、それだけの実

力をこれからつけていかねばならない。

最後に斎藤さん、村田さん、松本さん、石川さ

ん忙しいなかを参加してもらい大変感謝しており

ます。ありがとうございました。 (原淳 ・記)

<後半分散>

一①北アルプス 立山~笠ヶ岳

期日 8月5日-8月9日

メンバー L原淳、丸山、須田、鈴木、青柳

8月5日 霧~晴れ BC→雄UJ→五色ヶ原キャン

プ場

ガスの中を雄山に登る。 1年生全員の調子が悪

かった。

8月6日 霧~晴れ CS →スゴ乗越小屋



1.活動報告(平成14年度)

朝からガス。越中沢岳までは広い稜線の登りが メンバー L鳥居、伊藤、岩崎

続く 。そこからスゴの頭を通過し、スゴ乗越へ。

8月7日 晴れ cs→間山→薬師岳→薬師峠キャ

ンプ場

太平洋高気圧が久々に強まった。今日は最初か

ら薬師峠にテントを張ることを決めていたので、

薬師岳山頂ではゆっくりすることにした。

8月8日 晴れ cs→三俣蓮華岳→双六キャンプ

場

今日は最初から双六目指して出発。黒部五郎岳

まで距離はあるが、標高差は少ないのでどんどん

先に進めていく 。行程が長いので、足早に五郎の

カールを下ってゆく 。さすがに l年生の疲労度は

ピークに達している。

8月9日雨 cs→笠ヶ岳→中尾温泉下山

悪天のため稜線にテントを張っても意味はない、

ということで下山開始。笠の小屋で少し休んでか

ら再び笠ヶ岳に登る。下山を開始するが岩が濡れ

ていて大変滑りやすく、 1年生が滑ってよく転ん

だ。

<夏山合宿後半縦走を終えて>

最後まで須田は咳をし、鈴木はザック麻庫が治

らなかった。後半縦走を始める前は 1年生を下山

させようかとまで考えた。結局、万全の状態では

なかったが後半縦走は予定通り出発。正直、本当

に笠ヶ岳までいけるか心配だ、った。青柳も重荷に

なると極端にベースが落ちるという、正に 1年生

の体調ばかりが気にかかる縦走だった。しかし、

鯛沢での緊張感から解き放たれたのか I年生の顔

から笑顔を多く見ることができ私自身も素晴らし

い黒部源流の山々の眺望を楽しんだ。 実際の行動

では特に目立ったペースの遅れや体調の悪化など

もなく、また、生活技術面では本合宿よりも自主的

に動けているようになっていると感じた。このよ

うに長い距離の縦走をやり遂げた 1年生は自信を

持ってよいと思う。更なる向上心を持ちながら…。

(原浮・記)

一②吾妻連峰 中津川本流~安達太良山一

期日 8 月 9 日 ~8 月 13 日

8月9日 晴れ 中津川レストハウス→白滑八丁

最後の釜→魚止滝→観音滝手前

出発点から 5分ほど歩くと入渓点に達する。入

渓して間もなく、谷がU字型に侵食された白滑八

丁が現れ、しばらく続く 。ここは両岸をフリクシ

ヨンを利かせて快適に歩く 。最後に釜を持った小

滝が現れて、左岸のナメを歩くが滑ってドボン。

次に空荷で縁を泳いで、の突破を試みるが、流れに

戻される。結局は空荷で岸を歩き、後からロープ

でザックをヲlっ張り上げて突破した。 1時間以上

の河原歩きの後、魚止滝が現れ左岸から巻く 。巻

き道は多少悪く、パイルを泥に刺しながら歩き、

最後にロープを 1ピッチ出す。沢に戻る際に懸垂

下降をlピッチ。

その後はゴーロ帯が続き、時折腰や胸まで浸か

りながら歩く 。観音滝の左岸にある巻き道取り付

きの高台にテントを張る。

8月10日 晴れ cs →神楽滝→朱滝手前

朝から観音滝を高巻きする。 1時間程で沢に戻

る。 2時間以上単調に歩くと、左岸から権現沢が

滝となって合流しており、そのすぐ先に神楽滝が

豪快に落ちている。本流と権現沢との聞の尾根を

登って高巻きを開始する。資料によるとこの巻き

道は長いとのことで、それらしき道を探しながら

歩くが、なかなか降り口が見つからない。そうこ

うしているうちに深みにはまってしまったらしい。

地形図とエアリアマ ップによれば、この巻き道の

上、沢の左岸は平らな高台となっており、廃道も

走っている。大高巻きとなりそうだ‘ったが、ずっ

と北に行けば熊落滝か朱滝にぶつかり、東に行け

ば廃道に達するということ、また神楽滝以降の本

流は、そこにある滝全てを巻くということで、巻

き道を戻らず北を目指す。かなり長い時間道無き

道を北へと歩き、左に本流に注ぐ支流を発見した

ところで下降を開始する。最後に懸垂下降を 1ピ

ッチで降りると、北方向に巨大な滝があって、本

流はそこから東方向に曲がっていた。地形的には、

そこが筋滝を囲むゴルジ、ユの出口と思われた。沢

の右岸を寝床と決める。テントを張らず、キャン

プフ ァイヤーを囲んだ。出来る限り文明から離れ

司
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て、自然との距離が近くなったような気がした。

月は見えない。新月だ。

8月11日 晴れ cs→朱滝上→ヤケノママ→稜線

→西吾妻小屋

前日の焚き火の残り火を復活させて朝食を食べ、

出発。すぐに朱滝が現れる。朱滝は50m、とにか

くでかく、下部はハングしており溶岩によって赤

い。朱滝から少し戻った左岸の薮の中に巻き道ら

しきものを見つけ登り始める。左が登れそうなの

で、 ロープを出して登ってみるが、足元がとても

悪く、 一度岩壁基部まで戻る。結局岩壁より少し

降りた所から右にトラパース (分り ずらい)して、

ルンゼの右側を登り、明瞭な踏み後を辿る。しば

らく平らな所を歩き、左に降りられそうな所を見

つけて降りると、ちょうど朱滝の落ち口だ、った。

それからは静かな沢歩きで、途中ヤケノママらし

きところを通過。その後も平凡な沢歩きを続け、

党天岩と中大願の聞の鞍部に出た。そのまま登山

道を歩き、西吾妻小屋に泊ま った。

8月12日 霧~雨 cs →西吾妻山→五色沼→浄

土平→兎平キャンプ場

西吾妻小屋を出ると、周り 一面がガスで展望は

ゼロ。西吾妻山の頂上は木に固まれていて、晴れ

ていても何も見えないようなピークだ。東大崩を

通り五色沼へ。五色沼は上から見るととても美し

い。水面は青く静かに漂い、岸近くは緑色にコン

トラストを変えている。休みながらしばらく眺め

ようとしたとたんに大粒の雨が降り出し、雨具を

着る。浄土平から車道を歩き、兎平キャンプ場に

着く。

....中津川白滑八丁

8月13日 霧~晴れ cs→新野地温泉→箕輪山→

安達太良山→ゴン ドラ山頂駅 下山

朝から車道歩き 3時間。こんなコースで登山す

る人なんていないんだろうなと思いつつ、ひたす

ら歩く 。土湯峠を通り、温泉街を通過し、新野地

温泉の脇の登山道より登り始める。鬼面山、箕輪

山、鉄山避難小屋と、ず‘っとガスの中を歩く 。安

達太良山に着く頃には風も強くなり、油断してい

ると飛ばされそうだ。安達太良山まではほとんど

人間にあわなかったが、山頂近くには人が結構い

る。 1時間ほど歩きゴンドラに乗って奥岳の湯へ

降りる。

-冬山偵察山行

北アルプス 南岳西尾根一

期日 11月 2 日 ~11月 5 日

メンバー L原淳、鳥居、伊藤

11月2日 雪新穂高温泉→槍平冬期小屋

登山道にまだ雪はない。滝谷に着いて休憩をし

ていると、村田(慎)0 Bと石}11 (重)0 Bがいらし

た。槍平を越え、冬期小屋の中にテン トを張る。

鳥居と伊藤が偵察に行く 。午後から西高東低が強

まり、降雪多し。

11月3日風雪停滞

|降雪が絶え間なし、。

11月4日 風 雪 cS<=>尾根上

雪が深く、取り付きまで 2時間もかかってしま

った。 トップは軽荷でラッセル。伊藤がハーネス

を槍平に忘れたので小屋に戻るか迷うが、鳥居が

一言、「小屋に戻ろう」。

11月5日風雪 cs →新穂高温泉下山

更に雪は積もり、下山道といえども腰までのラ

ッセル。滝谷まで 3時間、それから白出沢まで3時

間。結局、新穂高温泉までラッセルの連続で、あった。

-初冬合宿

ここ 2年間は八方尾根に行くも雪がなく、ろく

にラ ッセルもしないまま帰ってくるという結果で

あった。しかし、今年は既に大量の降雪で、山麓

つ判つ臼



のスキー場が営業を始めたそうである。ラッセル、

ゾンデーレン、ビーコン探索訓練、ルートファイ

ンデイング、除雪、雪洞掘り等の雪上技術をしっ

かり身に付けて下山したいと思う。

(計画書より 原淳・記)

一北アルプス 唐松岳八方尾根定着一

期日 11月 23 日 ~27 日

メンバー L原淳、鳥居、伊藤、岩崎、鈴木、

須田

11月23日晴れ黒菱平→八方池BC

ゴンドラ乗り場で、待っていると、スノーボード

を手に斎藤(大)0 Bがいらした。黒菱平に着き、

体操をして出発。上級生 1名が1年生 1名に付き、

八方池へ。八方池に着くと鳥居、伊藤は扇雪渓に

出発する。残り はテント設営、ビーコン捜索訓練

を行う。

11月24日晴れ 雪訓

扇雪渓で歩行訓練をする。雪は締まっていて雪

崩の心配も無い。つほ足で登降を繰り返した後、

アイゼンを履いて歩行訓練。ダイヤモンド、 8の

字、ジッヘル訓練、ゾンデーレン、ビーコン探索

訓練を行う 。人が実際に雪に埋まったらどうなる

か一人一人埋めて感覚を確認、同時にゾンデ棒を

刺した時の感触も確認する。ツェルト搬出訓練ま

で、行った後にワカンを履いて下降開始。

11月25日雪 雪訓

雪上訓練をする。雪カ司王格的に降り出してきた

ので、雪洞の中で待機する。大型台風が発生して

おり、天気が悪いので早めに下山。

11月26日風雪停滞

昨日の天気図では、日本海に低気圧と太平洋側

にそれた台風から弱まった低気圧の二つ玉低気圧

である。朝から風が猛烈に強く吹きテントを打ち

付ける。八方池から尾根上に上がるが耐風姿勢を

とらないと飛ばされてしまいそうになる。

11月27日 雪 BC→黒菱平下山

典型的な冬型気圧配置で雪。ホワイトアウト状

態なので、唐松岳登頂は諦め下山を開始。練習の

ため、 1年生を交代でトップにさせるが、どこに

連れて行かれてしまうか心配である。ゴンドラで

1.活動報告 (平成14年度)

下る。

<初冬合宿を終えて>

私は 4年間、この時期に八方尾根で合宿を行っ

た訳だ‘が今年は一番雪が多かった。前半は晴れた

せいか雪は締まっており大変歩きやすい、つまり

はラッセルの少ない状態であった。結果、唐松岳

登頂はできなかったものの、合宿の目的である雪

上訓練は 2日間こなすことができた。プラ靴、ア

イゼン、ワカン、水作り、除雪等、雪に慣れてい

ない 1年生にとっては初めてのことが多かった合

宿ではあったが、これがある意味で山岳部のスタ

ートでもあったわけだ。 それにしても、この時期

の台風にはどックリした。11月下旬に960hPaの台

風が来るということはやはり異常気象なのだろう

か。 (原淳 ・記)

-冬山合宿

一北アルプス槍ヶ岳中崎尾根一

期日 12月 22 日 ~31 日

メンバー L原淳、鳥居、伊藤、岩崎、須田、

鈴木

12月22日 雪新穂高温泉→中崎山→1，71∞m地点

明るくなってから中崎尾根末端より取り付く 。

はじめは薮こぎが多い。急登の後に斜面は緩やか

になって笹見平を通り過ぎる。この辺は雪が抜け

て体ごと埋まってしまう。中崎山を越えた辺りで

テントを設営する。

12月23日晴れ CS→2，1∞m地点

上級生でラッセルをまわして進めていく O 鈴木

が右肩に異常があると訴える。夏山合宿にザック

麻療になっているので、大事をとってその先の幕

営可能地にテントを張る。

12月24日曇り~雪 CS→2，5∞m地点

出発してから 2ピッチでキレットの頭。コルま

では、わかんをはずして下る。登り返しにフィッ

クスを 1ピッチ張る。雪、岩、松の急登である。

奥丸山から槍平への分岐からはトレースがついて

いた。2，5∞m地点で、幕営。

12月25日 曇り~風雪 2，500m地点→千丈沢乗越
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→2，6∞m地点

天気図をとると低気圧が日本に近づいてきてい

る。天気予報によると午前中はもっとのこと。朝

の段階では穂高の稜線が見える高曇りの段階であ

る。急いで出発。千丈沢乗越までは、順調にたど

り着く 。そこからは岩稜の右の雪墜を登る。 lピ

ッチ、登れない 1年生の為にロープを出す。段々

と天気が変わってきた。風が出てきて、いつしか

回りの山々はガスの中。ナイフエッジを 1ピッチ

フィックス。西鎌尾根につく頃には猛烈に風が吹

き付けホワイトアウト。西鎌尾根は当然のごとく

さらに風が強い。タイトロープで進もうと試みる

がこれから天気はさらに悪化すると予想され、こ

の風の中、槍の肩の小屋を目指すのは危険と判断

し下降を試みる。とりあえず、樹林がある安全地

帯を目指して来た道をそのままフィックス、懸垂

下降 2回を交え下っていく 。顔に吹き付ける雪混

じりの風がいたい。 l年生が凍傷になっていない

か心配しつつ、ホワイトアウトの中、コンパス頼

り。左手の飛騨沢、右手の雪庇に向かわないよう

に注意する。やっと、樹林が出てきたところで整

地をしてテントを設営。風が強く、 一晩中日民れな

かった。今日は天気の読みが甘かったと痛感した

一日だ、った。

12月26日雪 cs→2，5∞m地点

西高東低、冬型の気圧配置がこの先続くらしい。

前の日の天場に戻ることにした。尾根上の風を避

けるようにテントを設営した。千丈沢乗越先は全

く見えない。時間を決めて除雪を行う。

12月27日雪停滞

朝から雪。午後になってやっと明るくなってき

た。この日は今年一番の寒波。予報では明日は冬

型が緩むようだ。

12月28日 晴れ~風雪 cs →槍岳山荘

快晴。千丈沢乗越についてから雪壁 2ピッチを

鳥居がトップで行く 。 2ピッチ目は支点がとりに

くく、ほぼ垂直。ナイフエッジ 1ピッチで西鎌尾

根へ。強くはないが、風が出ているのでタイトロ

ーフ。を使って進む。しだいにガスに巻かれてくる。

アイゼンを効かせながら槍岳山荘冬期小屋へ。時

間と天候を考慮して槍ヶ岳登頂は見送り。

12月29日風雪~晴れ停滞

朝から強風が吹き付け、ホワイトアウト。停滞

に決定する。午後から天気が明るくなり、槍アタ

ックの機会を伺って待機するも風が強く断念。リ

ミットは 1月1日までに槍岳山荘から下降開始。

31日、 1日には寒気が通過、 2日は冬型が強まると

言うことで、明日動けるなら登頂を諦め下山を優

先しようと話し合う。晴れでも大事をとり、千丈

沢乗越から下山に決める。

12月30日 晴れ~雪 cs→奥丸山→1，8ωm地点

下山開始。 西鎌尾根は相変わらずの強風。アイ

ゼンを効かせタイトローフ。で、下っていくと、西鎌

尾根でピパークしていたパーティ ーとすれ違う。

ナイフエッジで 1ピッチフィックス、雪壁 1ピッ

チ懸垂下降で基部。正午前には奥丸山に到着。こ

の頃には笠ヶ岳が荒れ始めてきた。樹林帯の中に

いることに安堵感を妙に感じる。

12月31日 曇り cs →中崎山→新穂高温泉

下山

1年生をトップにして進む。中崎山からの急な

下りも快調に新穂高温泉へ。

<冬山合宿を終えて>

何しろ25日の天気、これがなければ考え方は違

っていただろう。それくらい、その後の行動に影

響を及ぼした。逆に言えば良い勉強になった。穂

先を諦めるのは苦渋の決断ではあったが、 25日の

様にしたくないと言うことが第一で、あった。

さて、次の山行からは鳥居がリーダーである。

長らくリーダーをやっていた私ははっきり言って

守備的な方法をとっていた。最後まで登頂をでき

ずじまいと我ながら恥ずかしく感じてしまうが、

何より大きな事故が無くて幸いであった。鳥居リ

ーダーのもとで、今度は活動の幅を広げて行くこ

とに期待している。 (原淳・記)

.2月合宿

今回の山行の趣旨は、比較的簡単な山域で縦走

することによって、初歩的自己管理能力の向上を

図ることにある。自己管理とは、例えば山におい

A
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てパテないことであったり、危険箇所を余裕をも

って通過できるといったこと等である。そして当

たり前のことを当たり前にできるように、またこ

の時期、新入生を迎えるにあたって先輩らしい、

先輩たるべく行動できるよう、経験を多く積み、

様々な知識を得ること、それが今最も優先される

課題である。 (計画書より 鳥居 ・記)

一八ヶ岳連峰行者小屋定着硫黄岳~北横岳一

期日 2 月 8 日 ~15 日

メンバー L鳥居、須田、鈴木、岩崎、 OB岡田、

石川(重)

2月8日 晴れ美濃戸山荘→行者小屋BC

南沢大滝に着くと、左右に l本ずつトップロー

プを張る。行者小屋へ一気に進む。

2月9日霧~晴れ中岳沢往復

前線が通過しており、雪崩の危険があり登警は

止める。中岳沢を少し登り、樹林帯中の斜面で弱

層テストを行う。雪の円柱が手首の力だけで切れ

る。岡田監督が帰られる。

2月10日 曇り~晴れ阿弥陀岳北稜登懇

J Pに上がったところで、アイゼンをつける。

岩稜2ピッチで山頂へ。BCに戻りビーコン探索

訓練とゾンデーレンの練習をする。

2月11日霧~風雪赤岳主稜登挙

4ピッチ目からガスに覆われ、風が強まる。声

が届かないので、コールでやり取りする。

2月12日 晴れ BC→根石山荘

強風のなか、重荷での縦走なので慎重に歩かせ

る。硫黄岳山荘で石川 OBと別れる。根石山荘の

脇に幕営。ラジオでは低温注意報が出ている。と

ても寒い。

2月13日 霧~晴れ CS→麦草峠

非常に風が強いため、日の出を待って出発。 1

年生にルートファインデイングをさせて歩く 。天

気図は高気圧に覆われ、明日以降の好天を予想さ

せる。

2月14日 晴れ CS →北横岳→亀甲池先

一気に下山できると思ったが、北横岳以降はト

レースが全くなく難渋する。赤布を探しながらの

jレートファインデイングは、中崎尾根の末端部よ

1.活動報告 (平成14年度)

りも難しい。

2月15日 晴れ CS→白樺高原スキー場下山

ラッセルに次ぐラッセル。白樺高原スキー場の

ゴンドラ終点に出る。

-個人山行一覧

・二子山 弓状パットレス

4月2日 丸山他数名

-丹沢鳥屋待沢右俣

4月13日 L原様、鳥居

.富士山

4月19日 L鳥居、原淳、伊藤、丸山

・奥多摩鷹ノ巣山

5月4日 L丸山、原淳、鳥居、伊藤、須田、

岩崎、 三上

・丹沢水無川本谷

5月19日 L伊藤、鳥居、丸山、新原

・丹沢葛葉川本谷

5月26日 L原淳、伊藤、岩崎、須田、 OB岡田、

山本(茂)、斉藤(大)

-丹沢塔ノ岳~二ノ塔

5月26日 L鳥居、鈴木、青柳、 OB山本(泉)

・谷川岳 ーノ倉沢烏帽子沢奥壁変形チムニ-

6月2日 L. OB山本(茂)、丸山

-谷川岳 ーノ倉沢烏帽子沢奥壁南稜衝立岩正

面壁ダイレクトカンテ

6月9日 L. OB山本(茂)、丸山

-谷川岳芝倉沢~蓬峠~茂倉岳~谷JII岳

7月6日 L原淳、伊藤、鈴木、青柳

-丹沢小川谷廊下

7月7日 L鳥居、須田、岩崎、 OB高橋(正)、

岡田、斉藤(大)

・北アルプス 前穂高岳四峰北条・新村ルート

8 月 17 日 ~18 日 L. OB村田(慎)、

OB小林(州)、鳥居

・谷川岳 一ノ倉沢衝立岩正面壁雲稜第一

8月25日 L.OB山本(茂)、鳥居

-丹沢本谷川流域キュウハ沢・水無川流域セド

ノ沢左俣

9 月 6 日 ~7 日 L鳥居、伊藤、須田、岩崎、

青柳
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-丹、沢セドノ沢左俣

9月12日 L鳥居、伊藤、須田、青柳

・八ヶ岳連峰 大同心右フェース

12月14日 L. OB山本(茂)、鳥居

・八ヶ岳連峰南沢大滝

12月15日 L. OB山本(茂)、鳥居

-八ヶ岳連峰春日渓谷アイスクライミング

1月12日 L. OB斉藤(大)、鳥居

-南アルプス 荒川出合 3ルンゼ右のナメ滝

2月2日 L鳥居、木下(JAC青年部)

-佐久湯川氷柱群

2月4日 L鳥居、須田、鈴木、山岸(蒼氷)

・佐久湯川氷柱群

2月28日 L鳥居、原淳、須田、鈴木

・妙高 三田原

3月9日 L. OB斎藤(大)、OB石)11(重)、

鳥居

... 佐久湯川氷柱群

.岩登り

城山 3回、湯河原幕岩 2回、羽目山 2回、

広沢寺 3回、御岳 1回、

古賀志山の岩場 1回

-その他

・天幕懇親会 11月10日 七沢温泉
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1.活動報告 (平成14年度)

桜門山岳会

平成14年度 桜門山岳会の一年一 等の参加、登山事情などの理由から計画立案にい

理事長神崎忠男

来年2003年は日本大学山岳部創立80周年を迎え

る。周年行事の意義については、既にここ 1年間

語りつづけてきたことで、今更ここに書くことを

控える。ただ、これからも永くつづくであろう日

本大学山岳部、桜門山岳会の生い立ちのなかで過

去を見つめ、現在を知り、未来に向かう通過点の

ひとつの節目として、それなりの周年行事の実施

を準備、志向していきたい。

①今、ここまでこれたことにたいして、すべて

に感謝する

②日本大学山岳部、桜門山岳会の関係者がひと

つになって今あることを祝いしたい

③これからも生き生きと時代に繁栄していける

ょう志新たにしていきたい

少なくとも 3つの基本線にそって、 2004年秋に

記念誌の発刊、記念祝賀会の開催を当面の目標に

準備を整えていきたい。以上、平成14年度は創立

80周年準備の年といったところで明け暮れました

が、そんななか桜門山岳会に関連していくつかの

事項についてふり返ってみる。学生時代、日大山

岳部で登山してきた者の集まりということで、や

はり登山活動がひとつの使命のようなものととら

えるなか、当時の理事長尾上昇君を総隊長に、中

村進君を中心にして、山本茂久君、千葉敦雄君、

そして東大スキー山岳部から田中淳一君を迎えて、

中国・チベット「サンルン峰(7，ω5m)登山隊」を編

成。目的の山もよし、今の時代に合った海外登山

ができるかなと大きな期待を担った。しかし、ニ

ューヨーク同時多発テロ事件、アフガニスタン戦

争などの影響で中国からの登山許可取得が難しく

登山計画が延び延びとなり、隊員の就職問題、登

山環境などの問題で結果的に昨年の暮れに理事会

たりませんでした。

そうこうしているなか、日本山岳会創立l∞周年

記念事業の一環として実施される、東海支部の冬

季ローツェ南壁登山隊に山本茂久君が参加するこ

とになりました。もともとこの隊は、当会会員の

尾上昇君が総指揮、総隊長として編成され、最近

にはめずらしいバリエーション登山として注目、

話題を集める登山隊で、第2次隊としていま準備

を進めています。

そして、中村進君は、この春、報道支援のかた

ちで明治大学アンナプルナ南壁登山隊に参加、彼

の持ち味、豊富な経験を生かして頑張っています。

また、もうひとり当会のメンバーで村口徳行君は

エベレスト登頂最高齢者となるであろう三浦雄一

郎隊に同行して彼の実績と経験をもってサポート

しながらの報道活動に活躍されています。

一方、「極北ロマン紀行」計画を打ち上げた小嶋

一男君はパイカル湖からグリーンランドまでの約

22，α)()kmの犬ぞり旅行を 3年かがりで計画、天候、

諸般の事情ですでに 5年目をむかえてしまってい

るものの昨年最後のルートに挑戦し全行程の85%

を走破したが、氷の状態が悪くあと2，800kmを残

して志半ばで一時帰国、機を伺い犬12頭、そり 2

台を用意して再出発の体制にあります。それぞれ

に、その立場、その要職で桜門のメンバーたちが

頑張っている姿に声援を送りたい。

そして、桜門山岳会の行事としては、 6月8日

に富士山雪崩遭難50回忌の諸行事が営まれ、富士

山燕沢三合目ケルン参拝の後、勝山村妙本寺の法

要、富士ピ、ューホテルでの偲ぶ会とご遺族の方々

を含め約1∞名ちかくの関係者でとり行われた。8

名の学生服姿の写真が印象的で日大の歴史を感じ

るとともに、絶対に山で事故をおこしてはならな

いと実感した。一ご冥福をお祈りいたします一

にて登山計画の終局宣言をした。その後サンルン 富士山雪崩遭難事故

に代わる登山計画の検討もいたしましたが、隊員 昭和29年11月28日午前10時45分ごろ、富士山吉

27 



田口の大沢で長さ4，αX)m、幅改X)mの大雪崩が発生。

39名が押し流され、そのうち七合目付近で冬山訓

練中の日大山岳部員 8名、東大山岳部員 5名、慶

大山岳部員 2名の計15名の学生等が死亡するとい

う富士登山史始まって以来の大遭難事故であっ

た。一合掌一

口11月10日 天幕懇親会

泊まりこみで学生、 OBの親睦を計ろうと恒例

化していた天幕懇親会。昨今の参加者減少など

諸般の事情で今年は近くで、ハイキングして、

温泉につかりながら日帰り懇親会にしようとい

うことで、丹沢大山に登ってそのまま七沢温泉

で開催。忙しい人は夕方からはじまる懇親会の

みに出席も可とし、 78歳の横沢先輩から18歳の

学生まで約23名が集まって楽しいひとときを過

ごした。

口2月2日新年会

四ッ谷麹町スクワールにて新年会を開催。約40

名のOB、学生が集まって親交を深めた。

そして、今年の大きな事業は、ルーム(私設)の

移転がありました。体育会からの指定された山岳

部ルームは多摩の稲城市にありますが、地理，交

通の不便さに加え、使用、管理の面で時間的にも

難しく、ここ 2年近く、部室のある日大稲城校舎

に近い多摩センターの神崎宅の一部を利用してい

ましたが、以前から都内に部室がほしいとの要望

が強くこのたび高緑会員のマンションの一室を半

ば強引にお願いして借用することになり、 2002年

12月 1日に引越しを完了。学生はもとより、 OB

の使用、理事会、理事評議員会も千石ルームで開

催している。

新ルーム

文京区千石1-16-9 ラリグラス101号室

都営地下鉄三回線「千石駅」下車

A2出口徒歩5分

口短信 No.l36号、 No.l37号を発行

口会報第33号を発刊発行部数4∞部

年度末にいたり、当会平山善吉会員が日本山岳

会次期会長に評議員で推挙され5月17日の ]AC

総会にて選任。桜門山岳会としても平山善吉日本

山岳会会長就任のあかつきには、当会としてもで

きうる協力体勢を固め、日本山岳会および登山界

に貢献していこうと理事会で話し合った。

(平成14年度総会パンフレットより)

企天幕懇殺会大山山頂にて
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日本大学山岳部

1.活動報告 (平成15年度)

結果、諸手を挙げて喜べる程の冬山合宿はでき

ませんでしたが、一方で部員に広い視野を持って

もらえたような気もします。フリークライミング

に力を入れ、アメリカやタイでのクライミングを

実践し、そして、冬山だけが目標になるわけでは

ないという考え方も生まれました。合宿の報告と

しましては、まず 5月の山スキーから。これは 2

年生部員が足首を痛めてしまい、満足のゆく結果

は得られませんでしたが、スキーを履いて山を登

り、そして滑るということも一つの登山形態であ

ると、僅かながら示せたと思っております。次に

夏山合宿。これは昨年までのものと同様、歩荷、

雪訓、登禁、縦走と一通りのことを行い、最低限

の登山技術を習得させることができました。冬山

合宿は、次期リ ーダ一陣が積極的にリードできる

ような計画を作り、結果、須田をはじめとする 2

年生の実力を確認すると共に、今後の方針を得さ

一平成15年度活動報告 せることができたと思っております。

今後も、自分達の実力を確実に把握しつつ、無

チーフリ ーダー 鳥居 創太 理のない計画を作っていくことで安全な登山を行

い、そして何よりも登山全般を楽しむという気持

部員の減少に頭を悩ます昨今、我々は、“活動内 ちをもってすれば、日大山岳部の発展は望めると

容の充実"と “部員の確保"という 2つの命題の 信じております。

狭間で常に葛藤しています。しかし、その 2つは

なかなか両立し得ない。何故ならばそれは、山岳

部の理想と、新入生の理想とが重なりにくいとい

うことに起因しているからです。しかも山岳部と

しての理想は、もはや現役部員にとっての理想で

はなくなっているという矛盾も、決して小さなも

のではありません。これらは過去幾度となく議論

されてきたことではありますが、しかし未だにそ

の解決方法は見出されてはいません。そして私は

チーフリ ーダーとなり、そのひとつの試みとして

以下のようなことを実践してみました。

山を楽しむということに重点を置き、敢えて冬

山の目標は定めず、部員それぞれの得意分野を見

つけさせる。山スキー、フリークライミング、ボ

ルダリング、縦走、沢登り、冬山と、広く浅く、

一通りのことを実践する。

平成15年度 (2∞3年4月-2脳年3月)

長

長

督

チ

将

却

即

一

部

副

監

コ

主

平山善吉

根本 君 也

岡田 貞 夫

千葉敦雄

鳥居創太

部員 4年 C1.鳥居創太 SL伊藤亮

2年須田貴志鈴木浩太郎

岩崎貴之

1年早見紀章本田克敏柳孝太

若林裕子

部 室 干112-ω11 東京都文京区千石1-16-9

ラリグラス101

一平成15年度 コーチ会報告一一

ヘッドコーチ千葉敦雄

昨年度のコーチ会はチーフリーダー鳥居の、「合

宿主体ではなく個人山行主体の計画で行く」とい

うことを尊重することからスター トした。結果と

して夏のヨセミテ、春のタイでのクライミング等

今までに見られなかった学生の山行ができた。し

かしその反面、合宿にとらわれないということで、

学年にとっての体力強化、雪上技術等の基本的な

ことが足りていないというマイナス面も挙げられ

るであろう。個人山行主体というと聞こえはいい

が、その反面登山(雪山、フリークライミングに関
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わらず)に必要な基礎体力、生活技術の習得が疎か 安全に無事故の登山をしてもらうためのチェック

になっていいわけがない。やりたいことをやるた 機関である。昨年度のコーチ会のあり方はいくつ

めには、やらなければならない事もあるという自 かの問題点があった。この問題点を改善していく

覚がなければならない。その点を指導できていな ことが本年度のコーチ会の課題であると考える。

いことが昨年度のコーチ会の反省である。 (平成15年度総会パンフレットより)

昨年度のコーチ会の問題点は 2つ挙げられる。

1つ目は(私も含めてコーチが首都圏にいないこと

も理由にあげられるのだが)、十分にコーチ会を聞

くことができなかったことである。そのため学生

に山行前に十分な指導ができなかった。2つ目は

学生に遭難に対する認識、山に対する事故の意識

を与えることができなかったことである。私を含

め現在のコーチ会の大半は空木岳での斉藤伸司君

の遭難時のメンバーである。その我々が現在の学

生に遭難に対する意識を学生に与えられていない

ことはお粗末な話ではあるが、 学生からその意識

を感じる場面は少なからずあるというのが現状で

ある。

この 2つの問題に対しての対策は以下の通りで

ある。

. 1つ目の問題について

→場所、仕事の都合上コーチ会を聞くのは限りが

ある。(現状私がヘッ ドコーチをしていては月に 1

回開くのが限界である)そのためにメールでのやり

取りを増やしていく(メールについては岡田監督の

助言からです)。最終決定のときのみコーチ会を聞

く。週末の個人山行については、岡田監督、千葉

に計画の 1週間前にはメールで、計画書を送っても

らう 0

・2つ目の問題について

→コーチ会で会うたびに事故のこ とを伝えていく

必要がある。学生の意識が低いのは当事者意識が

低いからである。いつ自分達が事故の当事者にな

るかもしれないということを知ることである。

最後にこの昨年度のコーチ会はコーチ会として

機能していなかった。そのため学生に一番迷惑を

かけたことは申し訳ない気持ちである。しかし、

そんな中、(この報告では学生に対して苦言を書か

せてもらっているが)、チーフリーダーの須田、サ

ブリ ーダーの鈴木は個々にレベルアップをしてい

る。コーチ会の役割はその成長をしている学生に

記 3議
-尾瀬山スキー

一尾瀬小至仏山~燈岳一

期日 4 月 1 日 ~5 日

メンバー L鳥居、須田、鈴木、岩崎

4月1日曇り 戸倉→ツナギ峠

戸倉から歩くが鳩待峠まで届かず、ツナギ峠で

泊まる。

4月2日 雪~霧 cs →鳩待峠→オヤマ沢田代

ツナギ峠から 1ピッチで除雪が終わりシール歩

行を始める。ガスで周りが見えない。小屋を見過

ごし、川上を歩いて北上してしまう。間違いに気

づき戻る。下りていくと小屋が見え、南側に延び

る尾根に取り付く 。農大探検部と出会い、抜きつ

抜かれつ登る。ガスで視界は極めて不良。稜線は

風が強く、滑れる状態ではないのでオヤマ沢田代

で幕営。

4月3日 晴れ cs →山の鼻→牛首

朝、冷え込んでいたので斜面が軟らかくなるま

で待つ。小至仏山からの滑走は快適。しかし、 1 

年生は転びまくり。樹林帯が濃くなったところで、

ワカンに履き替える。牛首のわきで幕営。ラジオ

はAMしか入らない。

4月4日 晴れ牛首→下回代十字路→樹林帯

朝、日の出を眺めながら歩き出す。小屋の犬を

撫でようとした時、吠えられて驚いた須田は勢い

あまって大きな段差から落ち、背中をしこたま打

つ。傾斜がきっくなってきた所で幕営。

4月5日 雪 cs →憧ヶ岳→尾瀬御池手前

朝からラッセル。だんだん風が強くなり視界不

良。アイゼンを履き山頂へ。スキー、ボードを装

着して下る。最高のパウダースノー。

ハ
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4月6日雪~曇り CS →槍校岐下山

.5月山行

-北アルプス 栂池振子沢一

期日 5月3日-5日

メンバー L鳥居、須田、鈴木、岩崎、早見

5月3日晴れ自然園→振子沢BC

白馬大池駅からパスで栂池ゴンドラの栂池高原

駅、さらにロープウェイで自然園へ。白馬方面を

目指し、スキー場を登る。すぐに天狗岳に着き、

振子沢を下りる。

しか し、ここで岩崎がコケて、行動不能に。

l∞mほど下ったところで幕営。

5月4日晴れ蓮華温泉往復

岩崎を除いたメンバーで蓮華温泉を往復。

5月5日 晴れ BC→栂池高原駅下山

-夏山合宿

一北アルプス剣岳剣沢定着一

期日 7月29日-8月4日

メンバー L鳥居、須田、鈴木、岩崎、本田、

早見、柳、若林、OB山本(修)、深沢、

石川(重)、原淳

<入山>

①チンネ登挙隊 L鳥居、須田、早見

7月29日曇り 室堂→鯛沢キャンプ場BC→熊

の岩

剣沢に 4人用テン トを張り、翌日使わない装備

をデポし、長めに休んだ後、熊の岩を目指し出発。

長次郎谷出合に去年あった崩壊後はなくなってい

1.活動報告(平成15年度)

たが、 雪渓上に転がっている岩はいつになく多い。

先を急ぎ、熊の岩に着いて長次郎谷右俣を見上げ

ると、下ってくる 2人組が見えた。熊の岩にはテ

ントが1張りあった。雪が多く、熊の岩の端にテ

ントを張る。まもなく雨が降ってきた。右俣から

降りてきた 2人組はチンネ左稜線を登ってきたと

のことであった。左稜線の 1ピッチ目は完全に雪

に埋まっているという情報を得る。夜半より風、

雨ともに強くなり、テントが飛ばされそうな程で

あった。

7月初日風雨熊の岩→銅沢BC

雨がず、っ と降り続き、止む気配はない。登撃は

既に諦めていたが、雨さえ止めば取り付きだけで

も見てこようと考えていた。しかし雨は止まず、

BCへ帰る。

②本隊 L鈴木、岩崎、本田、柳

7月30日 風雨室堂→銅沢キャンプ場BC

ザックの重さは 2年が45kg、1年が40kg。雷鳥

坂の登りで本回がパテ始める。鈴木と柳が先に登

り、鈴木は別山乗越にザック を置いて岩崎と本田

の元へ向かう。本田は肩がしびれるというこ とで、

鈴木がそのザックを背負って登る。

<定着>

7月31日 晴れ時々曇り 雄山往復

雪訓をするために長次郎谷へ向かうが、出合か

らダッシュを始めてまもなく、大音響とともに源

次郎尾根の I峰が崩壊。直径30cm程の岩がいくつ

か雪渓を転がり、「ラーク!!Jのコールとともにそ

の落石をかわす。前日の強い雨と、例年にない雪

渓上の岩の多さから予測できたことかも しれない。

雪訓は取りやめ、翌日鋼沢で雪訓を 2日分まとめ

て行うこととし、雄山ダッシュに予定を変更した。

雄山では、小学生の群れに混ざって休憩。

8月1日晴れ~曇り雪訓

長次郎谷が落石の危険があるため、長次郎谷出

合付近で雪訓を行う。帰りのダッシュでは柳が強

く、鈴木と須田は互角。BCに帰り、ハーケンと

ボル ト打ちの練習をする。

8月2日 晴れ六峰Cフェース剣稜会ルート登挙

オーダーは須田・早見・鈴木、鳥居・本田・岩崎で

可
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剣稜会ルートを登る。 3ピッチ目のE級以外、全 たということ、登撃においての帰幕時間の遅れ、

てE級のルートである。 2ピッチ目の最初で、フ 本田を過呼吸に陥らせてしまったことを、主な反

オローで登る岩崎が本テンション。ひざを擦り剥く 。 省とする。また、決して内容の濃い計画ではなか

若林が石川OB、原淳OBと共に入山し、深沢O ったにも関わらず、納得し、く結果が得られなかっ

Bもいらした。山本OBも鯛沢にいらしていた。 たということを感じる。2年生には、さらに高い

*テンションーロープを張ること。あるいは、クライミン 要求をしていかなければならないだろう。

グ中にロープに体重を預けること。行き詰まってクラ 最後に、銅沢に来て頂いたOBの方々、ありが

イマーが自ら預ける場合と落下による場合がある とうございました。お疲れ様でした。(鳥居・記)

8月3日晴れ鋼岳登頂

日曜日ということもあって大渋滞。頂上でゆっ

くり休んでから BCへ。 この日、深沢OB、石川

OB 、原浮OBと若林は雄山へ。深沢OBと石川

OBは下山。

8月4日晴れ BC→室堂下山

雷鳥沢キャンプ場までノンストップ。室堂で本

田が過呼吸になる。口にビ、ニール袋を当てて処置

する。山岳警備隊の方がいらして、診療所まで本

田を背負って頂いた。診療所内では、パルスオキ

シメーターで、血中酸素を計った後、口に袋を当て

て処置をして回復。本田の縦走参加は中止とした。

立山駅で縦走組と下山組に別れる。

<夏山合宿定着合宿を終えて>

今回の合宿では、なるべく 2年生の積極性を伸

ばすことをはかったが、 2年生の力不足が目立っ

た。体力面、登撃面、及び雪訓において、 1年生

に教えるには不十分であった。そのため、反省会

等は厳しく行い、十分に反省させ、対策を考えさ

せた。やる気はあるものの、技術が不足している

ということを思った。それは最上級生である私の

責任であり、さらに多くの経験を積ませなければ

ならないと感じた。さらに言うと、 2年生は、口

で言う「やる気」はあるのだが、それを実際の行

動として粘り強く実行するということに欠けてい

るような気がした。

一方 1年生は、比較的体力もあり、粘り強くひ

とつひとつを習得していこうという姿勢が見られ、

まずまずの出来であったと言えるだろう。時間に

ついても、しっかりとした指示さえ与えれば、そ

れを実行できた。

全体としては、長次郎谷で崩壊にあってしまっ

<後半縦走>

北アルプス 雲ノ平~燕岳

期日 8 月 5 日 ~8 月 10 日

メンバー L鈴木、須田、岩崎、早見、柳

8月5日 晴れ~曇り 折立→薬師峠キャンプ場

昨晩は有峰口の駅に泊まる。登山口で態勢を整

え出発。須田がトップで快調にとばし、コースタ

イムを大幅に短縮。 1年生も平気な顔で歩く 。

8月6日天気晴れ~雨 CS →薬師沢小屋→

雲ノ平キャンプ場

薬師沢小屋後の急登から、鈴木のベースが極端

に落ちたが、雲ノ平キャンプ場に到着。

8月7日 曇り~雨 CS →三俣蓮華岳→双六岳

→双六キャンプ場

鈴木と早見の体調が悪い。今日は槍をあきらめ、

双六キャンプ場でゆっくり休むことにする。

8月8日 曇り~雨 CS →千丈沢乗越→槍岳山

荘。槍ヶ岳

ピッケル片手に西鎌尾根を歩き、槍の肩まで1時

間で着く 。天場に着き、冷たい雨が降るなかテン

ト設営。中で暖まり体力が回復し、雨も止んだの

で槍ヶ岳山頂へ。山頂はガスっていて景色は見え

ないが、やはりみな嬉しそうだ。

8月9日風雨停滞

朝起きると、台風10号の影響で予想通りの暴風

雨。明日は午後 2時までに燕岳往復を完了すれば、

下山ということにした。 柳が雨水を貯めて水を補

給したので、 U2∞円払わずにすむ。

8月10日 晴れ~曇り CS →大天井岳→燕岳→

中房温泉下山

暗い中を出発。台風の過ぎ去った星空が美しい。

東鎌尾根を歩きながら見た朝焼けがまた美しい。
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<夏山合宿後半縦走を終えて>

自分を含めた、力不足の 2年生に対し、 1年生

は、それを補う体力・気力で応えてくれた。縦走開

始前日に、 1年生本田は体調不良のため不参加と

なってしまったが、その他には、大きな怪我も無

く、計画を遂行し無事下山することが出来た。こ

れもみな、今まで指導して下さったOB、先輩の

おかげであり、そして、頼もしい l年生のおかげ

であると強く感じている。また、長期の縦走 ・難

しい縦走で、はなかったが、無事、完了させたこと

は、私達2年生にとっても非常に良い経験となっ

たことを確信している。

最後に一言。 私たち 2年生は、力不足といわれ

て久しいが、このまま終わっていいと思うはずも

なく、 1年生に刺激を受け、頼もしい 2年生にな

るべく、今後奮闘するであろう。口だけ、と言わ

れぬよう行動で示していく 。 (鈴木 ・記)

-初冬合宿

一富士山 御殿場口新五合目定着

期日 11月 22 日 ~24 日

メンバー L鳥居、須田、鈴木、岩崎、早見、柳、

若林

11月22日晴れ~霧雪訓

雪訓のため出発するが、本田と若林が遅れる。

農大、明治、早稲田、防衛大が上がってくる。上

からは、テントが潰されたという法政が下りてき

てすれ違う 。六合目まで行くが雪は少なく、八合

目よりもずっと上に行かないと雪訓ができそうに

ないので、 BC周辺でザイルワークの確認をした。

11月23日晴れ登頂

昨日の様子を見て、今回の雪訓は厳しそうであ

ると判断。登頂を目指すが、七合目に着いた時点

で岩崎と柳が足の痛みでリタイヤ。他のメンバー

はヘルメットに、アイゼンで登り始める。つづら

折りをゆっくりと登り、頂上へ。時聞がなく剣ヶ

峰へは行かず。 1年生の下につきながらゆっくり

下るが、須田が風に煽られ転倒し、ジッヘルで止

まる。

11月24日 晴れ六合目往復後下山

I 活動報告(平成15年度)

昨夜のテン ト内で、また日を改めて雪訓をする

ということに決まり、最終日は「六合目ダッシュ」

ということになった。荷物は体力に応じて調整し、

ハンデをつけた。テントを撤収し、帰路につく。

-冬山合宿

-南アルプス 塩見岳一

期日 12月 24 日 ~12月 26 日

メンバー L鳥居、須田、鈴木、早見、柳

12月24日 晴れ塩JII小屋→三伏峠小屋

塩川小屋から雪はある。尾根の取り付きで、秋

に偵察に入った 2年生 2人が「道が違う」と言い

出し、しばし荷を置いて道を探す。しばらく遼巡

した挙句、結局間違っていないということに気づ

く。尾根に取り付いてからもトレースはついてお

り、じっくりと登る。 1年生 2人はけっこうお疲

れの様子。三伏峠小屋前に幕営し、クリスマスの

夜を楽しく過ごす。

12月25日 晴れ CS→塩見小屋

星の瞬くなか歩き出し、本谷山あたりから トレ

ースがなくなる。ワカンを履き膝までのラッセル。

塩見岳アタックのリミ ットを12時塩見小屋発とい

うことにしていたが、時間がおしてきたので、鳥

居も加わりラッセルをする。何故か 2年生 2人が

パテ、結局間に合わず。鈴木は体調が悪くなった

ようで、塩見小屋前から空荷で歩く 。懸念してい

た柳の股関節も痛み出したようだ。

12月26日霧~晴れ C S <=>塩見岳→樺沢小屋

下山

朝ヘッドランプをつけて出発。前日夜から寒冷

前線が通過しているようで、視界は悪い。アイゼ

ンで快適に進み、 1ピッチフィックスを張る。頂

上では快晴。素晴らしい展望。記念撮影をして下

る。下りも 1ピッチフィックスし、塩見小屋へ。

撤収して帰路につく 。登りにあれほど時間のかか

った道を、下りはとても快適に飛ばす。三伏峠か

らの下りは、登りの四分のーの時間で跳ぶが如 く

に下る。無事下山したが、時間的に東京には帰れ

そうにないので、飯田で夜を過ごした。

q
d
 

q
J
 



<冬山合宿を終えて>

今回の山行では、とにかく 1年生に楽しんでも

らえたということが一番の収穫であった。決して

難しい山行ではなかったが、気持ち的には得たも

のが多かったのではないだろうか。「なによりも ま

ず楽しむ」とういう気持ちを忘れず、今回のよう

な山行をどんどん発展させ、今後とも心の躍るよ

うな山行を多く積んでいってほしいと思う。また、

全体的に体力不足が目立った。好天時の登頂チャ

ンスを逃さないためにも、体力を温存できるほど

の余裕を持たせたい。 (鳥居 ・記)

.2月合宿

今年は実力アップ、上級生の層を厚くすること

を主軸として山行を組んでいく考えである。 1年

生の 2人は冬山経験がほとんどなく、そんな 1年

生に有意義な冬山を経験させるには、と考えた結

果、八ヶ岳に決定した。この山行を遂行し、全員

が実力と共に自信をつけることが私の望みである。

(計画書より 須田・記)

八ヶ岳連峰琴科山~硫黄岳一

期日 2 月 15 日 ~2 月 20 日

メンバー L須田、鈴木、若林、本田

2月15日 曇り 白棒高原国際スキー場→リフト

下り口

新宿の高速パスターミナルでパスに乗る。到着

すると、既に真っ暗だ、ったが登り出す。リフト下

り口まで、登ったが樹林が濃いのでスキー場の脇に

テントを張る。

2月16日 晴れ cs →夢科山→大河原ヒュッテ

ビジターセンター脇の鳥居をくぐり登山道に入

る。夢科山は深い樹林で覆われておりルートフア

インデイングとラッセルが不安だ、ったが、赤布が

たくさんあり拍子抜けする。

2月17日 晴れ~曇り cs→双子山→北横岳山頂

手前樹林帯

風が強いので目出帽をかぶる。双子山の下りで

jレートファインデイングをミスして遠回り 。横岳

の登りに取り付く 。赤布や縄はたくさんあるが、

ラッセルと急傾斜がキツいく、なかなかベースが

上がらない。小雪が降り始める。 1年生の疲労も

かなり j留まってきたようなので、樹林帯の中でテ

ントを張ることにする。

2月18日 曇り~晴れ cs →北横岳→縞枯山→

麦草ヒュッテ

樹林帯の登山道を抜け、急傾斜を抜け、北横岳

山頂に立つ。北横岳からアイゼンとワカンを併用

するが、 1年生のあまりの遅さに閉口する。 縞枯

山の下りで須田のワカンが両方壊れる。若林が首

の痛みを訴えたので、荷物をほとんど抜く 。

2月19日 晴れ cs →高見石小屋→中山峠→夏

沢峠

咋日、寒冷注意報が出ていたので 6時に出発。

丸山、中山はぱっちりトレースがついており、サ

クサクと進む。中山峠に 9時に着いてしまい、先

に進むことに。ワカンからアイゼンに履き変え、

天狗岳の登りでは雪庇に気をつけながら慎重に登

る。夏沢峠の山びこ荘に12時50分に着く 。

2月20日 晴れ cs →硫黄岳→赤岳鉱泉→美濃

戸口下山

赤岳鉱泉で若林が雪訓をした後はノンストップ

で歩き、美濃戸口に到着。無事合宿は終了。八ヶ

岳山荘で風呂に入りパスで、待っていると、鈴木(馨)

OBと井本OBにお会いする。
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<2月合宿を終えて>

今回主将になって初めての合宿ということでい

ろいろと不安があったが、ひとまず無事に終わっ

て正直安心している。北八ヶ岳縦走ということで

rOB参加でもっと難しい場所のほうがいいので

は」、「今の学生だけでは無理では」など手厳しい
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意見も多々頂いたが、今回の山行は今の僕らの力

量によく合った内容だ‘ったと思う。ただ今回はル

ートファインデイングを手助けするものが多くあ

った、天気もよかったなど幸運に恵まれた面も多

く、決して自分達の力を過信してはいけない。 ま

たアイゼンの装着に始まり装備、食糧、参加メン

バー、計画の練り不足など、様々な問題が浮き彫

りになった。この問題の中には早急に改善しなけ

ればいけないものもあるが、今の自分達に何が足

りないのか、今後どうすればいいのかがわかり、

とても有意義な合宿で、あったと言えるだろう。

(須田・記)

.3月合宿

2年生の私達が初めて冬山でリーダーを務めた

2月合宿を無事に終え、私達は今、どの程度のこ

とができるのかということを確認することが出来

た。反省点も多かった。3月合宿は前合宿よりも

一歩進んだ内容といえる。今回は 3人だけの参加

となってしまったが、安全第一で遂行しようと思

う。 (計画書より鈴木 ・記)

南アルプス 鳳恩三山~甲斐駒ヶ岳一

期日 3 月 5 日 ~3 月 12 日

メンバー L鈴木、須田、早見

3月5日晴れ~曇り 夜叉神峠登山口→夜叉神

峠小屋

入山日は雪がない…。

3月6日 風雪~晴れ cs →南御室小屋

朝から雪で、樹林帯なのに風も強い。アイゼン

を装着し、杖立峠までは快調に歩く 。甚平手前

2.309m地点から、徐々に雪が深くなる。早見は少

し体調が悪くなったようだが、南御室小屋に到着。

樹林の中を強風が吹き荒れていた。

3月7日 晴れ~風雪 cs →薬師岳→地蔵岳→

白鳳峠樹林帯

昨晩中吹き荒れていた風も、朝にはおさまって

いた。地蔵岳を往復する頃には吹雪いてきたので、

目だし帽・毛帽子をかぶってフル装備。早見が頬

に軽い凍傷を負う。白鳳峠の樹林帯でテントを張

1.活動報告(平成15年度)

る。

3月8日 晴れ cs →早川尾根小屋

低気圧は去り、晴れた。広河原峠へ向かつて歩

き始める頃から、ずっと痛んでいた鈴木の膝の調

子が悪化。休んでも、痛みがおさまらない。早川

尾根小屋を天場にする。早見が雪洞を掘った。

3月9日 晴れ cs →アサヨ峰→仙水小屋付近

樹林帯

鈴木の膝と早見の風邪が心配だ。ラッセルは須

田が行う 。ルートファインデイングをミスして、

仙水峠に着いたときには、 17時10分。徐々に日が

落ちて、樹林の中、小屋を目指して歩くが暗くて

迷う。皆、長時間行動の疲れと、迫る暗闇への恐

怖で軽いパニック状態になる。地形図で現在位置

を確認すると小屋の近くであることが分かるが疲

れが激しいので、ここを天場にする。

3月10日晴れ停滞

前日に停滞と決めたが好天。絶好の登頂日を逃

したことを感じるが、無理はしない。明日のこと

を考え、朝、暗い中迷わぬよう、仙水峠までトレ

ースをつける。体調を整える。

3月11日 風雪~雨 CS~甲斐駒ヶ岳

昨晩から強風で、荒れる一方。寒冷前線の影響

だろう。六方石から、岩稜直上ルートを使用して

登頂するが、ルートファインデイングでミスをし

て、夏道ルートを歩いてしまっていた。 トラパー

スをすれば六方石に行くことも可能だが、雪崩が

恐いので頂上に引きかえし、ルートを見つけた。

3月12日曇り cs→戸台大橋下山

春の匂いのする下界へと足を速めた。
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<3月合宿を終えて>

私は、初めて雪山でリーダーを務めたのだが、

そのことは、よい経験となった。反省も多い。 今

回の山行を通して、強く感じたことが 2つある。

大学山岳部とは、自己犠牲の精神が大切であると

いうことと、自分の失敗を素直に認めることが出

来なくてはならないということである。未熟であ

る私がリーダーを務めると、失敗が多い。そのと

き、つまらないプライドを持ち、自分はリーダー

であるから失敗は許されないというプレッシャー

で、間違いをごまかそうとする。それを繰り返す

と、事故が起こる。今回、事故こそ起きなかった

が、反省すべき点であると強く感じた。無事終え、

振り返ると、自分達の実力よりも少し背伸びをし

てしまった山行だと感じるが、その分、得たもの

も大きい。反省会で、少し成長した皆の姿を見た

気がした。 (鈴木 ・記)

-個人山行一覧

・富士山

4月'l:1日 L鳥居、須田、鈴木、岩崎、早見、柳

・丹沢大山川

5月11日 L鳥居、須田、鈴木

・北アルプス 銅岳源次郎尾根

5 月 17 日 ~19 日 L. OB村田(慎)、鳥居、

須田、 OB鈴木(快)

-奥多摩水根沢

6月8日 L須田、鈴木、早見、柳、

OB石川I(重)

-東北船形山笹木沢

8 月 28 日 ~31 日 L鳥居、岩崎、鈴木、早見

・アメリカ合衆国 ヨセミテ

9 月 3 日 ~13 日 L鳥居、鈴木、須田、早見

・丹沢鳥屋待沢

10月5日 L須田、岩崎、 鳥居、鈴木、早見、

本田、若林、 OB村田(慎)、石JII(重)、

原浮

-上越巻機山米子沢

10月19日 L. OB鈴木(快)、石川I(重)、
OB原淳、須田

・奥多摩鷹ノ巣山

10月13日 L須田、鈴木、岩崎、本田、柳、若林

・北アルプス 鍛岳早月尾根

11月 1 日 ~3 日 L.OB村田(慎)、須田、

早見、 OB石JII(重)

-南アルプス 塩見岳

11月 8 日~1O日 L須田、鈴木

・八ヶ岳連峰大同心南稜

1 月 5 日 ~8 日 L鳥居、鈴木、早見

・タイ プラナン

3 月 21 日 ~31 日 L鈴木、早見、本田

.岩登り・フリークライミンク

湯河原幕岩 3回、聖人岩4回、広沢寺 2回、

河又 2回、御岳 6回、小川山 2回、

三ツ峠2回、白妙橋2回、越沢2回、

城山 2回

.その他

・天幕懇親会 11月18日 奥多摩

-学生部マラソン大会 11月16日 団体戦10位

-個人山行

ーアメリカ合衆国 ヨセミテ クライミング一

期日 9 月3日 ~13 日

メンパー L鳥居、鈴木、須田、 早見

昨今の山岳部の活動は、山行のレベルが低いこ

と、冬山などの目標となる山行を決められないこ

と、等々、「情けないJという意見や指摘を受け続

けている。

そんななか、今思えばヨセミテでのクライミン

グは、山岳部の活動において、ひとつの反抗でも

あったのかもしれない。もちろん、今ではご協力

いただいた全ての方に感謝をしております。あり

がとうごさいました。

9月3日

飛行機は午前中にロサンゼルスに到着し、我々

はすぐヨセミテを目指した。グレイハウンドパス

で中継地となるマーセドまで行き、この日は野宿。

地平線に沈む夕日を見た。
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9月4日

早朝、再びパスに乗り込みマーセドを出発。午

前中にヨセミテに到着し、首尾よくキャンプ場に

テントを張る。あの有名なミッドナイト・ライト

ニング(VlO)を抱えるコロンビアボルダーも近く

にあり、ただそこにいるだけで幸せを感じる。周

囲の岩壁の大きさは、我々の想像をはるかに超え

ており、まさに聞いた口がふさがらない。

早速キャンプ場から歩いてすぐのところにある

スワンスラフ守へ行く 。ジャイアンツ・クラック

(5却を登る。 2本のフインガークラックを、*ピ

ンスカーを繋げて登るルート。やはり、クラック

に慣れていない我々には意外と難しい。16時頃切

り上げて、ピレッジストアで食料と酒を買出し、

ヨセミテ初の夜をキャンプ場内のベンチで呑み明

かす。

*ピンスカー…ピトンの打ち抜きを繰り返してできた穴

9月5日

朝はそこそこ冷える。鈴木は他のメンバーが目

を覚ます前にランニングに出掛け、朝食前に汗だ

くで戻る。結局、それは鈴木がヨセミテを離れる

まで毎日続いた。

朝食を摂ってから、ビジターセンター近くのチ

ャーチ・ボールという岩場へ赴く 。ヨセミテバレ

ー内には、無料のシャトルパスが走っており、そ

れを利用すればチャーチ・ボールまでは殆ど歩か

ずに着ける。ニコニコ顔でブラ ックイズブラウン

(5.8)を登りアップとする。傾斜もなく、快適な

*レイパックを楽 しめる。続いてチャーチボウル・

レイパック (5.8)を登る。四つ星のルートで、確か

に快適。締麗なクラ ックを レイパックで登る。右

上するので長めのスリングが必要。次に登ったリ

パイパル(5.l0a)は、 40mの長いルート。キカム、ナ

ッツは容易に決まり、安心して登れる。下部は事ハ

ンドジャムがよく決まり、中間はフインガーでの

小ハング越えがある。最後に5.9のスラブが出てく

るが、ツルツルで以外に悪い。早めに切り上げ、

カリービレッジでボルダーの*トポを購入し、キャ

ンプ場でボルダリングをし、汗を流す。

*レイバック・クラ ックに手と足を差し込み、手を引き、

足を突っ張って体を固定する技法

1.活動報告(平成15年度)

*カム・・半円形の歯車を複数組み合わせた、プロテクショ

ン (確保支点)用の器具

*ハンドジャム…ジャムは岩の割れ目に体の一部を挟み込

んで体を支える技術。手を差し込んで膨らませたり、

ひねったりするのがハンドジャム。さらに指を使うの

カfフィンガージャム、こふ;しを{吏うのカtフイストジャ

ム

*トポ・ー フリークライミングなどで使われるルート図

9月6日

今日も再びチャーチボールへ。ビショ ップズテ

ラス (5.9・2P)を登る。 1ピッチ目は階段状で易し

いが、 2ピッチ目のクラックはとても締麗。フイ

ンガーこそないが、ハンド、フイスト、レイノfッ

クと多彩で、いずれもよく決まる。このピッチは

長いので、お金の無いクライマーは*ランナウトを

覚悟する必要がある。次にチャーチ・ボールツリ

ー(5.l0b)を登ろうとしたが、土曜日ということも

あって順番待ち。昼寝する。iII買番が来て登るが、

上部のピンスカーが悪い。傾斜もきつめ。カムも

決まりにくく、*バンプする。テンションをかけた

ら、上の牟エイリアン緑が外れ、赤で止まった。

*ランナウト...li1産保支点をと らずに長い距離を登ること

*バンプ・極度の筋肉疲労で腕や足などが動かなくなるこ

と

*エイリアン・カムの一種。小さなカムの代表

9月7日

スワンスラフ'へ行き、鈴木がTR(トップロープ)

を張り、須田にジャイアンツクラ ック (5.9)を登ら

せる。須田は上半身裸でやる気満々。途中、菊池

敏行氏がぶらりとやってきて、色々とお話を聞か

せて頂く 。ナッツのセットを学ぶには、エイドで

ナッツに乗るのがよいという話を伺い、早見がT

Rで練習する。

9月8日

今日はヨセミテフォールの下にあるサニーサイ

ドベンチへ。ジャムクラック (5.9・2P)を1ピッチ

目のみ登り、 TRを張る。TRで、隣の5.l0cと5.l0d

を登る。とくに難しくはないが、プロテクション

をとるのが難しそう 。後でリードしようという思

いを残し、久々にフェースも登りたくなったので

もう 1本のロープでブラックボールド(5.l0b)とい
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うスラブに取り付く 。楽勝かと思いきや、ホール

ド、スタンス共にボルダ一的な小ささ、しかも相

当に磨かれていてとても滑る。小川山の5.11のス

ラブより格段に難しい。結局RPする気にもならず、

みんなを少しだけ登らせてからロープを抜いた。

気を取り直してジャムクラックを繋げて登る。 2

ピッチ目の核心は小ハング越えだが、ジャムも決

まりにくく、意外と難しい

9月9日

エルキャピタンの横にあるマニュアパイル・パ

ットレスへ。こちらに来て初のマルチピッチ。ア

フターシックス (5.7・7P)を登る。1ピッチ目にー

ヶ所、乗越しに苦労するところあるが、日本の本

チャンでいう V級といったところか。2ピッチ目

以降は容易。ビレイ点も 1カ所以外全てボルトが

あり、安心。 2時間弱で終了点へ。やはり眺めは

最高。記念撮影をして下降。下りは歩いて15分。

基部のベンチでゆっくりと昼飯を食し、気分良く

帰る。

9月10日

疲れもi留まってきていたが、エル・キャプ・ベ

ースへ行くことにする。キャンプからは道路脇を

歩いて50分程かかる。ノーズやサラテなどの有名

なルート登る人々を下から眺めながら基部を歩く 。

レストしたい気分だ、ったが、早見と鈴木は明日が

最後ということで、結局ラ・コスタ (5.9)を登る。

ツルツルのレイパックで、小川山レイパックを難

しくした感じだが、途中広くなったところで休め

る。結局この日はそれ以上登らず、夜の宴会に全

力を注いだ。

9月11日

早見、鈴木は今日で最後。スワンスラフ守へ。鳥

居はレスト。早見、鈴木は過去TRで、登ったルー

トをリード。夜はカリーピレッジのビ、ユツフェで、

限界まで胃袋を満たす。

9月12日

早見と鈴木は朝ーのパスでヨセミテを後にした。

須田はまたしてもスワンスラフeへ。

9月13日

須田もヨセミテを去る。

9 月 14 日 ~9 月 22 日

鳥居のみ残り、エルキャピタン南西壁のラーキ

ングフイアー(VI5.13AO or 5.7C2F)を登る。高低

差は約8∞mで、 19ピッチのルート。雲表倶楽部の

三苫氏をパートナーとし、 2泊3日のクライミン

グとなる。これほどのピックウオールは初めてと

いうことや、前を行くパーテイが遅かったという

ことなどがあり、苦戦はしなかったが多少時間を

かけすぎた。以前の山岳部の活動においてはなか

なか実現しにくかっただろうクライミングを、社

会人山岳会の会員として行えた。そして何より、

ただとにかく“楽しかった"。

この活動が、今後の山岳部の活動にどう影響を

及ぼすかなんてことは全く考えていなかった。し

かし、楽しいことをより楽しく、より安全に、そ

してより困難なところまで目指したいという思い

は確実に芽生えた気がする。

<ヨセミテという“反抗"の結果思うこと>

全てを自分の責任のもとに行うということの代

わりに、自分の行いたいことを徹底的にやるとい

う、極めて当たり前のことが、登山であり、クラ

イミングであるような気がした。

コーチ会で言われるままに活動するのではなく、

自ら「何が楽しいかJを見つけ、「何をすべきか」

を考え、何を実行に移すのかが大切であると思う。

コーチは、 OBはいつでもこう言う。「今の学生

には体力が無い」、「今の学生には雪上技術が足り

ないJ、「今の学生には登山の経験が少なすぎる」、

「もっと山に行くべきだ」、「早く冬山合宿の目標を

決なさい」、「夏山合宿はどうするのかJ等々 …。

結果、学生は経験を積むためにとにかく山行計画

を作って、山行日数を増やすべく山へと向かう。

その時、山に行く理由は、“山岳部としてのスケジ

ュールをこなすため"である。

そんな理由のために登山する山岳部というもの

は、いったい何者なのだろうか。合宿がつまらな

ければ合宿に行かなければいい。雪上訓練が必要

ないと思えば行わなければいい。ボッカが必要な

いと思えば行わなければいい。冬山に行けなくな

るだけだ。近年の部員減少の原因はどこにあるの

か、答えは誰でもわかるはずで、ある。“山岳部がつ

口。
つd



r.活動報告 (平成15年度)

企アフターシックス終了点にて記念撮影

まらないから"である。冬山に行くということに

こだ、わった結果山昔部が無くなるのと、合宿や雪

上訓練をしなくなった結果山岳部が無くなる、ど

ちらもありうる話だと思う。(個人的には最低限の

ボッカと最低限の雪上訓練は必要だとは思うが、

安全に行える冬山合宿のレベルはどこまで、下がっ

てもよいと考える。)

コーチやOBは、決して学生のことを嘆いたり

批判したりしてはいけない。学生の“考える"と

いうことを手伝い、“見つける"ということを手伝

い、そのやりたいことに少しだけアドバイスする

だけでよい。
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コーチやOBは自分の世代の話を押し付けては

いけない。時代は明らかに変わっており、部員の

考えも変わっている。 (2∞8年 鳥居 ・記)

-個人山行

ータイ プラナン クライミング一

期日 3月21-31日

メンバー L鈴木、早見、本田

タイ計画の発端は、楽しいクライミングをした

いという気楽な気持ちから生まれたものであった。

2月、 3月と雪山に登る中、今度は岩登りがした

くなった、それも暖かな土地でそよ風を受けなが

ら、そんな岩場がタイにあった、だけである。ゆ

えに、この計画が今後の活動にどのように活かさ

れ、如何に必要であるのかなどはほとんど考えて

いなかった。それもそのはず、当時のリーダーで

あった須田と私には、明確な目標などはなく、さ

らに、自分達に何ができるのかでさえ手探り状態

であったのだから。

そのような状況の中で生まれたこの計画を、暖

かい眼で見守り、送り出してくれた当事のコーチ

会・監督の懐の大きさを今更ながら感じる。

Q
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3月21日晴

出因。台北経由でタイに降り立つ。飛行機から

出た瞬間、湿った空気に体を撫でられ、熱帯の国

に来た実感がわく 。

空港から、即タクシーに乗り込みパスターミナ

ルへ向かう 。全くわからないタイ語に手こずりな

がらも、夜遅くには何とかパスに乗り込む。

3月22日 晴

早朝、パスは目的地に着いた、らしい。現在地

もよくわからなかったが、牟トゥクトゥクに乗った

り、保安官らしき女性の車の荷台にせてもらった

りで船着場に到着。

そこにいた陽気なタイ人と交渉をして、プラナ

ンでの宿泊地の手配、帰りのパスの予約を済ませ

る。タイ人も陽気だ、ったが、早見の陽気さはそれ

を上回っていた。

ボートでプラナンに到着。ここから、クライミ

ング三味の楽しい日々が始まる。

*トゥクトゥク・タイで走っている三輪タクシー

3 月 23~24日晴

朝、 7時頃ロッジを出て、昼前までクライミン

グ 。 それから昼食をとり 1~2 時間昼寝。 再び起

きて日が落ちるまでクライミング、という生活パ

ターンが自然と身に着く 。

3月25日晴

唯一のレスト日。島中を散策する。黄昏時には、

サンセットビーチで太平洋に落ちる夕陽に見とれ

た。2週間ほど前に、甲斐駒ヶ岳山頂で、吹雪の中に

いたことが妙に懐かしかった。

3 月 26日 ~28日晴

クライミング中心の生活。当然、クライミング

能力もぐんぐん上がる。少なくとも、あと一ヶ月

くらいはこうしていたいという気持ちでいっぱい

であった。

3 月 29~30日晴

プラナンを離れる O 最高の日々であった。山岳

部で活動する中で何度かこれほど面白いことはな

い、と感じさせられるときがあったが、今回の山

行もその中のーっとなった。

3 月 30~31日晴

夜、台北に着く 。ここで夜を明かさなければな

らない。もちろん僕らは、空港に荷物を預け、台

北の夜へと繰り出した。そして、夜市を楽しんだ

り、 24時間営業&立ち読み自由(座ってもいい)

の本屋で仮眠をとったりしながら夜を明かした。

3月31日晴

帰国。海外登山であったこの山行であるが、か

かった費用は総額で一人10万円にも満たず、タイ

へのフライトもあっという間だ、った。計画作成に

あたっても、その苦労は毎度の山行と同様。あの、

やけに湿った熱気のお出迎えがなかったら、とて

も海を越えて海外へきたのだとは実感できなかっ

たぐらいである。

しみじみと、時間的距離というものはどんどん

縮まるのだと実感し、内容によっては肩肘張らず

に海外の山にも眼を向けていけると感じた。

寝ても覚めても岩に登り続けたタイでの生活は

ひたすらに楽しく、それまでの活動を含めて、や

はり山岳部は面白いなと強く感じさせるものであ

った。あれほどまでに楽しかった要因は、その舞

台が海外であったからなのかもしれない。海外で

のびのびとクライミングをしているという事実が、

私達を多感にしてくれていたのだろう。

夜、は、あの時のように強く感情が動く経験がで

きたことは貴重であったと思う 。タイ計画は遊び

のようなものであったかもしれないが、あの山行

の中で、出会ったような感動が、次の登山に対する

動機を高め、魅力的な計画を生み出し、困難をも

乗り越えて成長して行く糧になるのだと思う。

(2∞8年鈴木・記)

.プラナンの海岸にで
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桜門山岳会

1.活動報告 (平成15年度)

平成15年度 桜門山岳会の一年 間に合う理事長、実行委員長交代策も日本大学山

岳部創部80年成功策の一作戦とまじめに考えてい

理事長神崎忠男 ます。

平成15年度を振り返って見ますと、文京区千石

に元監督・高緑氏(昭37年卒)のご好意で、懸案だ、っ

た活動拠点としてのルームが確保できました。学

生・ OBとも利用でき、学生の集会はもちろんの

こと、桜門山岳会の運営活動、さらに創部80周年

の準備基地としての機能を遺憾なく発揮していま

平成15年度の桜門山岳会の活動は創部80周年の

準備に明け暮れた一年でした。立教大学山岳部創

立80周年祝賀会、平山善吉日大山岳部OBの日本

山岳会会長就任、来年2005年の日本山岳会百周年

など刺激と影響の登山界背景のなかで、桜門山岳

会の運営、活動、そして日大山岳部80周年へ向け

ての模索と準備に一年の歳月がながれました。

創部80年記念事業は、記念誌発干Ij、記念祝賀会、

記念登山の三本の基本行事を中心に準備を進め、

11月20日には、記念祝賀会を市ヶ谷にあります日

本大学(本部)講堂にて日本大学瀬在幸安総長、田

中英書体育局長のご臨席を仰ぎ開催いたします。

80年間日本大学山面部に携わった方々、登山界、

大学山岳部関係の方々などにお声をかけ、登山を

今日までつづけてこれたことに感謝する意味で一

つの節目として祝賀会を開催いたします。合せて

創部80周年記念誌を発刊、日本大学山岳部の伝統

と実績をこの機にまとめ、後世の学生に日本大学

山岳部のあゆみを知っていただく記録、資料、情

報の一冊としておきたい。そして、記念登山に関

しては、昨今の時代背景をうけて桜門山岳会、日

大山岳部の総力挙げての登山ということなく、学

生、若手OBが行きたい山があればそれなりの計

画として実施していく考え方で、当初のサンルン

登山隊からマナスル登山隊と諸般の事情で計画が

変更され、今回、中村進OB(昭43年卒)を中心と

した若手ら、学生らにより、中国チベットのクー

ラ・カンリ峰(7.554m)の登山計画の準備に入り、

この秋に出発し、できれば祝賀会には朗報がきか

れることと期待を大きくしています。

以上、創部80周年を迎えるに時間の問題となっ

てきた今、準備状況や会員への意識の高揚など、

指導的立場に立つ理事長としての責任、適任性に

問題はないのか…考え込んでしまう昨今、今なら

す。

その様な中で、桜門山岳会の基本的運営、活動

の報告は次のとおりです。

口平成15年総会平成15年5月23日18時

千駄ヶ谷・東京体育館

会員39名学生8名計46名出席(詳細は短信

No.l38号参照)

口天幕懇親会

平成15年10月18日 日帰り・雨天決行

奥多摩・御岳山&大岳山ハイキングと三河屋・

麻葉の湯での懇親会 会員11名、学生 9名、計

20名参加(詳細は短信No.l38号参照)

口平成16年新年会平成16年1月24日

四ツ谷「スクワール麹町」

会員30名 故土肥氏友人(佐伯=富山在)、学生

8名、計39名

口日本山岳会東海支部ローツェ南壁隊隊員、山本

茂久氏(平4年卒)に聞く 。(詳細は短信No.l40

号参照)その他、桜門山岳会に関係したいくつ

かの会が聞かれた。

口メトロ会(各大学山岳部OBの親睦会)

平成15年10月2日ホテル・メトロポリタン

桜門山岳会会員出席者12名、 11大学120名(詳細

は短信No.l39号を参照)

口平山 ]AC会長を囲む会初回平成15年6月

7日

平山善吉会員が日本山岳会会長に就任され、桜

門山岳会会員で日本山岳会会員でもあるメンバ

ーが昼食をとりながら平山会長と懇談し、会長
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を側面から支援すると共に、この機に山岳会の

学習を行いました。谷口元氏(昭35年卒)が幹事

を務め、計5回開催することができました。(詳

細は短信No.l38、No.l39号を参照)

口立教大学山岳部創部加周年記念祝賀会

平成15年5月24日

立教大学第一食堂桜門山岳会会員参加者11名

大学山岳部のはじめての海外登山「ナンダコッ

ト登山隊」の実績とクリスチャンの校風のなか

で厳かにおこなわれた。(詳細は短信No.l38号を

参照)

また、短信の発行については、 No.l38~No.l40

号が発刊、担当理事の柄沢氏(昭39年卒)が健康上

の問題で、中嶋氏(評議員昭34年卒)に編集依頼し

ました。上記三号のなかに桜門山岳会の一年間の

運営、活動が詳細に報告されていますのでご参照

下さい。

会員名簿に関しては、一年間でかなりの変更(訂

正)が出ています。情報不足、誤り等もありますが、

情報の一元化を図り、 80周年事業もありますので、

会員の基盤となる名簿の新規作成を検討中です。

以上、具体的にこの一年間の活動を明記しまし

たが、日本大学山岳部、桜門山岳会会員の動向が

会員、関係者から聞かれ、それぞれの立場で、個

人的にも活躍している様子が伝わってき ます。

いくつかのニュースを記載させていただきます

が、この他にも各方面でご活躍されている諸先輩

がいるかと思います。順不同・敬称略で記載させ

ていただきます。

口学生のアメリカ・ヨセミテ山行、気軽に海外登

山ができたと学生の喜び、が伝わってきた。(9月)

口石坂、松田、中嶋の各氏により、故星野氏の生

前の希望で剣岳への散骨のため登山。(9月)

口前理事長尾上氏(昭40年卒)が日本山岳会百周年

記念登山の一環として、東海支部ローツェ南壁

隊を派遣、最近にないバリエーション登山に登

山界の注目をあびる。桜門山岳会からも 山本茂

久氏が参加し、活躍されましたが、頂上まであ
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と250mを残して引き返しました。雑誌「岳人J
3月号、「山と渓谷J3 月号に記載。 (11~12月 )

口池田、片柳(共に昭36年卒)、大城ご夫妻(昭34年

卒)らが総勢10名で韓国、雪岳山(ソラクサン)

に登頂されました。(9月)

口石坂、高緑、鈴木馨各夫妻(共に昭37年卒)らが

エベレスト街道へのトレッキングを楽しみまし

た。(12月)

口ポカラ国際山岳博物館のグランド ・オープンの

式典が開催され松田氏(昭27年卒)、宮原氏(昭32

年卒)、神崎(昭38年卒)が出席しました。(2月)

ネパール国際山岳博物館の会館にともなう博物

館づくりにご尽力。その甲斐あって博物館入り

口前に子どもたちが登って楽しめる、マナスル

を模した築山が完成、博物館の名所がひとつ増

えて現地関係者も喜んでおられるようです。(2

月5日)

口平山山岳部部長が日本大学名誉教授となられま

した。長い間勤められました日本大学の退官に

あたり、名誉教授なられたこと、長年の慰労会

を兼ねて古希の会の名称、で祝賀会が開催された。

なお、日本大学退官に伴い山岳部部長を退任、

長い間ご苦労様でした。(2月)

口新山岳部長に薬学部の安西借二郎先生が決まり

ました。(4月)

口宮原氏(昭32年卒)が、ネパールの国王から勲章

(コルカ・ダッチナ ・パフ)が授与されました。

褒章受勲記念の祝賀会が、高輪プリンスで開催

され多くの岳人諸氏がお祝いに集まりました。

桜門関係者(ご家族を含む)42名が出席されまし

た。(3月)

そして、この度、郷土の青木村とネパール ・シ

ェルパの里ナムチェ・バザール村の姉妹村を提

携され、 5月22日には青木村体育館にて三浦雄

一郎氏の記念講演会が開催されます。

口鈴木馨氏(昭37年卒)は、ヒマラヤ観光(株)の井

本氏(昭60年卒)の案内で、アイランドピーク

(6，l80m)に登頂されました。おめでとうござい

ます。(4月)

口村口氏(昭55年卒)が3度目のエベレスト登頂に

出発しました。エベレスト登頂女子世界最高齢



1.活動報告(平成15年度)

者渡辺玉枝さんのサポート、最高齢登頂者三浦

雄一郎氏の登頂サポートなど村口氏の登山実績

に輝かしいものがあり、この度、自分の登山の

ためにエベレストに再々度の挑戦。帰国後に彼

の元気をもらいたい。(2月)

口山本晃弘氏(昭28年卒)がマナスル周辺のトレッ

キングに出発されました。マオイスト問題もか

かえた地域です、無事の帰国をお祈りしたい。

( 4月)

合せて第五回「信州・小県郡青木村里山歩きJ
が23 日 ~24日に開催されます。

以上、桜門山岳会の事業報告と会員の動向をお

伝えさせていただきました。今年は創部80周年の

年、桜門山岳会、また会員の方々のどんな年にな

るのだろう。桜門山岳会の一会員という個人の立

場で、 1978年の北極点、 1995年のエベレスト…そ

して80周年は南極点かなと夢ロマンを抱きながら

80周年の年を迎えることになりました。

(平成15年度総会パンフレットより)
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日本大学山岳部

平成16年度 (2側年4月-2鵬年 3月)

部長 安西倍二郎

副部長 根本君也

監督 岡田貞夫

コーチ 鳥居創太

主将 須田貴志

部員 3年 CL須田貴志 SL鈴木浩太郎

2年早見紀章若林裕子

1年石垣聡美 本 郷 悠 貴

関口直秀依藤徹

部室 〒112∞11 東京都文京区千石1-16-9

過ごすことができた。初夏合宿は谷川岳の芝倉沢

で、行った。入山、 雪訓ではOBの方に参加してい

ただき、それなりの成果をあげることができた。

ただ 1年生が体調を崩してしまい谷川岳に登頂で

きなかったのは残念であった。初夏合宿後の 6、

7月は主に沢登りと岩登りの山行を行い、夏山合

宿に向けての技術や体力を養った。そして夏山合

宿は、前半は大日岳経由で銀沢に入り、主に銅岳

周辺で雪訓や岩登りをこなした。 l年生にとって

は苦しい合宿だ、ったが、技術も体力も大幅に強化

することができた。後半は北海道へ飛び、層雲峡

から富良野岳までの縦走を成功させた。現在の学

生にとって北海道の山は初めてであり、その自然

は大変印象深いものだ、った。

ラリグラス101 8月末、須田は隊長が中村OBのクーラ・カン

リ登山隊に参加させていただき、 10月末まで部活

一平成16年度活動報告 動を離れる。チーフリーダーが、部活動を離れて

海外登山に参加するなど大問題だが、多くのOB

チーフリーダー 須田 貴志 の方をはじめ、他の部員の力添えもあり、クー

平成15年度は現在ヘッドコーチを務めてくださ

っている鳥居チーフリーダーの下、 2年生と 1年

生のみで活動をこなした。そして鳥居チーフリー

ダー引退後は、新 3年生である須田がチーフリー

ダ一、鈴木がサブリーダーを務めることになった

が、 4年生が不在という大きな不安要素を抱えた

状態で、新年度の活動は始まった。

新年度最初の活動は、新 l年生の勧誘で、あった。

この勧誘活動には多くの大学山岳部が苦戦を強い

られており、 1年生が0-1人という話も珍しく

はない。不安を抱えての勧誘活動であったが、最

終的には 3人の 1年生が残った。学年の歯抜け問

題に直面していた我々は、これ以上の歯抜け拡大

の心配がなくなり一安心であった。そして実際の

活動に話をうっすと、ゴールデンウィークはOB

の方々の力を借り、槍ヶ岳北鎌尾根、鹿島槍ヶ岳

東尾根、立山周辺、白毛門にて山行を行った。学

生のみでは実行困難な内容の山行であり、 OBの

方々のおかげで中身の濃いゴールデンウィークを
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ラ・カンリ登山隊に参加することができた。須田

が不在の聞はサブリーダーの鈴木が中心となり、

アメリカ・ヨセミテでのフリークライミング、北

岳パットレス、谷川岳馬蹄形縦走など、精力的に

山行をこなす。特にヨセミテのフリークライミン

グに参加した 1年生は、アメリカの自然に大きな

影響を受けたようだ。

須田の帰国後、秋山山行として黒戸尾根~甲斐

駒ヶ岳~鋸岳縦走をこなし、初冬合宿は八方尾根

で行った。雪は少なかったが、アイゼンワークや

ザイルワーク、雪洞の確認も行え、無事に唐松岳

往復もこなした。

冬山合宿は秋山山行とほぼ同じ黒戸尾根~甲斐

駒ヶ岳~仙丈岳~戸台を立案したが、自分たちの

力量などよく考え直した結果、戸台~甲斐駒ヶ岳、

仙丈岳往復となった。無事計画は成功したが、雪

がたいへん少なく、物足りない冬山合宿であった。

冬山合宿後は谷川岳周辺で山行を行い、 2月合宿は

八ヶ岳で行った。北横岳~阿弥陀岳まで縦走し、

体力と技術の向上を図った。



3月合宿は上高地~霞沢岳往復を行った。徳本

峠入口から先はまったくトレースがなく、連日深

いラッセルを強いられたが、無事震沢岳登頂を果

たした。こうして 1年間活動を行ってきたが、一

番大きな反省はやはり年間の明確な目標を持てず

に過ごしてしまったことであろう 。明確な目標が

なくてはそれぞれの山行に打ち込もうにも、「なぜ

こんなことをするのか ?Jという状態になってし

まい、中身の薄い山行を繰り返すことになってし

まう 。更なる高みを目指した登山をするのであれ

ば、年間目標という柱を持ち、それに沿った山行

を実践していくべきだ。最後に登山活動の他、多

方面で学生の支援をしてくださったOBの方々、

本当にありがとうございました。

一平成16年度 コーチ会報告

ヘッド コーチ鳥居創太

昨年の活動を総括して言うと、部としての基礎

を固めるための一年であったと言えるでしょう 。

上級生に関しては基礎的技術のレベルアップを図

ることに多くの時間を費やし、技術と知識に裏打

ちされたリーダーシップを強化するという目標を

持ち、指導致しました。リーダーシップなしにチ

ームワークはなく、リーダーシ ップなくしてステ

ップアップは望めず、リーダーシップがなくては

安全の確保すら危うくなりかねません。上級生と

しては常に山行をステップアップさせ、より困難

な山行を望んでいたようでしたが、計画の安易さ

や山行後の反省の甘さ、危機感の欠如などが目に

付き、コーチとしては現役部員に対してあまり難

しい山行はきせず、基礎的なことを繰り返すよう

に指導致しました。彼らとしては、なかなか思い

通りにいかないと日々悩みながらも、答えをだそ

うと努力しているようでした。コーチとしても、

レベルに合った山やルートを参考として提示する

ということは一切せず、目 一杯学生に考えさせ、

悩む時間を与えました。結果、あまりレベルの高

い山行はできなかったかもしれませんが、しかし

1.活動報告 (平成16年度)

ながら春山合宿の頃には、自分達で考えて、自分

達で次に行くべき山を見つけ、計画するという、

登山としての本来の楽しさや喜びに気づいてくれ

たのではないかと思います。去年は基礎、今年は

発展と、今年は学生にとって飛期の年になること

を願うばかりです。いずれにしても、レベル云々

ではなく、「精一杯できた」と満足のいく積極的な

登山ができるよう期待致します。

(平成16年度総会パンフレットより)

記 録

-初夏合宿

一谷川岳ーノ倉沢出合定着

期日 5月22日-24日

メンバー L須田、鈴木、早見、若林、本郷、

石垣、依藤、 OB山本(茂)、斎藤(大)、

原淳

5月22日 晴れ~曇り土合駅→ーノ倉沢出合BC

雪訓

上級生 4人、新入生 3人という久しぶりに大人

数の合宿に出発。昨晩は上野から鈍行列車でひた

すら揺られていく 。水上駅で原津OBと合流し、

土合駅でステーションピパーク。朝、士合駅を出

発し、ーノ倉沢出合にBCを設営した。芝倉沢は

雪訓をするのに十分な雪が残っていた。 しかし例

年より少ないそうだ。最初は傾斜のゆるい斜面、

次にもう少し傾斜のきっい斜面で直登、直下降、

ダイヤモンド、ジッヘルなどの基本的な訓練を繰

り返す。天気が崩れ始めたので、早めに切り上げ

てBCに戻る。

5月23日霧~雨雪訓

雪訓場までダッシュ。山本OBがいらっしゃる。

上級生のザイルワークの確認をしていただく。予

定では須田、鈴木で芝倉沢上部の偵察をする予定

だったが、ガスが出てきたので中止。雨が降り始

めたので、 BCに戻る。斎藤OBがいらした。早

見、石垣、依藤は下山。

5月24日 晴れ雪訪11 BC →登山指導センター
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下山

本郷が新品の靴で足を痛めたようだ。重荷を背

負って芝倉沢をつめるのは難しいと思われる。ま

た今日のメンバーの力も考えた上で、登頂は断念

し、 雪訓を していくことにする。肩がらみ、腰が

らみ、グリップビレ一、スタンデイングアックス

ピレーなどのザイルワークを重点的に行った。

<初夏合宿を終えて>

初夏合宿でやるべきことの 1つとして雪訓があ

るが、 r1年生の雪上技術の習得Jという雪訓の一

番の目標は、それなりに満たせたように思える。

次の夏山合宿の雪訓で、今回身につけた技術を、

より確実なものにしてもらいたい。また今回の雪

訓で、雪上技術の未熟な上級生もいた。そのよう

な上級生は合宿だけと言わず、個人山行でも雪上

技術の習得を目標にしてもらいたい。また今回の

合宿では、荷物が軽い、日程が短いなどで、あま

り体力の強化はできなかった。その理由として、

部員の多くが授業を休めない、よって日程自体が

短くなってしまうというものがある。実際今回も、

3人の部員が途中下山せざるをえなかった。この

対策としてわざと荷物を重くするなどがあるが、

初夏合宿を 2回に分けて、 2週末にわたって行う

のはどうだろうか。一度検討してみる価値はある

と思う。また 1年生が個装を忘れる、行動食が足

りないなどの、小さいけれどもあってはならない

ミスもあった。このようなミスは去年も何度もあ

ったので、いい加減なくしたいミスである。なく

すためには全員(特に上級生)が、準備段階から

様々なことに注意を払うことが重要である。

(須田 ・記)

-夏山合宿

これから夏山合宿が始まる。上級生はこれまで

以上に、あらゆる場面でのリーダーシ ップが要求

されるだろう。だが常に正しい判断を下し、冬山

に向けての経験値を上げたい。長期山行で大切な

のは集中力の持続である。実りの多い夏山合宿に

したい。 (計画書より 須田・記)

-北アルプス銅岳銅沢定着

期日 7 月 29 日 ~8 月 6 日

メンバー L須田、鈴木、早見、本郷、依藤

<入山>

7月29日 晴れ称名滝バス停→大日平山荘→大

日小屋

登山開始後、 2ピッチ目で本郷が靴擦れになる。

3ピッチ目では須田がいきなりミツバチ(? )の大

群に襲われた。長い木道を歩いて大日平山荘に到

着。 1年生 2人と、重荷の早見がパテパテ。さら

に登ると依藤がパテてて四つん這いで歩いている。

まるでゾンピのようだ。大日小屋に素泊まりする。

7月30日 晴れ時々曇り CS→奥大日岳→別山乗

越→鋼沢キャンプ場BC

食当 2人が寝坊。ザックを小屋にデポして大日

岳往復。奥大日岳に向かうが依藤が遅い。公共を

抜く 。水が不足気味だ、ったので、途中の雪渓で雪

をとってから進む。本郷もパテてしまい、フラつ

いて転落しそうになる。

<定着>

7月31日 晴れ~曇り 長次郎谷偵察 BC整理

須田、鈴木で雪訓場の偵察に行く 。鋼沢は雪が

とても少なく、シュルンド、土砂崩れの跡も多い。

長次郎谷では、大きなシュルンドがいくつも開い

た。熊の岩下辺りまでくるとシュルンドも少なく、

雪訓場として適していた。BCに残ったメンバー

は装備テント整理、シーパー交信、ジャンピン

グ&ハーケン打ちの練習、ザイルワーク確認、テ

ントの水路掘り作業をして過ごす。

8月1日晴れ 雪訓

長次郎谷出合から雪訓ダッシュ。1年生は上級

生にどやされながら必死。雪訓の途中で法政大と

拓殖大に会う。8の字やグリセードもやる予定だ

ったが時間が足りなくなってしまったので、翌日

の雪訓に持ち越し、 BCへ下降。

8月2日晴れ~曇り雪訓

いつもの雪訓ダッシュでスタート。ザイルワー

ク開始。最初は引きずり倒されていた 1年生も、

次第に滑落を止められるようになる。8の字やグ
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リセードは時聞がなくなってしまい、行えなかっ

た。長次郎谷出合でツェルト搬送の練習をしてB

Cへ戻る。

8月3日晴れ分散登馨

①六峰Cフェース剣稜会ルート L須田、鈴木、

依藤

長次郎谷出合に着くころにはだいぶ明るくなる。

登撃して 3時間で頭に出る。帰りは、何回か懸垂

下降をしてv.vrのコルに出る。ガレ場を慎重に

下って長次郎谷雪渓に合流し、 BCへ帰幕。

②雄山往復 L早見、本郷

8月4日曇り~晴れ分散登禁

①六峰Cフェース剣稜会ルート L鈴木、 早見、

本郷

6時20分に登琴開始。早見がトップで快調に飛

ばす。ザイルがキンクしたが、 8時過ぎに登挙終

了。長次郎谷の下りで本郷の調子が悪くなる。疲

れと腹痛のようだ。13時25分にBCに到着。

②雄山往復 L須田、依藤

8月5日曇り時々晴れ鋼岳登頂

台風が接近しているとのこと。昼ごろが一番接

近するようだ。源次郎尾根は中止にして、別山尾

根から鯛岳を目指す。 一服鋼、前鋼の登りでは落

石に気をつけて登る。風が強くなり雲行きも怪し

し、。

8月6日曇り BC→室堂下山

下山ということで 1年生も頑張っている。みく

りが池温泉で垢を落とす。

<夏山合宿定着合宿を終えて>

今回の夏山合宿でも、個人的な問題、全体的な

問題と、様々な問題が浮き彫りとなった。体力面、

技術面、生活面…。体力面の問題などは初夏合宿

でも指摘したが、それを十分改善できたとはいえ

ない状況であった。合宿で指摘された問題を改善

できないのでは、合宿の反省をしている意味がな

い。夏山合宿で浮き彫りになった問題点は、次の

初冬合宿までに改善できるよう、努力しよう。

全体の反省としては、時間の配分がうまくいか

ない日があった、ということである。初日はその

せいで最終帰幕時間まで、に幕営地に着かなかった

1.活動報告 (平成16年度)

し、 雪訓の 8の字とグリセードは結局行えなかっ

た。これはまず、リーダーである私が時間配分を

読み間違えたというのがある。今後はこのような

ことがないよう、十分気をつけるつもりである。

全体の反省としてもう一つ、 下山日近くになっ

てから分かったことだが、持っていったはずの予

備の食糧が足りなかったということである。もと

もと忘れていたのか、途中でなくなったのか、今

となってはわからないが、ちゃんと管理できてい

れば、どこでなくなったのかも把握できたはずで

ある。やはり食糧係は合宿参加者の中から選び、

しっかりと管理させるべきであった(今回の食糧係

は本因。合宿出発前に退部した)。しかし今回の合

宿、 1年生はよく頑張ったと言える。今回の合宿

でつけたであろう力と自信で、今後の合宿も頑張

っていってもらいたい。 (須田 ・記)

<後半分散>

北海道中央高地一

期日 8月12日-17日

メンバー L早見、鈴木、本郷、石垣

8月12日 曇り 姿見ロープウェイ駅→旭岳キャ

ンプ場。旭岳

層雲峡で登山道が使えないことが判明したため、

ロープウェイを使い 5合目まで上る。 1年生は初

めての重荷で辛そうだ。コースタイム通りに登り

終える。お鉢平を半周したあと、旭岳キャンプ場

にCSを設営してから旭岳を往復する。

8月13日 曇り時々雨 CS →白雲岳分岐→忠別

岳キャンプ場

コースタイムより早い時間に、北海岳に着く 。

その後白雲岳分岐から本郷のペースが遅れ気味と

なる。忠別岳までくるが、本郷は下りで苦戦して

いる。忠別岳キャンプ場には早見、石垣が先に着

きテント設営。

8月14日 雨~晴れ CS →トムラウシ→南沼キャ

ンプ場

出発 1時間で五色岳に着く。薮が茂り、歩みを

進めると雨以上に雨具が濡れる。化雲岳に到着し

たときも、天気は悪くガスっていた。 トムラウシ

到着後、南沼キャンプ場にて休養する。
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8月15日 晴れ~曇り cs →コスマヌプリ→美

瑛富士キャンプ場

三川台手前から 1ピッチでツリガネ山まで来る。

相当のハイベース。その為、次のキャンプ場まで

進むことにした。オプタテシケ山は思ったよりも

急坂で、 1年生 2人はとても参っていた。csに

水がなくとても苦労するが、今までボッカしてき

た上級生のおいしい水が役に立つ。

8月16日 雨 cs →十勝岳→上ホロカメットク

避難小屋

下山の予定だ、ったが、 1ピッチ目に本郷がひざ

の痛みをうったえるので予定を変更。上ホロ避難

小屋をcsにする。天気が悪くなり、視界も悪化。

温度も秋並に感じる。テントを張った時には、皆

寒さで手が震えていた。水は一杯あったので、今

日はおいしいものを食べよう。

8月17日 曇り時々晴れ cs →富良野岳→原始

ヶ原登山口下山

三段山、上富良野岳をlピッチで越え富良野岳に

着く 。今までのルートと大雪の山々を見渡して 1

年は大感激。その後 4時間半で下界に着く 。感動

のゴール。最後は一本締め。

<夏山合宿後半分散を終えて>

今回、 3年生がいながら、未熟な私がリーダー

を務めることになりました。夏といえども危険は

一杯あります。いつ死んでもおかしくないのが山

です。OB、OGの方々の中にはさぞ心配した人

も居ると思います。そして 1年生も不安で一杯だ

ったと思います。私はまだ山を初めて 1年とちょ

いの未熟者ですが、未熟なりに今回の山行を計画

して、実行し何とか成功しました。この成功と反

省を次の山につなげて行こうと思います。そして1

年生はよく頑張ったと褒めてやりたいです。今回

の縦走が 1年生の成長に繋がってくれれば、リー

ダーとして、 2年としてうれしいと素直に感じま

す。そして私自身、また山が好きになりました。

(早見・記)
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-秋山山行

一南アルプス 甲斐駒ヶ岳~鋸岳一

期日 10月 31 日 ~11月 2 日

メンバー L須田、鈴木、石垣

10月31日 雨 白州観光キャンプ場→五合目小屋

→七丈第一小屋

クーラ・カンリより帰参した須田と久々の山行

である。昨日、雨の甲府駅よりタクシーに乗り、

まったく人気のない白州観光キャンプ場にて幕営。

昨日にヲ|き続きの雨天だが、黒戸尾根を快調に歩

く。

11月1日 雨~曇 り cs →甲斐駒ヶ岳→六合目

石室→中ノ川乗越

本日も雨。頂上から鋸岳へ向かうルートは、視

界が優れないこともあり慎重に進む。

11月2日 晴れ cs →第二高点→角兵衛沢ノ頭

→大岩下ノ岩小屋→戸台大橋

今日は晴れて欲しい、という願いどおりの好天。

核心と踏んでいた鹿窓ルンゼ~鹿窓を無事に終え、

第一高点からの展望を心行くまで楽しむ。今回の

山行は充実感があった。そのせいか、のんびりと

戸台大橋へ向かう中、紅葉した木の葉が風に吹か



れて舞い落ちる美しさが眼に焼きっき、忘れられ

ないものとなった。 (鈴木・記)

-初冬合宿

一北アルプス 唐松岳八方尾根定着一

期日 11月 27 日 ~12月 2 日

メンバー L須田、鈴木、早見、本郷、石垣、

OB鳥居

11月27日晴れ兎平→八方池BC

昨晩は白馬駅でステーションビ、パーク。ゴンド

ラ乗り場に着くと、強風の影響で兎平までしか動

いてない。八方池山荘を過ぎたあたりから積雪量

が増え始め、稜線では耐風姿勢をとらないと吹き

飛ばされそうになる。八方池で幕営。その後、鈴

木、早見で扇雪渓まで偵察。扇雪渓は雪訓可能な

様子とのこと。BCに残ったメンバーは、 BC設

営と、ゾンデーレン訓練をする。

11月28日曇り 雪訓

ヘッドランプを付けて出発。雪渓の下部、中部、

上部で弱層テストをし、扇雪渓を雪訓場に決める。

歩行訓練後にジッヘル訓練。ゾンデーレン訓練で

はザックにビーコンを入れ、それを雪に埋めて行

った。

11月29日曇り~晴れ雪訓

1年生はザイルワーク、コンテニュアス、タイ

トロープ、フィ ックスを行う。雪崩埋没訓練で1、

2年生は全員埋まってみる。一同「死ぬかと思いま

したリと言う 。その後ザックを用いた搬送法、

ツェルトを用いた搬送法を行う。

11月30日 雪 BC<=>2.5∞m付近

岩稜帯上部手前まで行くが、雪質が安定してお

らず、天候も良くなる気配が見られない。この先

の危険箇所で天候が悪化した場合、退却は困難と

判断して稜線上2.500m付近で、唐'松岳アタックは中

止にした。BCに鳥居コーチが来てくださった。

12月1日晴れ 唐松岳登頂

丸山ケルンあたりで稜線に出ると、昨日刺して

おいた竹の赤旗が強風で折れていた。岩稜帯上部

で1ピッチ、ロープを出す。唐松岳に登頂。 l年

生の 2人は初めての冬山登頂、 3年生の 2人は 2

1.活動報告(平成16年度)

年前の雪辱を果たした。早見はどうしても休めな

い実習があるので、鳥居コーチと共に下山。

12月2日晴れ BC→兎平下山

下山ということで、みな早足だ。兎平ゴンドラ

乗り場まで 1ピッチで着いてしまった。

...八方尾根の雪洞にて

<初冬合宿を終えて>

今回、事前に調べた段階では積雪量が少なく、十

分な雪上生活、雪訓ができるかどうか不安だ、った

が、その心配は杷憂に終わった。冬山初めての 1

年生にとっては、十分な経験が得られたように思

う。また各自がそれぞれの役割を自覚し、円滑に

行動できた。夏山合宿では 1年生の体力の問題が

あったが、だいぶ改善されたように思える。入山

の行程は短かったが、 12月 1日など強風のなか、

1年生は 3年生に遅れることなく行動できた。

しかしまだまだ、 l年生の力不足が目につく 。

雪訓ではつまらないスリップをしたり、型通りの

ザイルワークはできるが、実践を想定した場面に

なると、とたんにそれができなくなる。ミトンを

装着すると、うまくザイルが扱えない…。また天

気図がうまく書けなかったり、アイゼンをひっか

けたりすることも目立った。冬山合宿前に克服で

きる問題は早急に克服し、合宿に備えたい。

今回の合宿は、冬山合宿参加予定の 5人全員で

行うことができた。それにより、各自の役割の自

覚や、パーティーの力量把握など、冬山合宿を成

功させるための土台ができたと感じる。次の冬山

合宿を成功させるためにも、全員のたゆまぬ努力

を期待する。

最後になってしまいましたが、わざわざ八方尾

根までいらして下さった鳥居コーチ、どうもあり

カ王とうございました。 (須田・言己)
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-冬山合宿

-南アルプス 甲斐駒ヶ岳 ・仙丈岳

期日 12月 23 日~?:1日

メンバー L須田、鈴木、早見、石垣

12月23日 晴れ戸台川ゲート→戸台川中流

伊那市からタクシーで戸台川ゲートに到着。少

し進むことにする。戸台川中流の河原にて幕営。

12月24日曇り cs →仙オ℃小屋

雪がほとんどないので、プラ靴でひたすら夏道

を歩く 。雪訓のできる斜面がない。偵察だけ行い

テントに戻り、テントのそばで石垣のザイルワー

クの練習を行う。今日はクリスマスイブであった。

アップルパイとどら焼きを頬張りながらの怪しげ

なパーティーを聞く 。

12月25日 晴れ CS~甲斐駒ヶ岳→北沢長衛小

屋

ヘッドランプを付けて出発。雲も風もなく、い

い天気だ。駒津峰を過ぎたところでアイゼン、ハ

ーネス、ヘルメットを装着し、甲斐駒ヶ岳登頂。

最高の天気で富士山、八ヶ岳、中央アルプス、北

アルプス、全てが見渡せる。北沢長衛小屋で、幕営。

12月26日曇り CS~イili丈岳

雪崩が心配されていた斜面は這松が完全に出る

ぐらいの積雪量しかなく、雪崩の心配はない。 9

時30分に仙丈岳登頂。石垣は、初めての3.000m峰

らしく嬉しそうだ。12時にテントに戻ると石垣が

「ザイルワークの練習やりたいですリと言うので、

訓練開始。

12月27日晴れ cs→戸台大橋下山

途中で東京理科大とすれ違う 。人数が多く、う

らやましい限り 。河原を延々と歩いて戸台川ゲー

トに到着。戸台大橋でタクシーを呼ぶ。

<冬山合宿を終えて>

今回の合宿の重要目標は、初冬合宿の反省を克

服することであった。初冬合宿では基本的な雪上

生活技術や雪上歩行技術で、多くの問題点が露呈

した。それらを少しでも克服しようとこの冬山合

宿を行ったのだが、現実は理想とは程遠いもので

あったように思える。具体的な例を挙げると、夜

寝る際にポリタンをテントの外に出しておいて凍

らせてしまったことや、食当が寝坊したことや、

行動中にアイゼンが外れた(しかも同じ人聞が何

度も)ことなどである。このような1犬況では、よ

り上のレベルを目指した山行など、行えるわけが

ない。

ではこのような状況を打破するには、どうすれ

ばよいだろうか。まずは、各自の山行に対する意

識を改善するべきであろう。寝坊の件などは、各

自が山行に対する意識を改め、もっと責任感と緊

張感を持ちさえすれば、解決できる問題であろう。

他の問題に関しては、もっと細かいことに意識を

向ける注意深さが必要に思われる。天幕生活にし

ても実際の行動にしても、もっと注意深くなるだ

けで解決できる問題は多々あった。

次回の合宿では、このような反省が出ないよう

にしなければならない。「次の合宿で気をつければ

いいや」などと考えていては、これらの初歩的な

ミスさえ、直すことはできないだろう。

最後になってしまいましたが、わざわざ差し入

れを送って下さった大谷OB、ありがとうござい

ました。とてもおいしかったです。 (須田 ・記)

.2月合宿

一八ヶ岳連峰北横岳~阿弥陀岳

期日 2 月 13 日 ~18 日

メンバー L須田、鈴木、早見、本郷

2月13日 晴れ~曇り 竜源橋→亀甲池

茅野駅よりのタクシーでは竜源橋まで入れた。

トレースがついており、夏道のようだ。日差しも

強い。天祥寺原に早く着いたので、亀甲池まで進

むことにする。亀甲池脇の樹林帯で幕営。

2月14日 晴れ cs →北横岳→茶臼山→ニユウ、

中山峠聞の樹林帯

2ピッチ弱で北横岳山頂に立つことができた。

行動が順調で、天気にも恵まれたが、白駒池のあた

りから早見のペースが落ち、 ニュウまで 2時間20

分もかかった。今日中に中山峠までは難しいと判

断してニュウ、中山峠聞の樹林帯にて幕営。

2月15日 晴れ cs →根石岳→夏沢峠

ハU
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樹林帯を抜けると、風が強い。東天狗の手前で

弱層テストをする。雪崩の心配はなさそうだ。東

天狗山頂にザックをデポし、西天狗を往復する。

夏沢峠で幕営。

2月16日 霧 cs →硫黄岳→行者小屋

硫黄岳山頂に着くと雪混じりの強風とガスで視

界がよくないので、横岳へ行くのは中止する。赤

岩の頭経由で行者小屋にて幕営。地蔵尾根、文三

郎尾根の偵察をする。

2月17日 霧~晴れ cs→硫黄岳→三叉w華→cs
気温が高い。硫黄岳の山頂でハーネス、ヘルメ

ットを装着する。奥の院までのカニの検ぱいで、

ロープを出す。地蔵仏から地蔵尾根を下り行者小

屋へ。大権現から三叉峰の間で、カモシカと出会

う。フサフサの毛が温かそうだ。

2月18日 晴れ cs →赤岳→阿弥陀岳→cs→ 

美濃戸口下山

地蔵尾根を汗をかきながら登る。赤岳頂上で全

員その景色に感動。赤岳を下り、中岳を越し、阿

弥陀岳の急登を登る。阿弥陀岳の下りでは、 1ピ

ッチロープを出した。文三郎尾根を下り、行者小

屋にてcsを撤収、美濃戸口までひたすら突っ走

る。

<2月合宿を終えて>

今回の 2月合宿は、前回の冬山合宿と比べれば

だいぶ冬山らしさを経験できた。悪天や雪上歩行、

天幕生活など。初冬合宿の時と比べると、反省も

だいぶ生かされてきたようだ。ただしラッセルも

ないに等しく、 トレースも豊富にあり、行程の多

くは樹林帯であったことなど、これで自分たちが

冬山登山者として十分なレベルに達したなどとは、

決して思ってはならない。

また今回の合宿の大きなテーマとして、下級生

の来年に向けてのステップアップがあった。早見

は新 3年、サブリーダーとして、本郷は新 2年と

して。そのために早見にはほとんどトップを務め

させ、本郷にはかなり厳しくあたった。今回見た

限りでは反省点も多く、まだまだ十分とは言えな

いが、合宿前と比べればかなり自覚を持って行動

できていたように見受けられる。次の合宿からは

1.活動報告(平成16年度)

鈴木が就職活動のため参加できなくなるので、今

回の反省を生かしてより、いっそうの努力を期待

したい。 (須田 ・記)

.3月合宿

北アルプス 霞沢岳一

期日 3 月 24 日 ~29 日

メンバー L須田、早見、本郷

3月24日 晴れ釜トンネル入り口→上高地→明

神館

松本駅からタクシーで釜トンネル入り口まで入

ることができた。天幕予定地であった小梨平キャ

ンプ場に早く着いたので、明神まで行く 。明神館

すぐ脇の樹林帯にて幕営。

3月25日 風雪 cs →徳本峠

徳本峠までの登りで場所によっては腰、胸ラ ッ

セルをする。雪質も抜けやすい雪で、遅々として

進まない。3人でどんどんラッセルを回す。峠よ

り少し西側の地点で幕営。

3月26日 風雪 cs →最低鞍部先

悪天のなか、赤布を手がかりに進む。ラッセル

もきつい。最低鞍部に着き、上部の偵察をする。

本郷が体調不良を訴えるので、最低鞍部より少し

だけ上がった場所で幕営。スノーブロックも作る。

3月27 晴れ c S<=>震沢岳

アタ ックの用意をして出発。K1手前の急登まで

はとにかくラッセル。その先はクラストしており、

アイゼンを履く 。山頂まではかなり雪庇が出てい

るので、稜線の下を巻き気味に歩き、霞沢岳山頂

に到着。K1の下りではロープを 1ピッチ出す。こ

こで須田が転倒し、右膝をひねる。

3月28日 雪 cs →徳本峠→徳沢ロ ッジ

朝、気温が高く、湿った雪が降る。

3月29日 晴れ時々曇り c S<=>横尾→釜トンネ

ル入り口下山

csから横尾まで往復。横尾に到着すると、扉

風岩が見えた。徳沢ロッジ、で、張っていたテントを

撤収し、下山。
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<3月合宿を終えて>

今回の 3月合宿は、副将の鈴木が就職活動、 l 

年の石垣は実家の都合で参加できず、 3人での合

宿となった。その 3人で霞沢岳を狙う今回の計画

は、だいぶ背伸びをした計画だったように思う 。

しかし長時間のラッセル、深い樹林帯でのルート

ファインデイング、雪庇の通過など、結果として

得られたものは大きかった。さらにラ ッセルやル

ートファインデイングでは全員が主体的に行動で

きていたことも、とてもよい傾向だと感じる。

ただラ ッセル能力やルートファインデイング能

力などを見ると、とても満足のいくものではなか

った。確かにこれらは一日二日で身につけられる

能力ではないが、だからこそ日頃からのトレーニ

ングがものを言う能力である。各自が自分の弱点

を自覚し、地道な努力をしなければならない。

今回の 3月合宿で16年度の合宿はすべて終了し

た。次の合宿は新入部員を加えての初夏合宿とな

る予定だ。新年度になっても有意義な活動が行え

るよう、各自のより一層の精進を期待する。

(須田・記)

-個人山行一覧
・奥多摩鷹ノ巣山新人歓迎山行

4 月 24 日 ~25 日 L須田、鈴木、早見、本田、

若林、 OB鳥居、新入生数名

・北アルプス 槍ヶ岳北鎌尾根

5 月 1 日 ~5 月 4 日 L.OB村田(慎)、鈴木、

早見

・北アルプス 立山

5 月 1 日 ~3 日 L.OB原淳、本田、他 1名

・北アルプス 鹿島槍ヶ岳東尾根

5 月 3 日 ~5 日 L.OB中村(進)、OB千葉、

須田

-上越白毛門

5 月 5 日 ~6 日 L. OB石川I(重)、若林、

OB加納

・聖人岩フリークライミング

5月8日 L鈴木、本田、本郷

・湯河原 幕岩フリークライミング

5 月却日 ~30 日 L鈴木、早見、本田、石垣

-丹沢勘七の沢

6月5日 L鈴木、須田、若林本郷、 OB岡田

・瑞摘山 クライミング

6月6日 L. OB 山本(茂)、OB鳥居、鈴木、

早見

-富士山

6月7日 L. OB石川(重)、須田

・御獄 ボルダリング

6月19日 L本田、早見、関口

.聖人岩フリークライミング

6 月 19 日 ~20 日 L. OB鳥居、須田、鈴木、

早見、若林

・御巌 ボルダリング

6月27日 L本田、関口

-谷川岳 一ノ倉沢烏帽子沢奥壁中央カンテ

7月3日 L大前 (日大医学部山岳部OB)、

須田

・奥多摩 ウルシヶ谷沢右俣~市道山~刈春山~

今熊山

7月4日 L早見、鈴木、若林、本郷、石垣

・奥多摩大岳山

7月11日 L若林、須田、本郷

・奥秩父 東のナメ沢

7月18日 L早見、鈴木、須田、本郷

・越沢パットレス クライミング

7月25日 L須田、鈴木、本郷、依藤

・アメリカ合衆国 ヨセミテ

9 月 1 日 ~11 日 L鈴木、早見、本郷、関口

・南アルプス 北岳パットレス第四尾根

9 月 18 日 ~19 日 L鈴木、早見

-丹沢葛葉川本谷

9月お日 L早見、鈴木、本郷、関口

・三ツ峠 クライミング

10月 2 日 ~3 日 L鈴木、早見、若林、本郷、

石垣、依藤

・河又 フリークライミング

10月 16 日 ~17 日 L鈴木、早見、若林、本郷、

石垣、関口

・上越白毛門~谷川岳馬蹄形縦走

10月 22 日 ~24日 L鈴木、本郷

-越沢パットレス クライミング
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1.活動報告 (平成16年度)

11月7日 L須田、鈴木、若林、関口

.富士山

12月11日 L須田、鈴木、石垣

-越沢パットレス アイゼントレーニング

12月18日 L須田、鈴木、本郷

-日和田山 アイゼントレーニング

12月19日 L須田、鈴木、早見、若林、本郷、

石垣

・ニュージーランド ボルダリングツアー

1 月 31 日 ~3 月 8 日関口

-上越 ゲレンデでのスキー訓練

2 月 4 日 ~6 日 L須田、早見、本郷、 OB原津

・上越 白毛門

2 月 7 日 ~8 日 L須田、鈴木

・東北安達太良山 スキー山行

3 月 7 日 ~8 日 L早見、須田、本郷

・東北安達太良山 スキー山行

3 月 14 日 ~17 日 L須田、早見、本郷

・奥多摩雲取山

3 月 22 日 ~23日鈴木

Eその他

・天幕懇親会 10月18日 奥多摩

....天幕懇親会奥多摩にて
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桜門山岳会

平成16年度 桜門山岳会の一年 刊が実現できたことを喜んでおります。登山に関

しては、 70周年ではエベレスト登山隊を組織とし

て派遣いたしましたが、今回はOBのなかで海外

登山を志ざす会員を支援するようなかたちでの海

外登山を奨励し、クーラ・カンリ登山隊を送り出

すことができました。また、式典、祝賀会は70周

年ではエベレスト登山隊祝賀会と兼ねてすませて

しまったのとは異なり、日本大学山岳部の歴史、

伝統、実績そのものをお祝いし、国内外の多くの

仲間から祝福される祝賀会となりました。登山は

70周年には桜門山岳会の総力をあげて組織的計画

のなかでエベレスト登山隊を派遣したが、 80周年

は今の時代に合った行きたい人、行きたい山があ

り、日本大学山岳部、桜門山岳会の会員が中心と

なって個人的な海外登山隊の計画があれば、 80周

年の事業として支援していきたいという考えで記

念海外登山を考えていたところに中村進氏が中心

となって「クーラ・カンリ登山隊」の計画が提案

された。そもそもこのクーラ・カンリ隊は、以前

から中村進氏がすすめていた「サンルン登山隊」

の延長線にあったもので、サンルン登山許可が中

国の入境制限で取得困難となり登山計画が実行で

きない状況でした。中村進隊長の方針に従い「サ

ンルン計画」から「クーラ・カンリ計画」に転進

して80周年にあわせての実施となりました。資金

については「サンルン登山隊計画」で集まった募

金の運用と個人負担金で賄える利点をも活用させ

ていただき準備を整えた。どちらかというと資金

面より参加隊員のほうで苦労させられたような結

果となった。若い人たちの参加を期待しながらも、

会社、仕事などの事情で参加困難な状況下にあっ

た。登山は例年にない悪天候のため登頂を断念せ

ざるを得ませんでしたが、新ルートからの取り付

きなどに成功し、また登山の基本としての安全の

確保、判断に間違いなく、全員無事に帰国できた

ことでこの登山を讃えたい。

また、創部80周年とは関係なく日本大学山岳部

OB、桜門山岳会会員の動向にも登山界での活躍、

理事長神崎忠男

日本大学山岳部創部80周年事業、記念登山、記

念誌発刊、式典、祝賀会など予定通りに納められ

ましたことを喜ぶと同時に、担当関係者、会員及

び関係各位の協力に心から深く感謝申し上げます。

また、特別創部80周年募金を実施させていただき

ましたところ、先輩、後輩各位のご支援、ご協力

が得られましたことについても御礼、深謝申し上

げます。

登山界というか、登山そのものの体系が時代の

ながれのなかで目に見えるかたちで、変っていく昨

今の登山背景のなかで、日本大学山岳部創部80周

年を迎えました。日本大学山岳部とは言っても O

B会である桜門山岳会が中心になって準備を進め

させていただきました。日本大学山岳部の過去の

生い立ちを追って、現在を知り、未来に向かつて

その時代にあった山岳部づくり、よきところは踏

襲し、変えるところは変えていくというひとつの

節目としての周年行事を納めました。そして、継

続は力なり…ではないが、登山が続けてこられた

こと、組織が存続できることなどすべてに感謝を

するなかで、社会や登山界の一員として、日本大

学学校当局、登山界、他大学山岳部の関係各位、

また海外登山に鑑み外国の友人たちにも日本大学

山岳部を理解しお祝いしていただくなかこれから

もご指導、ご厚誼を賜ろうと準備させていただき

ました。平成16年度の理事、評議委員会は創部80

周年開催準備に終始させていただきました。具体

的には、記念誌の発刊、記念登山、式典、祝賀会

の3つの事業を柱にしての計画の実施でした。お蔭

様で各担当会各位の情熱と努力によって予定通り

に計画が実施されました。

10年前の創部70周年では予定しながらも発刊で

きなかった記念誌が、今回、創部80周年では発刊

できたこと、更に記念誌と同時に資料記録集の発
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奉仕、貢献の活動があった。日本大学クーラ・カ

ンリ登山隊と時期を同じくして石坂昭二郎氏、中

嶋啓氏らのチベット訪問隊のク ーラ・カンリ BC

訪問。

個人的にも村口徳行氏のエベレスト 4度目の登

頂、これら今までの数々の彼の実績に読売新聞、

日本スポーツ賞(山岳)を受賞した。エベレスト登

山における三浦雄一郎氏(男性最高齢登頂者)、渡

辺玉枝さん(女性最高齢登頂者)の登頂に尽力した

業績に敬意を称したい。

小嶋一男氏は「極北ロマン旅行計画」として

36，∞Okmの犬そり旅行の完走を終えた。この計画

は当初毎年冬期三年間の計画で実施されたが、ロ

シアの入境、気候などの問題で結果的には 8年聞

がかりの計画となった。しかし、初期の計画をま

っとうした情熱、努力は高く評価され、極地の日

大にまたひとつ実績を加える快挙となった。

囲内での登山界情報としては、平山善吉氏の日

本山岳会会長 2期目の就任で日本山岳会l∞周年事

業の実施に取り組み、登山界の歴史の重要な節目

としての大きな責任をはたさなければならない。

そんななかで松田雄一氏は日本山岳会l∞年記念誌

の編集に尽力され、日本山岳会評議員として平山

善吉会長の一期を支えてきた山本晃弘氏が任期満

了で退任されるが、日本山岳会1∞周年後の清躍に

期待すべく、新たに吉野淳氏が新理事候補として

推薦された。

桜門山岳会自体の活動としては、すでに述べた

企 80周年記念式典

1.活動報告 (平成16年度)

とおり創部80周年事業に終始してきましたが、会

員交流などの視点から、恒例の新年会が四ッ谷の

スクワール麹町(2月1日)で開催。スキー懇親会

を岩原スキー場(3 月 11 日 ~13 日)で開催。 そして

近場で日溜りハイクと日帰り温泉の会を丹沢のふ

もと飯山温泉「ふるさと館」で実施、欲張って桜

に合わせてのお花見をも盛り込みました、天候よ

し、お風日よし、食事よしと参加していただいた

方には満足していただいたと思いますが、企画、

広報などの不手際、魅力不足などで参加が少なか

ったことを反省しています。

また、新潟中越地震で被害をこうむった、森山

勇氏、奥様の実家の山古志村及び田麦山の地震直

後の光景をスケッチした「中越地震スケッチ展」

を原宿「ギャラリーKJで1月6日から10日に開

催、日本大学関係者以外の方の観覧も多く、当日

の支援金活動に多くの方の協力があったことに森

山勇氏が感謝、この場でも協力者各位に御礼をい

わせていただきます。ありがとうござu、ました。

それにしても森山勇氏のスケッチ画の素晴らしさ

に感服いたしました。2月4日から 7日には、同

じ原宿「ギャラリーKJで創部80周年記念誌編集

で集まった写真を「日大写真展」として公開させ

てもらいました。以上いくつかの桜門山岳会関係

のイベントを実行させてもらいましたが、出席さ

れる方は決まってしまっていて、桜門山岳会全体

としての活動にはほど遠い実感を得ました。登山

がむずかしい年齢のOBも増え、人と人のつなが

り、桜門山岳会を通して登れないなりに登山、山

岳界への携わりができればと考えてのイベントづ

くりの活動を志向しました。参加、ご協力いただ

いたかたには深く感謝申し上げます。

創部80周年で理事会、評議委員会もその準備、

段取りで内容にはこと欠かない開催ではありまし

た。年度始めに決めた、理事会、評議委員会がほ

ぼ予定通りの日程で開催、消化できました。今回

の総会をむかえるにあたって、 80周年あとのひと

つの出発点として人事の若返り、活動の見直し、

新しい体制づくりのなかで桜門山岳会のクラブラ

イフの充実に期待したい。

(平成16年度総会パンフレットより)

p
h
d
 

に
d



日本大学山岳部

平成17年度 (2∞5年4月-2側年3月)

部長 安西借二郎

副部長 根本君也

監督 岡田貞夫

コーチ 鳥居創太

主将 須田貴志

部員 4年 CL須田貴志 SL鈴木浩太郎

3年早見紀 章 若 林 裕 子

2年石垣聡 美 本 郷 悠 貴

l年鵜原孝祐船田良北候敬彦

大西聡太

部室 〒112剖 11 東京都文京区千石1-16-9

ラリグラス101

大会では、団体の部では 2位、個人の部では鵜原1

位、鈴木 3位という素晴らしい結果を残せました。

近年は新入部員減少の影響でどうしても新入生

を残すことに意識がいってしまい、年間目標など

もあやふやになりがちでした。しかし17年度は

「あくまで現役部員がやりたい登山を優先し、新入

生が入らないならばそれはいたしかたない」とい

う姿勢で活動したところ、最終的に鵜原、船田、

大西という、やる気に満ちた有望な人材が残りま

した。ですから、活動内容が厳しいか否かという

ことは勧誘活動に影響を与えることはなく、山岳

部に対して意欲的になれる人間を探せるかどうか

が、今後の勧誘活動の鍵を握っているのではない

か、と1'1は考えています。

合宿の報告としましては、ゴールデンウィーク

に鹿島槍ヶ岳天狗尾根~赤岩尾根を実際にトレー

スしました。このことでバリエーションルートの

一平成17年度活動報告 ノウハウや、冬山合宿に向けてどのようなトレー

ニングをすればよいかが掴めました。

チーフリーダー 須田 貴志 しかし、 5月に谷川岳にて登禁中に事故を起こ

し、早見が負傷してしまいました。事故の反省を

踏まえての初夏合宿となりましたが、この合宿で

は新入生 2人を迎え、横尾定着で行うことができ

ました。基本的な雪上技術の習得、体力増強、奥

穂高岳と蝶ヶ岳登頂などの成果がありました。

次の夏山合宿は、本合宿は銅で行いました。毎

日天気が悪く前半合宿のみで15日間という長いも

のでしたが、雪上技術、体力の向上、またチンネ

左稜線、源次郎尾根を含むバリエーションルート4

ルート完登という成果がありました。しかし、そ

の後継続して行った後半縦走において、チーフリ

ーダーである私が転落事故を起こし、またしても

部活動が停滞することになってしまいました。

そして再度入念な事故対策を行った上で実行し

た、唐松岳~五竜岳での初冬合宿だったのですが、

またしても鈴木が雪崩に流される、最終下山日ま

でに下山できないなどの事故を起こすことになっ

てしまいました。谷川岳での事故、夏山合宿での

事故の後も鹿島槍ヶ岳天狗尾根を成功させるため

前年の平成16年度は 4年生部員不在の下、 3年

生部員である須田と鈴木が中心となり、 1年間活

動を行いました。しかしその 1年間を振り返って

みて言えることは「結局一番したかったことは、

何だ、ったのかjということでした。日々の活動に

追われ、言い方は悪いですが「場当たり的な山登

り」になっていたと思います。そのような登り方

では本当の実力はつかないのではないだろうか、

リーダーの私、鈴木はそのように考えました。

以上の反省を踏まえ、 17年度は年度の初めにし

っかりとした年間目標と活動内容を決めて、「大学

山岳部らしい、 一本の柱のある活動」を行おうと

決めました。そしてその結果、年間目標は鹿島槍

ヶ岳天狗尾根に決まりました。この目標は当時の

私たちの力量と実績からすると、かなり背伸び、を

した目標でした。しかし結果的に高望みな目標を

設定したことで、日々の活動が充実したと言える

と思います。その証拠に秋の学生部対抗マラソン
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て、自分達でよく考えて話し合うということ

を大事にさせる。それにより諦めるか、ある

いはその山行を行うには何が足りないのかと

いうことを、コーチが教えるのではなく、学

生自身に判断させる。

3、学生の目標が明確ではない場合、難易度に関

わらず「何のために登山するのか」を考えさ

せる。上級生であろうが下級生であろうが、

義務感がその殆どを占める場合、どのように

したら登山を楽しめるかを自分に問いかけさ

せ、山行全てにその意義を見出させる。

4、登山を通して、問題解決力や自己分析力を身

につけさせる。あるいは目標およびやりがい

の発見ということの素晴らしさを伝え、その

達成のためには何をすべきかということを積

極的に考えさせ、当たり前のことを当たり前

にでき、かつルールを守れる素晴らしい人聞

を育てる。

5、学生が遭難した場合、その救助活動を行う。

6、学生の失敗はコーチの失敗とし、その責任を

平成17年度は、近年の日大山岳部の活動の中で 負う O

にあらゆる対策を練りましたが、さすがに 3度目

の事故を起こし、諦めざるをえませんでした。

そして計画を縮小して行われた冬山合宿は、天

気にも恵まれ、常念岳、蝶ケ岳ともに登頂するこ

とができました。

以上が17年度の合宿報告になります。こうして

振り返ってみると、本当に事故の多い 1年間だ、っ

たと気づかされます。詳しい原因の考察、対策は

各事故報告書を参照していただきたいのですが、

共通して言えることは「経験豊富な人間であれば、

防げたミスが多いjということです。今後は部活

動の先輩方はもちろん、部外の研修などにも積極

的に参加し、経験ある人聞からの指導を受けるこ

とが必要になってくると考えます。

一平成17年度 コーチ会報告-

ヘッドコーチ 鳥居創太

最も事故の多い年となってしまいました。これは

全て、学生を監督しコーチングするコーチの責任

であり、特にヘッドコーチである私の責任は非常

に重く、その存在の確実性というものについて、

多くのことを考えさせられました。今後は、それ

を最大限活かせるよう努力し、勉強し続けようと

思う次第であります。以下に、私が思うコーチの

役割を簡単に記します。これは、私が日頃より学

生に言い続けてきたことでもありますが、 学生へ

の希望も込めて以下に記します。

コーチは何のためにいるのか?

1、学生を安全に登山させるために、客観的立場

から、その技術や知識、判断力などを見、そ

れにより学生が力量に見合った山行ができる

よう導く 。

2、学生が実力以上のことをしようと計画した場

合、自分達でなるべく客観的にチームの実力

を判断させ、納得のいくかたちで無理な山行

を考え直させる。その場合、学生の経験と、

多くの資料から読み取った情報とを見比べ

1.活動報告(平成17年度)

学生は自分達チームのために登山をし、その中

で成長し、新たな自分を発見し、時には仲間の新

たな一面を発見し、あるいは不満を持つ仲間の良

い一面を発見しては友情を深め、その結果として

登る山も大きくなるものです。コーチやOBは学

生の登山スタイルに文句を言ってはいけないので

す。学生が自分達で見つけた楽しみ方を、より安

全に行えるよう支えるのみです。厳しく、厳しく、

厳しく支えるのみです。

学生こそ神聖なる日大山岳部なのです。

(平成17年度総会パンフレットより)
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.GW山行

-北アルプス 鹿島槍ヶ岳天狗尾根一

期日 5月1日-4日

メンバー L須田、鈴木、早見、石垣

5月1日曇り~雨大谷原→天狗尾根末端→

2.12臼n地点

昨晩は大谷原駐車場に泊まる。天狗尾根取付ま

でに川を数回渡渉する。ローフ。を50mいっぱいに

出し雪壁を登り、第一クーロワールに到着。次の

ルートでは、雪庇が発達していた。小雨がぱらつ

きだす中、早見がリード。ピッチの終了点付近を

天場と決める。鈴木と早見は明日のためにフィッ

クス工作。 2ピッチ、ナイフリッジにフィックス

を張り、帰幕。

5月2日雨~晴れ停滞

偵察へ行く 。雪崩の音がしていた。

5月3日 晴れ CS →天狗の鼻→荒沢ノ頭

フィックス工作しておいた 2ピッチからスター

ト。第二クーロワールを通り、約60mの急なルン

ゼに到着。天狗ノ鼻を通過する。最低コルに向か

つて歩き出し、アラ沢側の斜面のトラパースは、

フィックスを張る。C5基部正面から直登するのは

明らかに厳しそうなので、 5mほどトラパースし

た箇所からの登撃を試みる。バランスを崩せば、

カクネ里までノンストップ滑落である。荒沢ノ頭

基部から早見が急な斜面をリード。 1ピッチ50m

ギリギリで急傾斜を抜ける。荒沢ノ頭で幕営。

5月4日 晴れ CS→鹿島槍ヶ岳北峰→大谷原

下山

出発後、 30分で鹿島槍ヶ岳北峰山頂に着く 。赤

岩尾根を下り、大谷原駐車場へ。

-初夏合宿

北アルプス穂高岳連峰横尾定着

期日 5月28日-6月2日

メンバー L須田、鈴木、石垣、北係、船田、

OB鳥居

5月28日曇り 島々宿→徳本峠小屋

島々宿のゲートから登山道に入る。道が崩れて

いる場所もある。

5月29日 晴れ~曇り CS→横尾キャンプ場BC

横尾でテントを設営した後に、鈴木と石垣は雪

訓予定地の掴沢槍下部まで偵察に出発。 i岡沢小屋

でヘルメット、ハーネスを装着。登っている問、

奥穂高岳直下の壁は頻繁に雪崩が起きていた。雪

訓予定地の下もいくつか雪崩の跡が。潤沢槍下部

まで行くが、斜面はゆるい。弱層テストをすると、

25cmぐらいの深さに弱層あり。下山する。

5月30日晴れ~曇り雪訓

沢筋の雪渓には入らず夏道を行く 。i田沢ヒュッ

テから雪訓ダッシュ。北イ康、船田、石垣の順でゴ

ール。雪訓場を5・6のコル下の斜面とする。法政

大山岳部も来ていた。

5月31日小雨~晴れ雪訓

北僚の足が痛むので鈴木同伴でBCへ戻す。そ

の問、須田、石垣、船田は先行して雪訓場に向か

う。雪訓場に到着し、小間の中ザイルワークの練

習。鈴木は今日下山のため、 一足先に下る。

6月1日晴れ奥穂高岳登頂

ザイテングラートはほとんど雪に埋まっており、

夏道が使えたのはごく 一部。下りでは 3ピッチロ

ープを出す。

6月2日 曇り BC →蝶ヶ岳→長塀山→上高地

下山

蝶ヶ岳への登りは、途中から雪だらけでピッケ

ルを出す。妖精の池という地名に期待していたが、

なんでもないただ、の沼だ、った。

<初夏合宿を終えて>

今回の 1年生は初めての合宿ということであっ

たが、 雪訓ダッシュの頑張りなどは今後を期待さ

せるものであった。ただし食当などの天幕生活に

おいては、反省点が多くあった。 1年生である以

上、反省点は出るものだが、大切なのはそれを改

善し、次の山行で繰り返さないことである。これ

を実行できていれば、必ず次のステップへ進める
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だろう。

上級生の大きな反省は、直前になってメンバー

の不参加があり、計画の変更をしてしまったこと

である。早見が怪我をしたのは合宿の 1週間前で

あり、十分な注意をしていればもっと早急な対処

ができたはずで、ある。メンバーが変われば合宿の

内容も変わるものであり、直前での変更は避けな

ければならない。また雪訓で北僚を怪我させてし

まったことも上級生の責任である。 I年生は雪訓

の内容についていくのに精一杯であり、自分の体

調を完全に把握できない時もある。そんな時のた

めに、上級生はこまめに 1年生の状況を観察しな

ければならない。

今回の合宿も「奥穂高岳、蝶ヶ岳に登れた→成

功」ではなく、 一番大切なのは今回の問題点を反

省、改善し、少しずつ次のステップへ進むことで

ある。そういった地道な努力を積み重ねてこそ、

冬の鹿島槍ヶ岳が見えてくるのである。 お忙しい

中、合宿に参加して下さった鳥居コーチ、ありが

とうございました。 (須田・記)

-夏山合宿

いよいよ、実働21日・予備日 8日という長い合

宿が始まる。その最大の目的は、冬の鹿島槍ヶ岳

天狗尾根を登る力を身につけることにある。

(計画書より 鈴木・記)

北アルプス剣岳剣沢定着一

期日 7 月 31 日 ~8 月 21 日

メンバー L須田、鈴木、早見、若林、石垣、本

郷、鵜原、船田、 OB村口、鳥居

<入山>

7月31日曇り~雨室堂→銅沢キャンプ場BC

歩荷隊として須田、早見、鈴木が先発した。約

48kgを担ぎ、室堂を出発したが、別山乗越に着く

とコースタイムを30分以上短縮していた。テント

設営後、コンティニアスの確認をしていると雨が

降り出した。

8月1日 晴れ BC→室堂

富山駅で石垣、鵜原、船田を迎える。早月尾根

1.活動報告 (平成17年度)

入山のメンバーが全員揃った。馬場島へ向かい、

馬場島荘付近の駐車場でテントを張る。

8月2日 晴れ~雨馬場島→早月小屋

早月小屋は水がないのでし 2、3年生は大量の

水を背負う。荷物は30kg以上になる。小屋では富

山医科大山岳部の人たちと雑談をしたり、 1年生

のザイルワークの確認をして過ごした。

8月3日曇り CS →鯛岳→BC

鵜原はザ、ツク麻海気味なので、水を石垣に背負

わせる。35kg超の荷物を果敢に背負う石垣だが、

3ピッチ目あたりで、背負う際にザックを転がし

てしまう。運良く斜面に張り出した雪渓に引っか

かって止まる。代わりに水は鈴木が背負い、歩き

出す。剣岳頂上からの鎖場はフィックスを張って

慎重に通過する。BCに戻る。

<定着>

8月4日晴れ~曇り 長次郎谷偵察雪訓

鈴木、早見、石垣は長次郎谷下部の雪訓場の予

定地を偵察。長次郎谷出合からヘルメット着用で

雪渓を登り 出す。シュルンドはほとんどなく、落

石も少ない。須田、鵜原、船田は鋼沢小屋裏の雪

渓にて雪訓。目的は初夏合宿に参加していない鵜

原に雪上技術を教えることと、船田の雪上技術の

確認。直登・直下降・ダイヤモンド・ジッヘルな

ど、型のみだが一通り教える。ザイルワークも同

様。夕方、村口OBが天場にいらっしゃる。

8月5日晴れ雪訓

長次郎谷下部にて雪訓。直登、直下降、ダイヤ

モンド、 8の字などの歩行訓練を行う。ジッヘル

には課題が残る。帰りはタイトロープの練習をし

ながら帰る。炎天下のなか、ロープにつながれて

ぞろぞろ歩く姿はまるで奴隷のようだ。

8月6日晴れ~曇り雪訓

長次郎谷上部にて雪訓。雪訓場までダッシュを

繰り返す。一通りザイルワークを終えた後に、石

垣と 1年生のみでフィックス工作。実践を意識し

て行う。

8月7日曇り~雨雪訓

長次郎谷上部にてジッヘル、歩行訓練、 コンテ

の練習、フィックス工作を行う。長次郎谷下部雪
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訓場に移動し、ジッヘルの訓練。うつ伏せで頭か

らの滑落、仰向けで頭からの滑落、ピッケルを構

えずに滑落と色々やって見せる。

8月8日曇り時々雨分散登挙

①奥大日岳往復 L須田、石垣、鵜原、船田

ヘッドランプをつけて奥大日岳へ向かう 。奥大

日岳頂上はガスのなか。帰り道では雷鳥の親子連

れに会う。石垣と鵜原は「かわいー。癒しだあー」

と感激した直後に「鶏肉食べたーい。子どもだか

らやわらかいかなー」と言っている。

②チンネ左稜線 L鈴木、早見

3時20分に、剣沢BCを後にする。チャンスがあ

れば、今日中にチンネに登ってしまうことにした。

池の谷ガリーは、急なガレ場で悪いとは聞いてい

たが、確かに不安定。大きな岩でも平気で転がり

だしそうだ。 7時15分頃、 三の窓に到着。左稜線

の方を眺めると、資料で見た通り 「あれが取り付

きか」と一目でわかる。数パーティーが取り付い

ているようだ。8時30分に登禁開始。核心の小ハ

ングをフリーでリードした早見だが、自分のクラ

イミング能力の低下を改めて感じたようで、苦い

表情を見せていた。12時55分に登禁終了。登挙時

間は約 4時間30分と遅いタイムだったが、僕らは

満足した。何より、楽しいクライミングだった。

三の窓の頭とのコルより、落石を落とさぬよう慎

重に下降する。最後には、ぐったりした面持ちで

三の窓のテントに到着した。

8月9日晴れ停滞

4早見、ちょ こんと

岩に腰を下ろす

休養のために停滞。朝食中にチンネ隊の 2人が

三ノ窓より帰ってきた。

60 

8月10日 風雨・雷~曇り 六峰Cフェース

昨晩から天候が荒れる。強い風雨の中での行動

に慣れるため出発する。しかし、リミットに間に

合わなくなるので長次郎谷の出合で登警は中止し、

BCへ引き返す。雷も鳴り出す。本郷と若林が入

山するため、須田と鈴木で迎えに行く 。雷鳥坂で

2人に出会う。

8月11日曇り~雨分散登挙

①六峰Cフェース RCCルート L須田、早見、

鵜原

長次郎谷中間部の岩場から上部へ移る地点では、

雪渓が相当薄くなってきており危険である。慎重

に通過する。RCCルートは、砂利やハイマツが

多い。

②六峰Cフェース剣稜会ルート L鈴木、石垣、

船田

岩が濡れている。 4ピッチでCフェースの頭に

抜ける。下降では 3ピッチの懸垂下降でV.VIのコ

ルヘ降り立つ。長次郎谷の雪渓はどんどん変化し

てきており再考が必要。BCに鳥居OBがいらし

た。

③奥大日岳往復 L本郷、若林

8月12日雨時々曇り停滞

昨晩から降り続く雨。Aフェース登撃の予定だ

ったが、無理だと判断する。雨脚が緩んだ隙をつ

いて、鳥居OBと本郷、若林が下山。

8月13日雨時々曇り停滞

太陽が恋しい。全てを乾かしたい。

8月14日 曇り時々雨源次郎尾根登馨

午前 1時に食当とともに目を覚ます。暗いなか

を出発。源次郎尾根の尾根ルートに取り付く 。雨

が降り出すなかザイルを固定し、後続をフィック

ス通過させる。E峰奥から、残置支点を利用して、

約30mほどの懸垂下降。10時過ぎに頂上到着。 1

年生にとっていい経験になったはずだ。別山尾根

を下降してBCへ。

<後半縦走>

8月15日 風雨 BC→ーノ越山荘→五色ヶ原キャ

ンプ場

食料計画ミスで16日夜の食料がないことに気が



付く 。Aフェース登撃を風雨のため諦め、頭を後

半縦走に切り替える。鵜原がはずせない実習で下

山するため室堂まで須田と早見が同行する。鈴木、

石垣、船田は雨の中、全身びしょ濡れで雄山に到

着。一ノ越山荘へ向かう 。既に室堂から登ってき

ていた須田、早見と合流して五色ヶ原キャンプ場

ノ¥。

8月16日 晴れ時々曇り cs→越中沢岳→スゴ乗

越小屋

石垣、船田は濡れた靴下で靴擦れ気味。スゴ乗

越小屋で幕営。 太陽の恵みで全てを乾かす。

8月17日 晴れ~曇り cs→薬師岳→薬師峠キャ

ンプ場

星が美しい。朝日が美しい。 トップを歩く石垣

は、下りはいいベースだが、登りが遅い。

8月18日 曇り時々雨 cs→黒部五郎キャンプ場

黒部五郎岳山頂もガスのなか。カールルートを

下り、 11時40分に黒部五郎キャンプ場に到着。

8月19日 曇り cs→双六岳→槍岳山荘。槍ヶ岳

山頂

コースタイムを短縮して、槍岳山荘キャンプ場

に到着。このベースでこそ山岳部。夜、他大学山

岳部の事故を知る。入山してから、 21日目。明日

は最後の核心の大キレットなので、気を引き締め

直す。

8月却日 曇り時々雨 cs→大キレット最低コル

手前事故発生地点→徳沢

オーダーは石垣、早見、船田、鈴木、須田の順

番。南岳で全員、ハーネスとヘルメットを装着す

る。南岳小屋から、大キレットに向かつて下降を

開始する最中、須田が足を滑らせ1O~20mほど滑

落した。須田は左目の上下を切り流血がおびただ

しい。敗退を決め、事故発生から9時間20分かけて

エスケーブルート (天狗原→槍沢→横尾→徳沢)よ

り下山。徳沢の日大診療所で応急手当を受ける。

本当にありがたい。後ほど、須田は目の上の骨と

下の骨が折れていたことが判明する。ヘルメット

をかぶっていなかったら、即死だ、ったかもしれな

いそうだ(詳しくは事故報告書に記載)。

8月21日晴れ徳沢→上高地下山

夏山合宿は、敗退で幕を閉じた。長期間の訓練

1.活動報告 (平成17年度)

を経て、最後の核心を乗り越えてこそ、成功、と

呼ぶにふさわしい合宿だ‘った。しかし、この21日

間の経験を決して無駄にはしない。この失敗と悔

しさを糧に、再び、貧欲に這い上がるつもりだ。と

にかく今は、須田の命に別状がなかったことを喜

びたい。

-秋山山行

南アルプス 聖岳~三伏峠縦走

期日 11月 3 日 ~6 日

メンバー L須田、鈴木、早見、石垣、船田、

鵜原

11月3日曇り~雪聖光小屋→奥聖昔→兎岳避

難小屋

昨日、聖光小屋へ予約しておいたジャンボタク

シーで入札駐車場にテントを張った。西沢渡で

は手動の荷渡用ゴンドラがあった。事前に読んだ

資料でもゴンドラを使っていたので、我々も使う

ことにする。前聖岳より先に進むとついに雪が降

ってきた。兎岳避難小屋まで進んだ。

11月4日 晴れ cs →赤石岳→荒川|小屋

雪は夜中のうちに止み、テントから顔を出すと

星空が広がっていた。赤石岳頂上もとてもいい眺

めだ、った。頂上でアイゼンを装着する。

11月5日 晴れ cs→荒川岳→小河内岳避難小屋

今朝もとてもいい天気。高山裏避難小屋へ向か

う途中で船田が手を滑らし、滑落。傾斜が緩く、

すぐに止まり怪我もなかった。テントは小屋の外

に張ったが、小河内岳避難小屋はとても立派だっ

た。

11月6日 晴れ cs →三伏峠小屋→塩}II小屋

下山

烏帽子岳を過ぎたあたりで陽が昇り出した。雲

に朝日の赤色がうつり、とてもきれいだ。三伏峠

小屋で、は携帯の電波が入るので、タクシーに塩川

小屋まで来てもらうことにする。

-初冬合宿

北アルプス唐松岳八方尾根定着

-
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期日 11月 27 日 ~12月 6 日

メンバー L須田、鈴木、早見、石垣、船田、

鵜原

11月27日雪~曇り黒菱平→八方池 雪訓

昨晩は白馬駅にてステーションピパーク。兎平

でゴンドラからリフトに乗り換え黒菱平へ。雪は

去年より多い。CSには 2ピッチ半で到着。その

後、鈴木と早見は扇雪渓の偵察に向かう 。扇雪渓

は雪質が良い。しかし降雪が多いため、刻々と変

化することが予想される。落石はない。新雪が多

く、ラッセルを強いられる。テントを張る場所は、

無難な樹林帯にする。迷い易いポイントに赤旗を

打つ。残ったメンバーは、ラッセル、ワカン歩行、

ビーコン捜索、雪洞堀りの訓練を行う 。ビーコン

捜索は八方池全体で行い、ゾンデーレンの訓練は

雪訓時にしっかり行う。雪洞を作る。

11月28日曇り CS →扇雪渓 (雪訓)→扇雪渓

付近樹林帯BC

扇雪渓まで 1、2年生にもラッセルをさせてみ

るO 扇雪渓での雪訓では、須田・船田、鈴木・鵜

原、早見・石垣の組み合わせで行う。鵜原の元気

はすさまじく、大声で i1!2!1!2!Jと叫

びながら斜面を駆け登っている。雪訓が終わり、

扇雪渓手前の樹林帯にテントを張る。どこからか

コールと石川I(重)0 Bの声が間こえ、コールを返

すが返事がない。合流できなかった。

11月29日風雪雪訓

遭難救助訓練、ザイルワーク、雪洞掘りをする。

ジッヘルの訓練を行いたかったが、ジッヘルの訓

練ができる雪質で、はなかったので諦める。

11月30日 雪 BC →唐松岳頂上山荘。唐松岳

テントの脇からすぐにラッセルが始まる。 トッ

プの鈴木が鬼のごとく突き進む。所々に赤旗を打

って進む。ワカンを付け、唐松岳頂上山荘に12時

10分に到着。荷物をデポし、アタック装備で頂上

へ向かう。鈴木の携帯の電波が入ったので、下界

に現在地と現在の状況を連絡しておく 。

12月1日 晴れ CS →五竜山荘

牛首岳を越え、フィックスを 2ピッチ。岩場や

鎖場が続き緊張する。途中、石垣のアイゼンが片

方故障したので、鈴木のアイゼンを片方履かせる。

2，340m鞍部手前で、難所も終わる。大黒岳は北面、

南面ともスッパリと切れ落ちていた。大黒昔手前

の鞍部は樹林帯で安心して幕営できる。五竜山荘

に到着後、鈴木と早見が白岳へ偵察に向う。弱層

テストで上部の急斜面の雪質をチェック。雪は締

まっている。白岳は上部の下降箇所が迷い易いこ

とと、雪崩の 2つが核心であると考えて全体の地

形把握を怠る。西遠見山とのコルまでの地形をし

っかりチェックするべきで、あった。帰り道に赤旗

を5本打つ。

12月2日風雪停滞

強風と雪のため、停滞。朝と昼頃に下山できる

か鈴木と早見で偵察に行く 。しかし時間や視界な

どで問題があり、行動を諦める。午後もテント内

で時間を潰す。この日の夕食から食料、燃料の制

限を始める。

12月3日風雪 CS~G2手前

五竜岳のアタックに出発。G2手前までは順調に

進むが、ルートがわからなくなった為、鈴木がル

ートを探しに行く 。そこで鈴木が雪崩に巻き込ま

れる。下から無事を知らせるコールが聞こえて、

下から鈴木が上がってきた。怪我はない。ルート

を見失ったこと、天候の悪化、雪崩などにより、

ここでアタックの中止を決める。テントに戻ると、

石垣は顔の右側に軽い凍傷を負っていた。

12月4日 晴れ~風雪 CS→白岳→大遠見山手前

7時頃より晴れてきたが、擬似好天と考えられ

た。しかし数少ないチャンスととらえ、急いで、鈴

木と早見で白岳の雪質の偵察に行く 。残りのメン

バーは撤収作業をし、皆で急、いで出発。西遠見山

手前のコルに近づいてきた辺りで一気に天気が悪

くなり、大遠見山手前にテントを張る。携帯で状

況を岡田監督と鳥居コーチに連絡する。

12月5日風雪 CS →1，892m地点付近

明け方に目を覚ますとテントにかなりの雪が積

もっていてビビる。上級生を叩き起こしてすぐに

除雪する。出発後、必死にラッセルするが中遠見

山まで 6時聞かかった。風と雪煙がすさまじく、

日を開けていられない。鵜原が体を冷やして体調

が悪そうなので、樹林帯にて幕営。監督とコーチ

に最終下山日に下山できなかったことを連絡する。

つ山PO
 



夜、船田の足が薄紫色になっていた。

12月6日 晴れ~雪 cs →白馬五竜スキー場ア

ルプス平駅下山

今日も膝上のラ ッセルだが、晴れているだけで

とても楽に感じる。アルプス平駅からはゴンドラ

で、下った。船田の足を急いで診察してもらうため、

タクシーで松本の信大病院に向かう。診断の結果

は「しもやけ」だった。鳥居コーチが仕事を抜け

出して駆けつけてきてくださった。

<初冬合宿を終えて>

今回の初冬合宿の天候は、我々の予想を大きく

上回る大変厳しいものであった。12月初旬にここ

まで雪が降るのは、近年稀にみることだそうだ。

しかし、それは異常気象だ、ったのでも、運が悪か

ったのでもない。山の天気とは本来そういうもの

なのだ。毎年決まった時期に雪が降るのでもなく、

年によって天気は大きく違うものなのだ。それを

しっかり予想して対応できなかったのは、我々の

力量不足と慢心に他ならない。その結果、最終下

山日を越えてしまうという、遭難と同義とも言え

る事態につながってしまった。もし東京連絡所と

連絡がとれていなかったら、と考えるとぞっとす

る。今の我々で、はたして冬山合宿に安心して出

1.活動報告(平成17年度)

発できるだろうか。答えは iNOJである。まず

は、なぜ今回のような事態になったのか、どこで

判断を誤ったのかなど、すべてを明らかにしなけ

ればならない。その後、リーダ一陣を中心にして

それらの対策、今後どのように注意していけばよ

いかなどをじっくりと話し合わなければならない。

すべてはそれからだ。 (須田・記)

-冬山合宿

一北アルプス 常念岳・蝶ヶ岳一

期日 2 月 2 日 ~6 日

メンバー L須田、早見、石垣、鵜原、船田

2月2日晴れ 中の湯→横尾

釜トンネル出口から先はしばらく雪崩の危険箇

所のため、 1人ずつ間隔を開けてすばやく通過す

る。雪は締まっていて歩きやすい。横尾に到着。

明日の行動に備えて、須田が樹林帯のルート偵察

を行う。

2月3日 雪 cs →2，625m分岐下樹林帯

2，625m分岐まですぐの樹林帯の上部で幕営。こ

の日の天気図でアムール川上流にl，060hPaという

強力な高気圧があり、典型的な西高東低で、あった。

明日が好天であった場合には、蝶ヶ岳で、はなく常
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念岳にアタックすることと決めた。

2月4日 晴れ CS~常念岳

樹林帯を抜けた2，512mピーク手前でアイゼン、

ハーネスを装着する。途中から鵜原が頭痛と吐き

気でベースが遅れだす。11時10分に常念岳到着。

石垣と船田が頬に軽い凍傷を負う。

2月5日 晴れ BC~蝶ヶ岳→明神

朝起きると風が強く、 雪も降っていたが、 7時30

分頃天気が落ち着き、アタックに出発。8時10分に

は蝶ヶ岳に登頂する。CSを撤収し、下降開始。

尻セードを交えながら、どんどん下る。

2月6日雪 CS→中の湯下山

朝から雪。下山を開始する。釜トンネル手前を

無事に通過し、ゴールの中の湯に到着。

<冬山合宿を終えて>

今回の冬山合宿では前回の初冬合宿における反

省を踏まえ、「冬季の生活技術の完成」、「冬季の天

候判断能力の向上」、「体力の強化」という 3つの

目標を立てた。そして、それを実行した結果、完

壁ではないが、おおむね満足のいく成果をあげる

ことができた。今回の合宿は、十分意味のある合

宿となったと言える。今年度の活動は、「冬季・鹿

島槍ヶ岳天狗尾根jという目標を立てて行ってき

た。そしてその目標を達成するために例年以上に

山行を行ってきた。しかし実力不足や度重なる事

故により、計画はどんどん縮小され、今回の「冬

季・常念岳、蝶ヶ岳」となった。しかし私は、決

してそれを悲観してはいない。我々は現在の自分

たちの力量でやれるだけのことは、 全てやったの

だ。そして後輩たちに、 「部活動と しての登山の楽

しさ」を伝えるという、大きな成果を挙げること

ができたのだから。 次からは早見が新リーダーと

なり、活動が始まる。全員で協力して、楽しい部

活動にしていってもらえれば、と思う次第である。

-個人山行一覧
・越沢パットレス

4月5日 L鈴木、早見

・越沢パットレス

(須田・記)

-64一

4月10日 L鈴木、早見、石垣

-上越天神尾根~谷川岳熊穴沢スキー、白毛門

4 月 16 日 ~17 日 L須田、鈴木、早見、石垣、

本郷、 OB原淳

-奥多摩愛宕山新入生歓迎山行&上級生ボッ

カ訓練

4 月 23 日 ~25 日 L須田、鈴木、早見、若林、

石垣、本郷、関口、新入生5名

・奥多摩鷹ノ巣谷

4月9日 L須田、早見

-丹沢モミソ沢~小草平ノ沢

5月14日 L須田、鈴木、石垣、本郷

・丹沢塔ノ岳

5月15日 L須田、本郷、石垣、船田、北保

・谷川岳縦走 蓬峠~谷川岳~天神平

5 月 21 日 ~22 日 L須田、石垣、船田、北篠

・谷川岳 烏帽子沢奥壁南稜・衝立岩中央稜

5 月 21 日 ~23 日 L鈴木、早見

-越沢パットレス レスキュー訓練

6月18日 L須田、鈴木、早見、石垣

・奥多摩 三頭山 ボッカ訓練

6月19日 L鈴木、早見、鵜原、北保

・丹沢 セドノ沢左俣

6月25日 L須田、鈴木、早見、石垣

・丹沢鳥屋待沢左俣

6月26日 L須田、鈴木、早見、石垣、鵜原、

北1~

・奥多摩 日原川水系逆川右俣

7月2日 L須田、鈴木、石垣

-越沢パットレス レスキュー訓練

7月3日 L須田、鈴木、早見、石垣



-南アルプス 北岳パットレス第四尾根

7月9日 L鈴木、早見

-三ツ峠登撃訓練

7 月 16日 ~17 日 L須田、鈴木、早見、石垣、

鵜原、大西、船田

・南アルプス 北岳パットレス第四尾根主稜線

7 月 23 日 ~24 日 L鈴木、早見

-丹沢勘七ノ沢

10月1日 L鈴木、早見、石垣、船田

・丹沢寄沢本流

10月2日 L須田、鈴木、早見、石垣、鵜原、

船田、 OB岡田

・丹沢同角沢

10月4日 L須田、鈴木、早見

・奥秩父釜の沢東俣

10月9日 L須田、鈴木、早見、石垣、鵜原、

船田

・谷川岳馬蹄形縦走

10月 15 日 ~16 日 L須田、鈴木、石垣、鵜原、

船田

・日和田山 アイゼントレーニング

10月29日 L須田、鈴木、石垣、船田、大西

・越沢パットレス レスキュー訓練・アイゼント

レーニング

10月30日 L須田、鈴木、石垣、鵜原、船田

・奥多摩雲取山 ボッカ山行

11月 19 日 ~20日 L須田、早見、石垣、鵜原、

船田

・八ヶ岳連峰横岳周遊

1 月 3 日 ~6 日 L早見、須田、石垣、船田

・八ヶ岳連峰南沢大滝 アイスクライミング

1 月 21 日 ~22 日 L早見、石垣、船田、

OB鳥居

・日和田山 アイゼントレーニング

2月8日 L早見、須田、石垣

-八ヶ岳連峰赤岳主稜

2 月 14 日 ~17 日 L早見、須田、石垣、鵜原、

船田

・丹沢塔ノ岳~ヤビツ峠

2月24日 L石垣鵜原

.大菩薩峠~大菩薩嶺
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3 月 3 日 ~4 日 L早見、石垣、本郷、船田、

鵜原

・奥秩父 甲武信ヶ岳往復

3 月 8 日 ~9 日 L早見、石垣、本郷

・四国石槌山

3月21日 L早見、石垣、本郷、船田、鵜原

・小豆島 クライミング

3 月お日 ~25 日 L早見、石垣、本郷、船田、

鵜原、大西

・北八ヶ岳縞枯山~北横昔~琴科山

3 月 30 日 ~4 月 1 日 L早見、石垣、船田

.その他

・天幕懇親会 10月 22 日 ~23 日 信州、|・ 田沢温泉

・学生部マラソン大会 11月13日

団体戦:準優勝個人戦:鵜原優勝、鈴木3位

出場者須田、鈴木、早見、石垣、鵜原、船田

企天幕懇親会

-個人山行

一谷川岳 ーノ倉沢烏帽子沢奥壁南稜

・衝立岩中央稜一

期日 5 月 21 日 ~23 日

メンバー L鈴木、早見

5月21日 晴れ土合駅→ーノ倉沢出合手前避難

小屋BC→テールリッジ取付→衝立前

沢から略奪点偵察→BC

谷川岳。私にとっては、山岳部人生の始まりと

いってもいい山である。入部した当時、原j幸先輩

に連れられていった思い出がある。あの時、国境

F
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稜線からーノ倉沢を覗き、先輩が l年生のときに

登ったことがある、という話を聞き、「すごいなあj

(気が狂ってる)と思った。そして、自分にはでき

ない(というか、死んでもやりたくない)と強く思

った。そして、山岳部に入部はしたが「岩登りは

やらんぞ」と心に誓ったものでした。

そして今。自ら望んで来ることになった。早見

というパートナーと共に、意気揚々と。以前、先

輩方に連れられてくる予定があったが、間で中止。

早見と 2人で挑戦した北岳パットレス、雨で敗退。

そのような苦い経験を胸に、こんどこそは、と意

気込む私たち。

21日、予定通り BCに着いた私たちは、テール

リッジ取付へ偵察に向かう。天気は文句なしの快

晴。初夏の、緑色に輝く木々たち、青い空、なん

とも気持ちのいい日だ。取付の状態はベストとい

っていいだろう 。今年は雪渓もよく残っており、

出合から30分足らずで、たやすく取り付くことが

できる。そこから、目前にそびえる谷川岳の岩場。

烏帽子沢奥壁南稜 ・衝立岩中央稜もよく観察する

ことができる。次に、北稜下降地点を偵察するた

め、衝立前沢へ向かう。衝立前沢、向かつて右手

の滝を避けて、左のもろい泥のルンゼを登りだす。

悪すぎる…。すぐに、ルンゼ右手の薮に逃げ込み、

そこを登る。その後、薮こぎしながら進むが、イ

マイチよく分からない。分かったのは、北稜を下

降したのち、このような感じのところを下るのか

ということ。しかし、それが分かつただけでも、

のち、下降するとき、相当な安心感を持つことが

できた。

さて、これにて今日の行程は終了。蓬峠に向か

っているはずの須田たちは元気かな一、などと思

いつつ、 BCへ急ぐ。一ノ倉沢を駆け足で、下って

いるとき、どこからともなくコールが聞こえてく

る。もしや!! そう、原浮先輩である。谷川に来る

と、いつも来てくださる、ありがたい先輩の登場

だ。その後、いろいろとアドノtイスしていただき、

さらに、買出しのために、車で、送っていただいた

りと、またしても散々お世話になってしまいまし

た。ありがとうございました!! 17時30分、須田た

ちとのシーパー交信の時間。だが、つながらない。
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そして、今日 1日が終わる。

5月22日 曇り~雨 BC →南稜終了点→ーノ倉岳

付近国境稜線→谷川岳山頂→BC

朝 3時50分に眼が覚める。さて、今日の注意点

は、落石、スノーブロックの崩壊、ルートファイ

ンデイング。そして、誰よりも早く取り付くこと、

であると心得ていた。社会人の方々は、既に目覚

めている様子。ゃべっ、とばかりに急いで仕度を

し、 4時20分天場をあとにする。出合近くの駐車

場でテントを張っている人たちもいるが、出発し

ている人はいない様子。一番乗りは、もらった。

経験上、抜かされることはあまりない。4時50分、

テールリッジ取付に着き、フラットソールに履き

替える。

ザイルは出さない、が、滑落は許されない。さ

ほど問題もなく、中央稜基部に 5時16分着。そこ

から、南稜に向かい、烏帽子スラブトラパース。

5時30分、南稜テラス(南稜取付)に到着。

早速準備をして、 5時40分、登禁開始。その頃

だっただろうか、出合のほうからコールが聞こえ

てくる。とりあえず返してみるが、いったい誰だ

ろう? その正体は、のちほど明らかになる。

lピッチ目、私がリード。 1ピッチ目の核心は、

チムニー。入口の部分が若干かぶっている。…う

まくいかない。その時、私の頭に、事前に読んで

いた資料の言葉がよぎる。「入口の部分がかぶり気

味だが、肝をすえれば問題ない」。そうか、なるほ

ど、と思い腹をすえて登りだす。おかげで、体の

硬さも取れてきた。

2ピッチ目、 6時 5分、早見がリード開始。難

なく登っていく 。

3ピッチ目、 6時30分、私がリード開始、とい

ってもこの草っきは、ただの道である。

4ピッチ目、南稜の核心である、 V級のフェー

スを早見に譲るため、続けて私がリード。まあ、

簡単。6ルンゼ側に回り込んで、ビレイ。しかし、

少し短く切ってしまったようである。だが、次の

ピッチも短いので問題なし。

5ピッチ目、 6時55分、早見がリード開始。少

し濡れているが、階段みたいものである。



6ピッチ目、馬の背リッジ。7時5分私がリー

ド開始。快適に登り、ラストのフェースの手前で

区切る。早見を確保し、登ってくるよう伝えよう

とした、 7時23分、 6ルンゼの方で轟音が響く 。

スノーブロックの崩壊。雪煙をあげてブロックが

崩れ去る。ルート上にも被害があるのか、早見が

無事なのか、ココからは見えない。音がうるさく、

声も届きにくいので、試しにコールする。コール

が返ってくる。どうやら無事のようだ。しかし、

3~4 ピッチ目の終了点辺りは、若干被害を被っ

たようだ、と早見が言っていた(他に取り付いてい

る人はいないようだ、った)。

7ピッチ目、南稜の核心、 V級のフェース。早

見がリードで、登りきる。早見、小さくガッツポ

ーズ。8時登禁終了。その後、草付ルンゼ状の岩

場、烏帽子尾根を順調に通過し、 5ルンゼの頭でl

ピッチザイルを出す。私は、この頃から自分の体

の調子が悪いことに気付く 。登禁中も妙に咳が出

るし、歩いていてやたらと息が切れるので、おか

しいとは感じていた。しまいには、頭痛がひどく

なってくる。風邪をヲlいたらしい。とにかく、国

境稜線へと急ぐベし。9時45分、笹の海を抜けて、

ーノ倉岳よりやや西の尾根上に出る。

そこで、登喜多装備を着替えて、 10時のシーパー

交信時間まで、通りすがりのおじさんの話を聞き

ながら休む。シーパー交信。須田達は、既に肩の

小屋まで行き、休んで、いるとのこと。また、西黒

尾根は、雪がまだ多く 1年生を連れて行くには不

安。ピッケルも持っていないので天神尾根を下降

するとのこと。ここで、 ーノ倉岳に登ったことの

ない早見君。

早見「先輩! ーノ倉岳行きたいんすけど」

頭が、ガンガンしている私。

「ーいってらっしゃい」

その後、谷川岳まで行くのに苦労したことは言

うまでもない。亀のごときスピード。何度も諦め

て、休もうか、と思う私。なぜか、激しい眠気に

も襲われる。意識臆瀧。這う這うの体で、 トマノ

耳に到着。ここで、ゆっくり休ませてもらう 。20

~30分間、熟睡。 …カンッ、カンッと、早見がハ

ーケンで遊ぶ音で眼が覚める。休ませてもらった
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お陰で、少し調子も良くなったようだ。下山開始。

西黒尾根は、 雪が結構残っている。登山客が、苦

労して下っている。見ていて危なつかしい。雪上

歩行技術がある、私たちにとってはたやすい。む

しろ歩きやすい。あえて、雪のある道を選び、ど

んと、、ん下って、あっという聞に、ラクダのコlレに

到着。少し休み、厳剛新道を下降開始。ここも、

雪が残っている。そして結構悪い。割と固めの雪

に、相当急な斜面のトラパースと下降を何度か繰

り返す。しっかりと、キックステップできない人

にとっては、南稜よりもはるかに厳しいだろう 。

私たちは大丈夫で、ある。しかし、調子も悪いので、

慎重にステップを刻む。途中で道も不明瞭になっ

てきたので、 一気にマチガ沢まで雪渓を下る。マ

チガ沢では、回転というのだろうか、スキーを楽

しむ集団がいた。その後、マチガ沢出合まで、少

し薮をこぎ、 13時20分到着。体調の優れない私は、

そのまま眠りに落ちる。 30~40分眠っただろうか、

早見が誰かと会話する声で、少し目を覚ますが、

もうチヨット眠りたい。しかし、なぜ、か胸騒ぎが

する。体を起こし、早見のほうに目をやる…!! 私、

最近これほど驚いたことはアリマセン。なんと、

早見と話しているその人は、大先輩の斉藤さんで

あったのだ。その後、自分が何を言ったのかは覚

えていない。少し雑談されたあと、斉藤さんは楓

爽と去っていかれました。とにかく、激励に来て

くださったようである。朝のコールの正体は、斉

藤さんであったわけだ。なんでも、朝 5時半頃、

出合に来られて、私たちもいないようなので、沢

で釣りをされたようであった。しかし、釣果もな

く、私たちのテントで 1~2 時間昼寝をされたそ

うです。それにしても、誰かさんの足の臭いで、

ただ事ではない臭さの (私は慣れちゃいました)

あのテントで平気で昼寝をされるとは、さすが斉

藤さん!! と感心する私たちでした。

励まされ、嬉しい気持ちでBCに戻り、 15時。

夕方ごろからは、雨が降り始め、雨脚は強くな

る一方。ああ、明日はダメかと思いつつ就寝・・・。

5月23日 曇り~雨 BC →中央稜終了点→衝立ノ

頭→略奪点→BC→士合駅下山

司
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私「おめ一、 隣のチムニーだよッ。チムニー登

ってこいよ !J

早見「ああ、これがチムニーっすか?

コッチのほうが簡単そうじゃね ?J

私「…。」

さっきまで、苦労してチムニーを登ってた私が、

アホらしく思えてきた…。(8時1分)

5ピッチ目、 6ピッチ目は、 トポのピナクルを

確認し、快適に登る 。 以降、 3~4 ピッチザイル

を出して、上部へ抜ける。最後に、草付凹状部を

確認するが、登りにくそう。左のフェースを登り、

その後歩いて、北稜の懸垂地点まで行く 。

さて、核心と認識していた、北稜の懸垂下降(10

時5分開始)。残念ながら、事故を起こしてしまう。

全てのピッチで、夜、が先に下降した。途中大きな

落石が、早見の足に直撃するアクシデントがあっ

たが、たいした怪我もないようで一安心。しかし、

ラストの懸垂地点で私のミスにより、早見を怪我

させてしまう 。(懸垂で振られて、壁に体を強打。

切り傷を負い、そして足を痛める。)このことは、

別に事故報告を書く。私は、事故を起こしてしま

った責任を重く受け止め、反省する。今後繰り返

しではならない。

怪我をした早見、歩きにくそうだが、大丈夫と

のこと。いたって強気。慎重に下り、略奪点を経

て、衝立前沢を、薮こぎしながら下る。最後の滝

は、左岸を慎重に高巻き、雪渓に降り立つ(12時日

分着)。 こうして、今回の山行は終わりを告げた。

反省点は、多い。今後、部員同士でよく話し合い、

改善していかなければ、前に進むことはできない

と覚悟している。 (鈴木・記)

だ、って

朝、雨は止んで、いる。テントを出ると気持ちの

良い、乾いた風がほほを撫でる。行けるかもしれ

ん。今日の核心は、北稜の懸垂下降。岩が少しで

も乾くようにと、 30分遅らせ、 5時に天場をあと

にする。国境稜線は雲に包まれているが、中央稜

にはうっすらと光が射している。テールリッジ取

付。濡れている。水が流れている。しかし、乾い

たところを縫っていけば行けそうである。早見の

意見が聞きたい。

私「乾いたところを縫っていけば行けそうだけ

ど、どうする?J (いやーな聞き方!) 

ここで、早見が難色を示せば、諦めようかと考

える私。

早見「行ってみますか !J

よしきた 1 早速、登禁装備に着替える。昨日

よりも、早めにリッジに出れば、あまり濡れてい

ないと、予想し、実行する。うまくいった。この

頃、意外にも、他にもパーティーがいることを知

る。6時10分、中央稜取付着。中央稜を登るのは、

私達のみ。6時30分、登挙開始。

1ピッチ目、早見リード。問題なく登る。以降

4

司
中
央
稜
を
終
え
て

つるベ。

2ピッチ目、烏帽子墜側に回りこんでから、階

段状のルンゼを登る。このままルンゼを登れそう

だが、右へトラパースし、稜へ戻る3ピッチ目を

確認し、ピッチを区切る。

3ピッチ目、 (7時10分頃)早見が、 トラパース

を怖がりつつも、 (確かに怖そう )無難に抜ける。

しかし、やや短めにピッチを区切る。中央稜は、

支点が多く、少し分かりにくい。

4ピッチ目、中央稜の核心、チムニー (V一)が

あるピッチ。フェースを快適に登り、チムニーへ。

やたらとザイルが重たいが、やはりフリーで抜け

たい。最初、緊張して、少し動きが硬い。腹をく

くってからは我ながら、体がスムーズにムーブを

こなす。フリーで抜けられて、少し嬉しい。早見

がどう登るか楽しみだぜ、と思いつつピレー。す

ると早見。

早見「ナニこれ?J
といいつつ、チムニー左のフェースを余裕で登

ってくる。
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1.活動報告 (平成17年度)

桜門山岳会

も必要であろう。

一平成17年度 桜門山岳会の活動と さて、昨年度は大きなプロジェクトもなく、お

今後の展望ー だやかな 1年でした。サンルン以来、海外登山の

計画がない。充電の時期でもあるがそれも少々長

理事長 古野 淳 くなりすぎた観もある。他団体の海外登山を眺め

今冬の豪雪は昭和38年以来とも昭和田年以来と

も言われました。雪深い地方にお住まいの会員に

おかれましてはご苦労も多かったと拝察いたしま

す。

今冬から春にかけて北陸や東北の山に出かける

機会がありました。あちこちで雪害の痕跡を見る

と人聞の力の遠く及ばない自然への畏敬の念さえ

感じ、雪解けの地面に咲く花を見て、長い冬を耐

えて春の慶びを感じる日本人の繊細な感性を持ち

合わせていたことをうれしく思いました。

今年になって春山での山スキー事故がたびたび

報道されましたが、いままであまり聞いたことの

ない様な場所での不可解な雪崩事故に、はてなマ

ークが頭をよぎりました。三八豪雪は記憶にあり

ませんが、五六豪雪の冬山合宿は鮮明に脳裏に刻

まれています。新人だ、った自分はもちろん、リー

ダー会もコーチ会も誰もが想像もできなかった豪

雪の白山を、よくも全員がラ ッセルして生還でき

たものだと、当時の先輩方の底力に感謝します。

学生が年度初めの目標を実行していれば手痛い

目にあったかもしれません。少々不足気味の実力

を感じ取ってコーチ会はよい判断をしました。し

かしながら今年卒業した部員の無念さは理解でき

る。日大山岳部にとって冬山合宿は 4年間の集大

成であるのは今も昔も変わりありません。その無

念さを、自らのこれからの登山と後輩の指導にぶ

つけてほしい。海外の山、ヒマラヤ、カラコルム

等の高|峰登山にもチャレンジする気持ちを持って

ほしい。フリークライミング中心の部員も活躍し

ているようだが、ぜひ軌道に乗せて部員が増える

ことを望みます。桜門山岳会にも新しい価値観を

積極的に取り入れて若手の力を伸ばしていく努力
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ても明らかに停滞しているように思えます。今春

もエベレスト、チョオユ一、シシャパンマ、マナ

スル、カンチェンジ、ユンガから日本隊登頂のニユ

ースが伝わってき ました。一握りのスーパークラ

イマーは驚異的レベルの高所登山を試みているが、

中心はオーソドックスなピークハンテイングや商

業公募隊等大衆化した登山です。自ずから時間と

資金に余裕がある中高年層が中心となり、大学山

岳部や社会人山岳会が総力あげての長年の夢に挑

むような登山がめっきり減りました。日本山岳会

さえそう思えます。魅力ある未踏峰は登り尽くさ

れ、中国等にわずかに残るパイオニアワークを発

揮できるような対象のルートはあまりに高難度・

高リスクすぎて手に負えない気もする。それ以外

は政治的に難しい。魅力ある山域、酸素ボンベを

使わないですむ程度の標高の山を身の丈でできな

いものかと思う。

昨年度の事業は、短信No.l43発行、信州田沢温

泉での天幕懇親会、村口徳行さん講演会、新年会

を行いました。いずれもまずまず、の内容で、あった

と思うが、今年度は20~40才代の会員も積極的に

参加して頂きたい。運営について意見やアイデイ

アがありましたら、理事長宛メ ールでも電話でも

連絡をいただければ幸いです。

今年度は、短信Nα144とNo.l45の発行と、しば

らく発行されていない会報34号 (13~17年度分)

と名簿に着手したい。会員の皆様のご協力をお願

いいたします。講演会と天幕懇親会はすでに日時、

場所は決定していますので、ぜひスケジュールを

空けておいてください。

(平成17年度総会パンフレットより)



日本大学山岳部
安全に通過する技術も学ぶことが出来ました。

冬には、燕岳から蝶ヶ岳までの稜線を歩くこと

が出来ました。この山行が成功したことによって、

冬山縦走の基礎である、生活技術、危険箇所通過

技術、冬季山行のタクティクスの組み方等を現部

員がある程度のレベルに到達したことになると思

います。

しかし、最近は技術の強化が中心となった山行

が多くなってしまい、本来の目的である、山を仲

間と楽しむといった目的から外れてきているのも

事実です。学生の中には「なぜ山にいくのか?J 
と自問自答する者が何人かいます。苦悩している

学生を、本来の山を楽しむといったスタンスに導

けていない結果が、最近の山登りにつながってい

るのは言うまでもありません。この問題を解決す

るにはより多くのOB'OGが学生の悩みを聞い

てあげ、アド、パイスをする必要があると思ってお

ります。

合宿の成功により、昨年度まで続いた悪い流れ

チーフリーダー 早見 紀章 を絶つことが出来たと，思っていますが、同時に学

生のメンタル面もケアできるような体制で臨まな

平成18年度 (2鵬 年4月-2∞7年3月)

長

督

寸

将

部

監

コ

主

安西借二郎

山本茂久

鳥 居創 太

早見紀章

部 員 4年 CL早見紀章

3年 SL石垣聡美本郷悠貴

2年鵜原孝祐船田良大西聡太

l年設 楽 琢磨竹内史郎星野原

川崎祐太

部室 干112∞11 東京都文京区千石1-16-9

ラリグ、ラス101

一平成18年度活動報告

平成18年度の目標は二つありました。ひとつは ければいけないと思っております。

体力の底上げ、もうひとつは長期の縦走を成功さ

せることでした。

これらの目標を設定したのは、毎年続く部員の

力量低下を防ぐためでした。近年の日本大学山岳

部は、夏も冬も短期の山行が中心であり、長期間、

山に入っていないため、どうしても経験不足が目

立つ内容になっていました。その為、部員個々の

レベルが上がらず、毎年似た様な山行を組むこと

しかできませんでした。この状態を打開するため

にも、今年度で生活技術、登挙技術を含めた全て

の技術を全大学の基準点まで押し上げる必要性が

ありました。

夏山合宿には、 20日を越える合宿を組み、無事

日本海まで抜けることが出来ました。鯛岳から南

下した後に北上するという計画を行なう事により

長期間の山行によるストレスを体験することが出

来ました。また、長期の山行の後半に危険箇所を

平成18年度 コーチ会報告一一一

ヘッドコーチ鳥居創太

リーダーシップ、メンバーシップ、チームワー

ク、基本となるこれらの答えはもちろんひとつで

はないが、いつの時代もこれらが基本となり山岳

部は運営され、悩み、迷いながらもそれぞれのリ

ーダーおよびチームの個性を発揮してきた。基本

とは最も重要で、あり、最も乗り越えるのが難しい

事柄でもある。しかし、以上3つのことが十分にこ

なされているのであれば、山岳部は潤滑に運営さ

れ、部員それぞれが満足で、き、かつ有意義な活動

が可能になることは疑う余地のない事実である。

平成18年度の活動に関して、リーダーである早
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見君の個性を最も表したものだと個人的に評価し

たい山行は、夏山合宿における剣沢から親不知ま

での縦走である。長い時間をかけて行われる縦走

においては、メンバーは常に行動を共にするため

お互いの悪い点が目立ちやすい。しかし、そこに

リーダーシップがあれば、それぞれの良い点を拾

い上げて褒め、また悪い点は改善させるべく “う

まく"指導し、実践させることができる。また、

メンバーシップがあれば、各々がチームの一員だ

ということを自覚し、役割分担のもとにそれぞれ

の仕事を確実にこなしつつ他のメンバーの手助け

ができ、ゆるぎない信頼関係を築くことができる

だろう 。大事なのは“思いやり"である。また、

チームワークとは、同じ目的や目標に向かつてお

互いを助け合いつつ努力することであり、そこに

自己の主張は必要ない。自己の主張は心の奥にし

まいつつ、他のメンバーに気を配り、心を配るこ

とこそ重要である。

リーダーは常に全体を見回しつつチームを引っ

張り、それぞれのメンバーに役割を与え、向上心

と確かな目的のもとに安全に登山することを特に

考えるべきである。

それ以外のメンバーに関しては、自分がチーム

に対して何ができるのかを考え、自分にしかでき

ないような仕事をみつけ、チームに貢献できるよ

うな個性を伸ばすことが、充実した活動への第一

歩である。チームワーク、これさえあれば何でも

できる。

記 3示
-初夏合宿

北アルプス 穂高岳連峰 j固沢定着

期日 6 月 17 日 ~24 日

メンバー L早見、石垣、鵜原、船田、竹内、

星野、設楽、 OB岡田、鈴木(快)、

石川(重)、須田

6月17日晴れ~曇り 上高地→掴沢BC

1年生は平均35kgを背負うが登りでもスピード

1.活動報告 (平成18年度)

を落とす事なく進む。潤沢にテントを設営する。

鵜原、石垣が5・6のコル手前の斜面まで偵察に

行き、明日の雪訓場を決定。

6月18日雨~曇り 雪訓

朝から小雨。 1年生の力量に合わせた内容の濃

い歩行訓練になった。ジッヘルで、は、 l年生の仕

上がりを見た須田OBから「まずまずきれいなジ

ッヘルだね」というお褒めの言葉をいただく 。

6月19日 曇り時々日青れ雪訓

肩がらみ、腰がらみの支点にかかる衝撃を体に

感じてもらう。星野以外は見事に吹っ飛ぶ。スノ

ーパーの横埋めによる支点作りを教える。ロープ

ワークが複雑なスタンデイングアックスビレイも

丁寧に教える。その後は、キボラードによる懸垂下

降や支点の強度(横埋めと縦埋め)を実際に検証

する。縦埋めは 3人がかりで衝撃を加えるとスッ

ポリ抜けるのに対し、横埋めは5人がかりで何回か

衝撃をかけないと抜けなかった。岡田OBと鈴木

OGに雪訓を手伝っていただいた。

*ボラード・・ 雪きのこを支点にする

6月20日 晴れ時々曇り 奥穂高岳登頂 BC→ 

横尾

今年は潤沢で起こった遭難事故の叩周忌なので、

ザイラングラードの下で一同慰霊者のご冥福をお

祈りする。穂高岳山荘にて休憩してから頂上へ。

下降では、下級生の下に必ず上級生が待機して注

意を促す。雪質が悪いのと傾斜がきついためフィ

ックスを 3ピッチ張る o BC到着後、我々は横尾

を目指し出発。 1年生は35kg以上背負い、頂上往

復を含めた10時間以上の行動でさすがに疲れ気味。

横尾には16時少し前に到着。

<後半縦走>

6月21日 曇り CS →殺生ヒュッテ0槍ヶ岳山

頂

鵜原と 1年生は上高地へ下山。坊主岩に着いて

から石垣、船田の疲労を考慮して、殺生ヒュッテ

にテントを張る事にする。CS設営後に少し休む

と、天候が回復してきたので、軽荷で頂上を往復

する。下りは雪渓をグリセードして10分程度でC

Sに到着する。

'Eム
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6月22日雨停滞

6月お日 晴れ時々曇り CS →大天荘

ヒュッテ大槍を過ぎてから暫くすると、 トラパ

ースが出てきた。落ちると下まで止まりそうに無

い所が水俣乗越まで 2-3箇所あり、ヒュッテ西

岳の登りでも 2箇所ほど悪所が出てきた。何箇所

もカッテイングされていない雪渓のトラパース箇

所が出てくるため想像以上に時間がかかった。フ

ィックスを張った箇所はヒュッテ西岳~大天井ヒ

ュッテ間で10数回に及ぶ。大天荘で幕営。

6月24日快晴 CS→燕岳→中房温泉下山

燕岳に着いて、自分たちの通ってきた道を見直

すとそこには未だ、に雪を纏った山々が聾えていた。

-夏山合宿

一北アルプス 銅岳錫沢定着一

期日 7月31日-8月22日

メンバー L早見、石垣、鵜原、船田、竹内、

星野、設楽

<定着>

7月31日 晴れ室堂→剣沢キャンプ場BC

下級生は、全員45kg以上の重荷を背負う 。雷鳥

坂を重荷に耐えながら 2ピッチで登りきる。鋼沢

までは 3時間半かかる。

8月1日雨~晴れ長次郎谷偵察 雪訓

石垣、船田、鵜原で長次郎谷の偵察。平蔵谷出

合付近はアイスパーンになっている。長次郎谷に

下る。平蔵谷は下部が激しく崩壊しているが、長

次郎谷は目立った崩壊がなく状態も悪くない。熊

ノ岩付近に到着した頃からガスが再び濃くなり、

落石の早期発見が難しくなる事からA、Cフェー

スの偵察は行なわずに帰幕。BCに残ったメンバ

ーは、 BC付近の雪渓にてザイルワークの確認。

肩がらみ、スタンデイングアックス、ブーツ、グ

リップ、半マスト等各種ピレイの復習。帰ってき

た偵察隊と合流後は、岩でのザイルワークを行な

つ。
8月2日 日青れ雪訓

長次郎谷出合から熊ノ岩下までの雪訓ダッシュ

の後、直登、直下降の練習を開始する。 8の字、

ダイヤモンド、ジッヘルの練習。下降を開始して、

長次郎出合からは休憩をいれずにBCまで行こう

とするが、途中で、設楽が軽い熱中症にかかったた

め、早見、石垣が看病しながら BCまで戻る。B

Cまで戻り、涼しいところで寝かせたり、水を適

度に摂らせるなどしてしばらく様子をみる。 1時

間後にはほぼ回復。

8月3日晴れ雪訓

熊の岩下までの雪訓ダッシュはかなりの接戦に

なった。ザイルワークを終わらせた後、ボラード

による懸垂下降や支点の作り方、フィックスを張

りながら下降する練習をする。

8月4日晴れ分散登挙

①奥大日岳往復 L石垣、船田、竹内、設楽

3時にBCを出発。道は平らで危険箇所も特に

なく山頂へ。

②六峰Aフェース、 Cフェース剣稜会ルート

L早見、鵜原、星野

午前 2時半に出発。出合からAフェース取付ま

で 1時間で着いてしまう 。 2ピッチ目の終了点に

到着すると、ハーケンと RCCボルトにハンギン

グピレイしながらセカンドのビレイにはいる。 3

人がこのビレイ点に体重をかけていると生きた心

地がしない。頂上についてから懸垂下降に移る。

Cフェースでは鵜原がリード。ルートファインデ

イングやランニングビレイをとる位置の判断に時

間がかかる。

8月5日晴れ鯛岳登頂

カニのタテパイで渋滞に遭い、なかなか頂上に

たどり着けない。 3時聞かかつて登頂。今日は快

晴で眺めもよしこれから縦走する後立山連峰や

裏銀座、遠くは三俣蓮華岳まで見渡せる。下降も

カニのヨコバイとその他の危険箇所で渋滞に遭う 。

<後半縦走>

8月6日 晴れ時々曇り BC→雄山→五色ヶ原キ

ャンプ場

今日はいつもより 30分早い 4時に出発する。竹

内がフラフラ歩き、見ていて危ない。

8月7日 晴れ時々霧 CS →スゴ乗越小屋

越中沢岳までは順調に進むが、連日の日射のた
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め、メンバー全員体力を奪われる。更にスゴの頭

辺りから設楽が軽い熱中症にかかる。csに着い

て、夕方になると設楽も回復したので、明日も予

定通りに動くことにする。

8月8日 快晴 cs→薬師岳→薬師峠キャンプ場

台風の影響が心配されていたが、予想を覆す快

晴となった。

8月9日 快晴 cs →黒部五郎岳→黒部五郎キ

ャンプ場

昨日の台風の影響が心配されていたが、快晴と

なった。

8月10日 晴れ cs →三俣蓮華岳→三俣蓮華岳

キャンプ場

csでは各自洗濯や睡眠、ボルダーなど思い思

いに過ごす。

8月11日晴 れ停滞

休養のため、停滞とする。

8月12日 雷雨時々晴れ c S<=>鷲羽岳

鷲羽岳の山頂で雷雲に入り、非常に危険な状態

と判断して急いで下降。15分ほど経過して雷雲は

通り過ぎるが、再び激しく天気が崩れだす。以後、

停滞にする。

8月13日 霧時々靖れ cs →野口五郎岳→烏帽

子小屋

出発してからの 1、2ピッチは霧のため見通し

が悪い状態だ、ったが、それ以降は青空が広がる天

気となった。

8月14日 晴れ時々霧 cs →船窪キャンプ場

今日も 3時30分に出発する。南沢岳を越えた辺

りから暑さで、隊全体がパテ気味になる。危険箇所

でも思っていた以上にさ守れており、浮石も多く、

ますます通過に時間がかかった。

8月15日 晴れ時々霧 cs →針ノオミ小屋

蓮華岳の頂上からは、黒部五郎岳、 三俣蓮華岳、

薬師岳、水晶岳、鋼岳、針ーノ木岳、遠くには白馬

岳、五竜岳までもが展望できる。

8月16日 晴れ時々霧 cs →冷池山荘

スパリ岳を越えたあたりから日射が強くなり体

力を奪われる。その後、爺ヶ岳に着くまでの問で

ガスと風が出てきて、コンデイション的には楽に

なってくる。

1.活動報告(平成18年度)

企若さあふれる爺ヶ岳山頂

8月17日 霧~雷雨 c S<=>鹿島槍ヶ岳南UI年

今日は上空の風の流れが強い。霧の為、南峰に

着いてから30分程度様子をみるが、天候回復の兆

しが見えなかったので、 csに引き返す。16時頃

から雷雨となる。

8月18日 晴れ時々霧 cs →鹿島槍ヶ岳南峰→

五竜山荘

出発してから 1ピッチ半で、鹿島槍ヶ岳に到着し、

八峰キレットに下る。所々悪所があったが、去年

の事故の教訓のおかげでトップからラストにまで

情報伝達がスムーズに行なえるようになっていた。

五竜岳のG5、G4は、それほど危険なところもなく、

頂上に到着。 五竜山荘にて幕営。

8月19日 晴れ時々霧 cs →不帰キレット→天

狗山荘

唐松岳からヘルメットを装着して危険箇所の通

過に備える。不帰キレットは 2峰の下りで鎖場が

でてきたが、それほど難しい場所もなく、簡単に

通過する。

8月20日 晴れ時々霧 cs →白馬岳→朝日小屋

出発から 2ピッチ半で白馬岳頂上に到着。雪倉

岳へ着くとガスに覆われてしまった。

8月21日 雨時々晴れ cs →朝日岳→栂海山荘

キャンプ場

大雨の中の行動は1年生は初めてに近いので動き

がかなり鈍い。サワガニ山以降雨も止み、晴れ間

が見えるようになる。

8月22日雨時々晴れ cs→親不知下山

100km以上の長期縦走も今日で最終日。蒸し暑

く、汗はダラ夕、ラ出続け、水も 2ピッチで無くな

る。はやく下山したいという気持ちがコースタイ

ムを短縮することにつながった。最後は恒例のエ

つJ
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...遂にコ ル! 日本海だ|

アリアマップと看板を入れた記念撮影。このメン

バーで怪我も無く無事に下山できて本当に良かっ

た。

-小川山合宿
フリークライミング専門

小川山では岩場が廻り目平周辺、金峰渓谷、屋

根岩、西股沢対岸、八幡沢周辺の 5つのエリアに

分かれており、今回は廻り目平周辺、屋根岩、西

股沢対岸、八幡沢周辺の 4つのエリアを回った。

(本郷・記)

小川山廻り目平定着

期日 8 月 27 日 ~9 月 9 日

メンバ一 本郷、大西、 (早見、設楽、星野)

8月27日 雨

午後に着いたため、軽くボルダリングをして過

ごす。

8月28日晴れ八幡沢周辺

ルート:ガマスラブ (5.6~5.8) 、かわいい女 (5.8) 、

オーウェンのために祈りを (5.l0c)、 トムといっし

ょ(5.l0a)、ブラック&ホワイト (5.l0a)

1年生の練習に簡単なルートから始める「ブラ

ック&ホワイトjは手強く、核心の部分はスラブ

上で、手がかなり浅いフレークしかなく、フリク

ションクライミングであった。ここを早見が本F、

本郷は'0S 。

*F (フォール)...落ちること

*OS (オンサイト)...初めて見るルートをl回も落ちずに

登りきること

8月29日 晴れ廻り目平周辺、八幡沢周辺

ボルダリング:クジラ岩→穴社員 (3級)、潮吹き穴

(4級)、フレーク(5級) スパイヤー→スラブ(5級)、

ピクター→コンケーブ (3級)

「クジラ岩」、「スパイヤー」でボルダリング。早

見先輩と 1年生はここで帰る。午後は本郷、大西

でビクターにてボルダリング。

*ボルダリングのグレード..1級から10級まであり、 1級

がもっとも難しい

8月30日 雨 停 滞

8月31日晴れ八幡沢周辺

jレート:ごめんねエッちゃん(5.l0b)、幻を追う人

(5.l1a)、ガマルート2ピッチ目 (5到、水曜日のシ

ンデレラ (5.l1a)

「水曜日のシンデレラ」は難なく上部までぬける。

隣のルートの終了点をf吏ってロワーダウン。50m

ロープでギリギリ降りられた。次に「幻を追う人」

に取り付く 。出だしの部分が核心で、上部はきれ

いなスラブにポケットがあり登り易い。本郷、大

西共にキRPで初の(5.11)台となった

*RP (レッドポイント)..フリークライミングで、 2回以

上のトライで登りきること

9月1日 雨 停 滞

9月2日晴れ屋根岩

ルート:裏ジ‘エツトストリーム (5.l1b)、やわらか

ソラマメ (5.7)、オーロラ E号(5.l1a)、ダーク・ク

リスタル(5.9)、ちゃわんむし(5.l1a)

ソラマメスラブにある (5.l1b)の「裏ジ、エツトス

トリーム」を本郷、大西共に最後Iピンで敗退する。

「ちゃわんむし」はショートルートなのだが、最後

のボルトがRCCボルトで今にも抜けそうなほど

曲がっていた。今日は良いルートに出会えず終了。

9月3日晴れ西股沢周辺

ルート:母子草 (5.10c)、子供をなめんなよ

(5.l0alb)、レール・テ守ユ・タン (5.l1a)、小川山ス

トリート (5.9)、岩壁の父(5.l0b)

今日こそは良いルートに出会いたい。 レール・

テ守ユ・タン (5.l1a)を本郷、大西共にオンサイト。

「小川山ストリート」は(5.9)の割には難しくランナ

ウトがかなりひどく、恐ろしい思いをした。

9月4日晴れボルダリング&レスト 石楠花
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遊歩道エリア

石楠花遊歩道エリアにある岩を偵察した後、ボ

ルダリングをする。 夕方、星野と設楽が到着。楽

しい夜飯となった。

9月5日晴れ西股沢周辺

ルート:愛情物語(5.8)*N P、龍の子太郎lピッチ

(5.9) N P、レギュラー(5.10b/c)、川上小唄(5.7)

ボルダリング:ビクター→ビクター(1級)、マント

ル(10級)、カンテ(9級)

カムの操作を星野、設楽に教え、「愛情物語」を

本郷のリードで登る。ボルダリングでピクターに

場を移し、ピクターcl級)を登る。初の 1級クリ

アとなった。

*NP (ナチユラル・プロテクション)…クラックなどの自

然の岩の形状にカムやナッツなどを岩を傷つけずにセ

ット、回収して登っていくこと

9月6日曇り~雨八幡沢周辺

lレート:小川山ショートストーリー (5.9)、かわい

い女(5.8)、オーウェンのために祈りを (5.10c)

ボルダリング:ホワイトブロック→ホワイトクラ

ック (7級)、タイコ→太鼓(8級)

ルートの途中で雨が降り、撤収。林の中のボル

ダリングで、濡れていない岩を見つけて登った。

9月7日 晴れ~曇り 石楠花遊歩道エリア

ボルダリング:眠り岩→熟臨10級)、眠り穴(10級)、

河原岩→木を大切に(7級) 流れ岩→流れる(3級)

午前中にボルダリングをする。 1級に取り付く

が、最後一手が難しく敗退。 1年生が帰京。

9月8日晴れ~雨屋根岩

jレート:無名ルート(5.10a)、リメンプランス(5.1Oc)、

ジ、エイコブズ・ラダー(5.11a)

ボルダリング:ビクター→サブウェイ(3級)

この日は、 5.11aを落としに行こうと屋根岩のお

むすび山スラブに向かう。始め、「ジ、エイコブズ・

ラダー (5.11a)Jに取り付く。結構ランナウトがひ

どく嫌なルートであった。しかも、終了点の位置

がトポと違い、手前にあった終了点で終わりとし

た。ここを大西がRP。次に、リメンプランス

(5.10c)に取り付くが、またしてもランナウトがひ

どい。スラブ状なのだが、これは落ちたら怪我を

する酷さだった。クリア。雨がパラパラ降ってき

1.活動報告 (平成18年度)

たので撤収。 サブウェイは左から右にトラパース

してい くのだが、キカチが多く難しい。何度か挑戦

してクリア。

*カチ・細かいホールド。カチッと持てるホールドとも

9月9日 曇 り 廻り目平周辺

ボルダリング:プーシェ→プーシェ (3級)、穴プ

ーシェ(7級)

ボルダリング。最初にエイハブ船長に取り付く

も、二手目のカチで保持するのが難しく、敗退。

岩をあちらこちらと回り、プーシェに取り付く。

今日、明日と天気が悪いと金峰山荘の人に聞いて

いたので、廻り目平キャンプ場を後にした。

<小川山合宿を終えて>

日本のヨセミテといわれる小川山で、フリーク

ライミング部門初めての本格的な合宿をおこなっ

た。おおむね天気も良く、快適であった。今回の

目標は、 11台を狙うことであった。結果、本郷、

大西共に11aをos、RPすることができた。 また、

ボルダリングに関しでも、 1級や 3級の難課題を

落とすこともできた。まだまだ低い目標かもしれ

ないが、着実に前に進んでいっているように思わ

れる O このまま、フリー部門の基礎ができてくれ

れば幸いである。今後の目標としては、 11台を確

実に登れるようにしたい。また、日大のフリー部

門をじわじわと飛躍させたいと思う 。どうもあり

がとうございました。 (本郷 ・記)

-秋山合宿

一八ヶ岳連峰権現岳~琴科山一

期日 10月 14 日 ~17 日

メンバー L石垣、鵜原、船田、竹内、星野、

設楽

10月14日 晴れ グリーンロッジ→権現岳→キレ

ット小屋

朝、まだ夜が明けない真っ暗な中を出発する。

樹林帯の中を鹿だかカモシカだか、なんだかわか

らない鳴き声を聞きながら登る。

西ギボシまではガレ場を登る。東ギボシから権

現小屋までは支点のハーケンが今にも抜けそうな
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鎖でフィックスのあるトラパース。

10月15日 晴れ CS →硫黄岳→黒百合ヒュッテ

赤岳に到着。横岳周辺の鎖場とはしご場を難な

く通過。東天狗より西天狗の方が標高が高いため、

ザックを東天狗にデポし、ピストン。鵜原を筆頭

に皆走る。 1ピッチもかからないで黒百合ヒュッ

テに到着する。

10月16日 晴れ CS →北横岳→双子池ヒュッテ

気圧の谷に入っているため風が強く、寒い。 雨

池山から三ツ岳への急な岩の登りは、全身を使つ

ての登りであった。大岳から双子池への下りも、

湿った岩の急な下りで滑りやすい。

10月17日 晴れ CS →夢科山→萎科山登山口

下山

葬科山直下は岩稜帯の急な登りである。山頂で

3ω度の展望を楽しむ。

-初冬合宿

北アルプス 唐松岳八方尾根定着一

期日 11月 26 日 ~12月 2 日

メンバー L鵜原、石垣、船田、竹内、星野、

設楽

11月26日曇り~小雨 黒菱平→八方池

八方池に着くと、石垣・船田の偵察隊が扇雪渓

にすぐ出発。扇雪渓の各所で弱層テストを行い、

帰幕する。その間 1年生はビーコン、ゾンデーレン、

雪洞堀りの練習をする。

11月27日 雨~雪 CS →扇雪渓(雪訓)→扇雪渓

手前樹林帯BC

全員寝坊。扇雪渓で弱層テストをして雪上訓練

開始。設楽が足を痛めたので、 11時半頃にテント

を先に張る。思ったよりみっちりと歩行訓練がで

きなかった。

11月28日 雪 雪訓

1年生は歩行訓練、ザイルワーク、フィックス

の練習。ザック搬送は 1人で担ぐパターンとザッ

クを連結して担架代わりにするパターンを行う 。

ビーコン、ゾンデーレン、ツェルト搬送の訓練を

終えて帰幕。石垣、船田は扇雪渓から丸山まで偵

察に行く 。丸山に繋がる稜線までの下部は、広い

尾根が霧の時に迷いやすいので赤旗を打つ。

11月29日 雪停滞

11月30日 雪 BCc:>丸山

丸山ケルンで 1年生に現在位置を把握させる。

扇雪渓下部で、雪崩埋没訓練とビーコン、ゾンデ

ーレンを練習して帰幕。

12月1日雪 BCC:>2.554m付近

視界は2∞mくらいだ、ったが、吹雪いた稜線を少

しでも歩かせたかったので、 2.554m付近のヤセ尾

尾の手前まで行く 。

12月2日雪時々曇り BC→八方池→兎平下山

扇雪渓手前樹林帯で 1年生のラッセル練習をす

る。星野が速かった。

<初冬合宿を終えて>

今回の合宿は天候に恵まれず、各個人としても

また、隊全体としても多くの課題、問題点があっ

た。 l年生は初めての冬山であるが、手袋をつけ

た上での作業は、当然、撤収、パッキング、歩行

器具の装着、ロープワークなどが素早くできない。

しかし、これに慣れて素早くできるようにならな

いと行動に支障が出る。また、生活技術では、基

本的な整理整頓、食当など夏山合宿であれだけや

ったのにできていない。まずは基本的な生活技術

を身につけてもらいたい。そして、与えられた仕

事は確実に全うしてもらいたい。

上級生においては緊張感が欠けていた。入山 2

日目には全員寝坊し、 5時に目覚めた。そのため、

1年生にも上級生の緊張感の無さが伝わったのか、

ひとつひとつの行動が遅く、また、寝坊などをし

てしまった。上級生のこのミスは、今後二度とあ

ってはならない。また、体力面にも問題があり、

上級生のラ ッセル力に不安が残る。なぜなら、 1

年生の方が早く進む、もしくは同等の速さだから

だ。上級生、下級生共に基礎体力と下半身の筋力

トレが必須となるだろう。

初冬合宿は 1年生が誰も音を上げなかったため、

なんとか無事に下山することができたと感じる。

もし、去年みたいに低体温症になり、足が凍傷な

どになったらどうだ、ったのだろうか。このことを

忘れてはいけない。また、次のステップに移るた
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めにも今一度、各々が山に対する心構えや意識を

変えることが必要だ。 (鵜原 ・記)

-冬山合宿

一八ヶ岳連峰琴科山~権現岳一

期日 12月 27 日 ~1月 2 日

メンバー L鵜原、石垣、船田、竹内、 星野、

設楽

12月27日 晴れ時々小雪 重要科山登山口→女神茶

屋

女神茶屋のテント場に着くと 5cmほど積雪して

いた。

12月沼日 曇り時々雪 cs →琴科山→双子山手

前

食当が朝寝坊。夢科山から下ると雪で膝上まで

潜り始めたのでワカンをはく 。大河原峠からも雪

が深く、足をとられる。 1年と船田の疲労のため、

双子山手前の斜面にて幕営。

12月羽日 曇り時々晴れ cs →双子池→坪庭

秋山での経験とコンパスの方角を頼りに双子山

ヒュッテに着く 。竹内のラッセルは四つん這い型

で、セカンドが追いつかないほど速い。

12月30日 晴れ cs →縞枯山→中山手前2，321m

付近

麦草峠を過ぎた後、全体的にペースが遅くなる。

丸山手前にて設楽の膝痛が悪化した。中山途中の

斜面にて幕営。

12月31日 晴れ cs→夏沢峠

天狗岳の上りはアイゼンを装着して登る。人が

多い。

1月1日 晴れ cs →硫黄岳→赤岳→キレ ット

小屋

硫黄昏の登りはクラストしていた。硫黄岳で少

し長めの休憩を取り、初日の出を見た。

1月2日曇り cs →権現岳→観音平日下山

ツルネを通過し、長い梯子に辿り着く。権現岳

とギボシの分岐で荷物を置き、権現岳を往復した。

編笠山を過ぎた後は積雪も少なくなった。

1.活動報告 (平成18年度)

.2月合宿

-北アルプス 表銀座縦走一

期日 2 月 3 日 ~8 日

メンバー L早見、石垣、鵜原、船田、竹内、

星野、設楽

2月3日 晴れ宮城ゲート→第2ベンチ付近

穂高駅からタクシーで宮城ゲートまで行く。宮

城のゲートから登山口まで 5cmほどの積雪。合戦

尾根の登り出しでは、 1年の 3人がローテーショ

ンでラッセル。第2ベンチより約20分進むと稜線

上にスペースがあったので幕営。テントを設営す

る問、早見が翌日の偵察を兼ねてトレースを付け

に行く 。

2月4日 晴れ cs →燕岳→燕山荘避難小屋

ラッセルは石垣、設楽、竹内で回す。稜線に近

づくにつれ、雪はクラストしており歩きやすくな

る。燕岳の頂上では竹内の帽子が飛ばされるくら

いの風が吹いていた。燕山荘の避難小屋に泊まる。

2月5日 晴れ cs→大天井岳→大天荘冬期小屋

蛙岩では雪がそれほど付いていないので、岩の

隙聞を抜ける。為右衛門吊岩では高瀬川側に巻き

通過する。大天井岳の登りは風が強くバランスを

崩しそうになる。

2月6日 晴れ cs →常念岳→蝶槍手前のコル

東大天井岳はルート上では巻くことになってい

るが、雪崩、滑落の恐れがあるため一度稜線沿い

に直上した後、慎重に下降する。横通岳では夏道

を歩く 。常念岳へはガレ場を歩き続けた。常念岳

からの下降は頂上直下が急なため2ピッチフィック

スを張る。蝶槍二つ手前のコルで幕営。早見と設

楽が偵察を兼ねてラッセルに行く 。

2月7日 晴れ cs →蝶ヶ岳→明神橋手前

蝶槍を過ぎると、稜線には昨年より雪が少ない。

長塀尾根は雪で深く潜ってしまい、バランスを崩

すことが多く、なかなか進めない。

2月8日晴れ cs→中の湯下山

明神橋を渡り、中の湯に向け淡々と歩く 。帝国

ホテルを右に曲がり田代橋から行く 。中の湯に着

くと釜トンネルをパックに写真を撮り、タクシー

に乗る。
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.3月合宿

一南アルプス 鋸岳~甲斐駒ヶ岳

期日 3 月 17 日 ~21 日

メンバー L鵜原、石垣、竹内、星野、設楽

3月17日 晴れ釜無川ゲート→大崩ノ頭釜無川

斜面2，1∞m稜線付近

富士見駅からゲートまでタクシーで進む。富士

川水源標柱あたりで、竹内が頭に尖った木の枝をぶ

つけ、顔面に血を滴らせたので、応急処置をする。

大崩ノ頭付近の稜線まで 5分程の場所でテントを

張る。

3月18日 晴れ cs →中ノ川乗越

三角点ピ一クまで

半カか、かる。三角点ピ一クからは第 1高点、第 3高点、

第2高点が見える。三角点ピークからの下りは積

雪が増え、はまると腰まで沈む。角兵衛沢ノ頭から

第 I高点までの登りは、木や雪が締まっている斜

面である。小ギャップの底からは真正面の急斜面

を登る。この急斜面にも鎖がついていたがザイル

を出し、*マッシャーで登る。この急斜面を登り終

えると次は稜線でフィックスをし、鹿窓で 2ピッ

チ張る。鹿窓に着き、懸垂下降で下る。落石が非

常に起こりやすく、設楽と鵜原が拳サイズの石に

当たる。中ノ川乗越手前の斜面で懸垂下降をする。

*マッシャー…ロープにスリングを巻きつけて前後をカラ

ピナで結ぶこと。荷重をかけるとスリングが締まっ

て止まる

3月19日 晴れ cs→六合目石室

昨日の行動時間が長かったので出発時間を遅ら

せた。歩き出すと疲労が溜まっており、スピード

が出ない。また、設楽は体調が悪そうだ。積雪量

は腰まで沈むことが多くなっているので少なくと

も1m弱あると思われる。信州側のルートはほと

んど切れており、いやらしい。 1年生は積極的に

ルートファインデイングに取り組んだ。六合目石

室で幕営。明日は甲斐駒ヶ岳だ、が南岸低気圧が気

になる。

3月20日 晴れ cs→甲斐駒ヶ岳→北沢峠→大平

山荘

2，850m付近のトラパース箇所まで順調に歩く 。

このトラパースでフィックスを 1ピッチ張る。頂

上に着き、眺めを堪能した後、慎重に下降する。

クライムダウンを数回行い、六方石に着く 。天候

が悪ければと思うとゾ、ッとする斜面である。駒津

峰の登りはワカンを履く 。双児山からの下降はモ

ナカ雪であったり、氷であったりする斜面だ、った

ため、スリップや転倒が多い。

3月21日 晴れ cs→戸台大橋→仙流荘下山

赤河原分岐まで、は地面が凍っている箇所が多い。

鹿やカモシカに出会いながら、どんどん歩く 。戸

台大橋より太陽の光を浴びながら、鋸岳をパック

に下山する。

<3月合宿を終えて>

今回も全日程を通して天候に恵まれ、合宿も無

事に終えることができた。期間こそ短いが、この

3月合宿は隊として意思の疎通など、日に日に良

くなっていくことがわかった。そして、険しい道

のりでもあった。安全に素早く判断し、通過する

力を養わなくてはならない。 出発前に合宿計画を

把握しているか 1年生を対象にテストを行ったが、

山の中に入ると忘れていることがあった。計画内

容をしっかり把握してもらうためにも上級生は今

後、より 一層話し合う時間を増やさなければなら

ない。 l年生はそのときに課せられた仕事を行う

だけでなく、ルートファインデイングの時のよう

に積極的に動いて欲しい。懸垂下降やフィックス

の流れは把握できているが、まだシステムの理解

に関しては不十分で、ある。また、ひとつひとつの

動作が確実に行えていない。鋸岳の通過では多く

の問題に直面したが、問題をひとつひとつ解決す

るにあたり、時間を掛けすぎてしまった。これは

隊としてシミュレーション不足である。全体を通

して仲間への配慮、気遣いが大学生としてどうな

のか、と考えさせられるものがあった。今という

瞬間を大切にしていって欲しい。 (鵜原・記)

-個人山行一覧

・奥多摩鷹ノ巣山~雲取山

4 月 15 日 ~16 日 L石垣、本郷

口
δ

ウ

i



-越沢パットレス

4月21日 L早見、石垣、船田

.岩戸山

4月お日 L鵜原、船田

・加賀 白山

5 月 2 日 ~5 日 L早見、石垣、船田、鵜原

・丹沢塔ノ岳

5月l3日 L早見、石垣、竹内

・奥多摩御岳

5月14日 L早見、石垣、星野、設楽

・高尾九鬼山

5月20日 L早見、石垣、竹内

・奥多摩 日の出山

5月21日 L早見、石垣、竹内、星野、設楽、

JII崎

・丹沢鷹ノ巣谷

5月22日 L早見、石垣、星野

・丹沢モミソ沢

5月26日 L石垣、 OB岡田

.大菩薩嶺

5 月 27 日 ~28 日 L石垣、船田、竹内、川崎

・奥多摩 三頭山

5月28日 L早見、鵜原、設楽、星野

・北アルプス 剣岳文科省登山研修

6 月 2 日 ~7日石垣、鵜原、船田

-三ツ峠

6 月 10 日 ~ll 日 L早見、船田

.三ツ峠

6月II日 L石垣、鵜原、設楽、星野

・谷川岳西黒尾根~谷川岳往復

7月9日 L早見、石垣、船田、星野、設楽

.三ツ峠

7 月 15 日 ~16 日 L早見、船田、川崎

・丹沢葛葉川本谷

9月23日 L石垣、鵜原、竹内、星野、設楽

・奥秩父 ヌク沢

9 月 30 日~1O月 1 日 L早見、鵜原、船田、

竹内、星野、設楽

・北アルプス 立山 文科省登山研修遭難対策B

II月 1 日 ~5 日石垣

-八ヶ岳連峰天狗尾根

1.活動報告 (平成18年度)

1 月 4 日 ~8 日 L早見、船田、竹内

・湯河原幕岩

1月4日 L鵜原、石垣、設楽

-越沢パットレス アイゼントレーニング

2月17日 L石垣、設楽、星野

-御獄ボルダリング

2月17日本郷

・越沢パットレス アイゼントレーニング

2月22日 L石垣、設楽、星野

-八ヶ岳連峰中山尾根

2月25日 L石垣、設楽、 OB山本(茂)

・越沢パットレス レスキュー訓練

3月4日 L石垣、設楽、星野

-奥秩父甲武信ヶ岳鶏冠尾根

3 月 8 日 ~9 日 L鵜原、石垣、設楽、星野

.その他
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・天幕懇親会 10月 21 日 ~22 日 信州・田沢温泉

・学生部マラソン大会 II月12日

団体戦:3位、個人戦:鵜原優勝



桜門山岳会

一平成18年度
桜門山岳会の活動と今後の展望

理事長古野淳

春の大型連休後、静かな熊野古道小辺路を 4日

間歩いてみました。高野山から熊野本宮へ続くい

にしえの参詣道ですが、日本の自然の豊かさ、懐

の深さを感じることができました。標高l，OOOm台

の、関東では里山に近い高度なのですが、ブナや

カエデの新緑の美しいこと力強いこと。既に里山

から絶滅したと思われた稀少な山野草たちも思い

がけず発見したりして、都会で生活する私たちに

力を与えてくれます。野迫川村、十津川村の人た

ちの旅人を迎える素朴であたたかい人情に触れる

と、本当に日本に生まれて山をやってて良かった

と感じるよい旅でした。

短信、会報、名簿の発行が桜門山岳会の重要な

活動と自覚はしておりますが、日々の業務に埋没

して遅々として進まない会報他出版事業の怠慢を

お詫びします。学生の記録はインターネ ットへの

投稿である程度の原稿は確保していますので比較

的簡単に転用できるのですが、 OBの活動、動向

は総会後、原稿の依頼をいたしますのでご協力を

お願いします。先輩の力もお借りしてなんとか今

年度中に発行したいと考えています。 9月9日、

高橋計介氏50凪忌の追悼山行が行われました。参

加者は、熊谷、村石、斉藤 (隆)、下崎、中l嶋、高

橋(正)、赤井、大城の計8名。予定通り、剣沢、

平蔵出会い大岩でケルン参拝、例年になく残雪多

し。翌10日、雨が意外に早く、本鋼登頂組も途中

で引き返し、全員無事下山して終了。秋の天幕懇

親会は10月 21 日 ~22日、前年と同じ宮原説会員の

実家である信州・田沢温泉で開催されました。キ

ャンプファイヤーの後、別館(旧館)は貸し切りと

なり、深夜まで学生を交え30余名で楽しい話で盛

り上がりました。翌日は天神岳l，250mに登り、別

所温泉の北向観音等を観光して終了しました。今

年も 10月 20 日 ~21 日は田沢温泉での天幕懇親会を

予定していますので、時間が許す方はぜひご参加

下さい。 2月8日の新年会も昨年と同じアルカデ

イア市ヶ谷で開催され39名の出席がありました。

カンリガルポ報告会は、 10月15日から11月15日の

問、東チベ ット最大といわれる栓古氷河をスキー

とソリを使って徒歩旅行された池田錦重会員に話

を伺いました。2000年以来、 4次にわたる調査 ・

踏査隊を行い、桜門山岳会からは、池田錦重さん、

森山勇さん、嵯峨野宏さんが参加されました。当

初、報告会は帰国直後の東京体育館で11月17日に

行う予定でしたが、諸事情により 2月26日に同じ

東京体育館で開催され34名の出席者がありました。

技術的に高度なものを要求する登山ではないがチ

ベットにおいても相当な未知の領域で、学生を初

めとする若いOBにぜひ勧めたいすばらしい山域

で、あったことを池田さんからうかがいました。

昨年度の冬山合宿は 2年生の鵜原がリーダーで

八ガ岳を縦走、 2月には燕岳から蝶ヶ岳を縦走し

ました。17年度の冬山合宿は 2月に蝶ヶ岳、常念

岳でした。山行は小さいながらも学生なりに考え

抜いた計画で充実した山岳部生活送ったと感想を

聞いていますが、やはり物足りなさを感じる会員

の方も多いと思います。力量不足は学生数の減少

が大きな原因であることは否めず、とくに学年が

とんでしまうと技術の継承が難しく、以前は若手

コーチが指導に山に入ったものでしたが、昨今の

社会情勢の変化なのかなかなかそうもいかず、他

大学も同様相当苦戦している様子です。

辺りを見渡せば、中高年の登山者だけはあいか

わらず元気で、団塊世代の定年が登山ブームに拍

車をかける可能性があります。日本山岳会も平均

年齢は65才を超えました。地方支部や同好会はと

ても活発な活動が行われておりますが、本部では、

もうずいぶんの問、海外登山を派遣しておりませ

ん。「より高くより困難に」アルピニズムが目に見

えて衰退し、登山の精神や技術の伝承が危倶され

ております。
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今春もエベレストを初めとする8.000m峰は登頂

ラッシュ。いろんな事件も発生します。私たちが

以前から思いを馳せてきた「ヒマラヤ登山」とは

かなり違った価値観で秩序の混沌とした登山が展

開されています。過去の遭難事故の教訓は忘れ去

られ、同じ過ちが何度も繰り返されることも。欧

米のように「自己責任」と割り切ってしまうのは

やはり私のような大学山岳部出身者には不自然に

感じるところです。影響力のある山岳会や大学山

面部はきちんと情報収集、現状分析をして次の世

代に伝承していく責任があるに違いありません。

会員数5.543名(平成18年度末現在)の日本山岳会

と対照的にドイツ山岳会(DAV)は会員数74万人

と、世界最大の山岳会です。日本山岳会同様、多

くはボランテイアで成り立っていますが、 74万人

からの会費収入で実現できる登山愛好家達のため

の事業内容はうらやむばかりです。3∞を越える山

小屋経営、自然保護活動、遭難対策活動、山岳旅

行事業、登山用品販売事業等、会員にならなけれ

ば絶対損という地位を確立しています。このDA

Vを支える年齢構成は若者です。若者に人気のイ

ンドア ・フリ ークライミングを積極的に取り入れ、

施設を増やし充実させることでさらなる会員の増

加を実現しました。その余剰資金は元来経営の成

り立たなかったはずの山小屋経営を軌道に乗せ、

会員の利便を図っています。

我が山岳部も冬山山行等、登山に参加しないフ

リークライミング専門部がすでに存在しています。

一番歴史の長い慶応大学は、すでにかなり前から

フリ ークライミングやボル夕、リングが中心と聞い

ています。伝統ある社会人山岳会も同じような傾

向です。夜、は厳しい日本の自然の中に身をさらし

て精神と身体を鍛え磨き、四季を肌で感じて日本

人の自然観を身につけることができてとても良か

ったと思います。後輩達にもそんな経験を積んで、

ほしいという希望は間違いではないと思います。

しかし、 DAVの成功も分析して、いいところは

取り入れるのも一考の価値があると思います。手

遅れになる前に。

(平成18年度総会パンフレットより)
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企天幕懇親会天神岳山頂にて



日本大学山岳部

平成19年度 (2∞7年4月-2∞8年 3月)

長

督

チ

将

部

監

コ

主

安西借二郎

山 本茂 久

早見 紀章

鵜原孝祐

部 員 4年 SL石垣聡美本郷悠貴

3年 CL鵜原孝祐船田良

2年竹内史郎設楽琢磨

1年佐古和浩渡進弘貴

向山尚武

部室 干112-∞11 東京都文京区千石1-1ω

ラリグラス101

一平成19年度活動報告

チーフリーダー鵜原孝祐

今年度は 4年の石垣、 3年の鵜原を中心に山岳

事故 ・遭難を起こさないよう、気をつけて 1年間

活動を行いました。そして現役部員が少ないため、

これ以上、在籍部員からの退部は出さずに部を盛

り上げていこうという姿勢で臨みました。しかし、

実際は新 1年生を含め、計 5名が部から離れてい

きました。部から離れた彼らの理由は致し方ない

ものもありましたが、ただ共通して言えることは

私の統率力の低さと部から離れる原因を覆せる程

の活動内容の魅力に欠けていたと言えます。

年度の初めにしっかりとした年間目標と活動内

容を決めずに、その場、その場で行きたい山、行

きたいルート を登ってきました。当初は上級生を

筆頭に海外登山という計画も浮かびましたが、国

内登山への魅力が勝り、国内でのバリエーション

ルート、レベルが低くても変わった登り方を行う

という方向性が年度初めから徐々に固まってきま

した。初夏には上級生の 2人が教育実習で部活動

を一時抜けてしまうことになり、これが部活動に

大きな影響を与えることになり、部活動が停滞し

てしまいました。上級生が抜けていた聞は監督や

OB 、コーチ会の方々にお忙しい中、頼ってしま

い多大なご迷惑をおかけしました。しかし、 OB

と接することができ、いい経験を得ることができ

ました。秋の学生部対抗マラソン大会を通じて、

持久力を鍛えるノウハウを下級生に残せることが

できたと思います。冬山合宿を行う前から、なる

べくスムーズに次年度を活動していけるよう設楽

に部活動の運営や各役職のすべきことを徐々に教

えていきました。

今年度の部活動としての目標を一言で表すなら

「一致団結」でした。上記にもありますが実際、団

結することは難しく、辞めていく部員を引き留め

ることもできませんでした。特に上級生を引き留

める場合は、かなり振り回されてしまい、夏山合

宿の計画は何度も縮小変更することになりました。

何事に関してでもそうですが押し際、引き際など

のバランスは重要なことだと思います。これから

の部活動の運営はさらに厳しさを増すと思います

が、重要なことは部員間同士の繋がり、現役部員

とコーチ会 ・OBとの繋がりといった横や縦の関

係を大切にしていくことが今後の部活動の鍵を握

っているのではないかと考えます。その上で、こ

れから新入部員減少など諸問題に立ち向かうべき

だと思います。

合宿の報告としましてはゴールデンウィ ークに

白馬岳主稜に行き、バリ エーションルートの面白

さや自分たちに足りない技術が掴めました。次に

初夏合宿で足りない技術力や 1年生の体力強化な

どを補わなければなりませんでしたが上級生 2人

が原因で計画力に欠け、合宿を組むことができま

せんでした。次の夏山合宿では新入生 2人が揃い、

規岳周辺で 2週間ほど活動しました。この合宿で

は以前から沢に興味を持ち、沢に力を入れていた

ので赤木沢を合宿の日程に汲み取り、基本的な生

活技術や雪上技術の習得の成果がありました。そ

して秋山合宿では 1週間という短い期間でしたが
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石垣と設楽で北岳第四尾根を登り、 I年生は初め

て悪天時の行動を経験することができました。初

冬合宿では例年通り、扇雪渓で雪上訓練を行い基

本的な技術を習得し、唐松岳を登頂しました。冬

山合宿ですが 1年生が l人もいない中、 当初の計

画通り蔵王に行き、雁戸山、熊野岳を登頂するこ

とができました。どの合宿についても言えること

ですが長期間の山行経験がなく、長期山行に耐え

ることができるのか不安を残すことになりました。

以上が19年度の活動報告になります。近年での

一番の問題点はやはり新入部員の減少ですが、こ

の問題を部活動の中でどう位置付けていくのか、

しっかり検討しなくては部の運営が困難極まりな

い状況になってしまうと思います。今後はこの点

に関して現役部員の考えを明確にし、その上で客

観的に対策を練ならなくてはいけないと考えます。

一平成19年度 コーチ会報告一一

ヘッドコーチ早見紀章

19年度の学生の山行は、 一言で表現するなら

「迷」だろう。自分たち自身が何を目標にして、山

を登っているのかが、分からない様だ、った。様々

な案を出してみても、結局、学生から提出された

計画は非常に質素だ、った。

コーチ会として、学生と接していくなかで、今

の学生に一番足りないのは、「情熱」だと感じた。

なにかを成し遂げるうえで必要なことは、目標を

決めることでもなく、楽しいからでもないと私は

思う。何よりも、「情熱」が必要だと思う。それが

無いということはとても寂しいと感じる。

初夏、夏、秋、初冬、冬と合宿を組んではいた

が、結局メニューをこなしていた感は否めない。

初夏にしても、夏にしても、初冬にしても定番

づくしだ。学生主体でいいんだよ、と指導しでも

挙がってくる計画は非常につまらないものばかり

だ。いつから、創造性のない山行が続いているの

だろう 。しかし、こうなったのは学生のせいでは

ない、学生の精神面、技術面をサポート出来てな

1.活動報告(平成19年度)

いOB'OGに責任があると思う。今後、コーチ

会では、ただ山行をこなさせるだけではなく、ど

うしてその山域にいくのか、どうしてそのルート

に登りたいかを学生に考えてもらえるような指導

をしていかなければいけないだろう。その理想の

為にも、若手のOB'OGの力が必要だと感じて

おります。

今一度、心ときめくような山行を行え、他大学

に誇れる伝統を守り続ける為にも OB'OG一丸

となって学生を支援していく必要性を感じており

ます。

記 多議

.GW合宿

一北アルプス 白馬岳

期日 4 月 30 日 ~5 月 8 日

メンバー L鵜原、石垣、設楽、竹内、向山、

OB早見

4月30日 晴れ猿倉→白馬尻荘→白馬岳主稜七峰

鵜原、石垣、設楽の 3名で白馬岳主稜に向う 。

猿倉バス停に到着すると周りには 1mほどの残雪

がある。白馬岳主稜の取り付きを下から上に見上

げると斜面にデブリ痕が見られる。七峰から六|峰

までは細い稜線の登りが続くので、七峰で一本取

っている聞に石垣、鵜原でフィックス工作を行う。

六峰の通過に時間が掛かりそうだ、ったので、七峰

を少し整地し、テントを張る。

5月1日 晴れ cs →白馬岳→白馬岳三国境側

前日に 2ピッチ張ったフィックスを通過し、そ

こから六峰までもう 1ピッチ張る。五峰頂上に到

着したあたりから、ガスに包まれ、視界が悪くな

る。 2、3のコル辺りで一度テントを張り、視界

の回復を待つ。4時間後には疑似好天と思われる

晴れ間が見え始めたので出発。白馬岳頂上直下の

斜面は、ダブルアックスでザイルを張る。すぐ上

方には分厚い雪庇が張り出していたが、雪庇をく

りぬいたあとがあるので、そこを石垣がトップで

通過する。

つd
口
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5月2日風雪停滞

朝からホワイ トアウト。正午にスノーブロック

を強固にするため、外に出る。

5月3日 晴れ CS →白馬岳→猿倉

前日と同じく強風ではあったが快晴である。白

馬岳から大雪渓に向かう。雪渓の上部から眺める

とデブリが入山時より増えている。竹内と向山を

猿倉荘にて待つが、渋滞のために合流が大幅に遅

れてしまった。

5月4日 晴れ CS →白馬尻小屋近く BC 雪訓

猿倉を出発。 1ピッチ半でBCに着く 。 雪上訓

練は恒例の雪訓ダッシュから始まる。歩行訓練で

は竹内の指導が熱い。ダイアモンド、 トラパース

と集中して歩く 。その後に、ジッヘルの型を教え

る。

5月5日晴れ白馬岳登頂

明るくなる 4時30分に出発を変更した。白馬大

雪渓にはだいぶデブリが溜まってきており、デブ

リを避けるようにしていいベースで詰めていく 。

雪渓上部では風が強い。白馬山荘から頂上に向か

う。頂上で部旗を広げ、写真を撮る。皆、尻セー

ドを して一気にBCまで下降する。BCで早見O

Bと合流し、たくさんの差し入れを頂く 。

5月6日間雪訓

早見OBとBCで別れる。その後は雪訓ダッシ

ュを行う 。歩行訓練は設楽が向山とベアを組み、

石垣、鵜原で組む。

5月7日 雨~晴れ BC →白馬山荘

朝早くテン トから顔を出すと雪渓上部がガスで

見えない。前日の天気図では回復に向かう気圧配

置であったので、テントにて待機する。 7時30分

に出発。この日は白馬山荘の横でスノーブロック

を作り、テントを張る。

5月8日 晴れ CS→小蓮華山→栂池高原バス停

下山

強風の中、撤収し、アイゼンを利かせながら出

発。小蓮華山の先にある船越の頭までは常に風が

左から右に吹く 。乗鞍岳に着く頃には風向きが変

わる。下りはグリセードで下る。ゲレンデの終わ

りが近づき、道路が見えるところから、合宿の締

めとして皆でザックを担ぎながら走る。
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<GW合宿を終えて>

白馬岳主稜では、歩くスピードやフィックス工

作のスピードなど、スピード面において改善しな

いと登懇技術の向上は総合的に見て難しいと感じ

た。危険箇所は、やはり早く通過することにこし

たことはない。早く通過するためにはもちろん、

ザイルワークの早さも必要だが、歩くスピードも

重要な要素だ。そして、 トラパースなど歩行技術

も含め、もっと質を高めなくてはならないと思う。

1年生は、今回 1人だけで色々大変だ、ったと思

うが、今、 一番の課題は長期山に入ったときの持

病への対策だろう 。また、撤収やパッキングなど

行動に関してスピードということを意識しなくて

はならない。

2年生はまだ自分のことが精一杯のようで 1年

生をしっかり見ていないことが気がかりだ。自分

にある程度の余裕を持たないといけない。指導の

仕方は合宿を通して見るとうまく教えていた。教

えることはまだまだ多くあるので期待する。また、

部活動に時間をとられることがこれからは多くな

ると思うが全員で協力し合っていこう。

-夏山合宿

一北アルプス 薬師岳 ・銀岳一

期日 8月5日-16日

(鵜原・記)

メンバー L鵜原、石垣、設楽、向山、渡迫

8月5日 晴れ~雨折立→薬師峠キャンプ場

太郎平小屋に近づくにつれ、天候も悪くなり、

雨が少し降ってきた。

8月6日 晴れ CS →薬師沢小屋→赤木沢出合

→赤木沢上部

満天の星空のもとを出発し、薬師沢小屋に着く 。

ここで沢装備に変える。源流の水は皮膚を切り裂

くように冷たい。奥の廊下を右岸、左岸と辿りな

がら、出合を目指し進む。赤木沢手前の大きなゴ

ルジュに目を奪われる。アプローチで高巻いたの

はこのゴルジュだけだ。出合に着き、辺りを見回

すと針葉樹林が多く生えている。

赤木沢の遡行を開始する。入渓すると空の澄ん
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...気持いい赤木沢の遡行

穐

だ青色、針葉樹林などの緑色が締麗に映る。大滝

の高巻きは滝手前の岩が露出している草付きから

巻く 。

8月7日 晴れ CS →薬師峠キャンプ場

ツェルトを素早く撤収し、縦走路に向け、薄暗

い中を歩き出す。縦走路に出る途中、ハイマツに

出くわす。縦走路を順調に進み、薬師峠へ向かう。

薬師峠についた後、すぐザイルワークの確認を 2

時間ほどする。

8月8日 晴れ CS →スゴ乗越小屋

テント場を出発し、すぐに虫の大群になぜか向

山、設楽が襲われる。薬師岳山頂で部旗を広げ、

写真を撮る。北薬師岳に向かう際、設楽、 i度過の

公共装備を石垣、鵜原が持ち、慎重に通過する。

スゴ乗越小屋で幕営。ラジオの電波が非常に入り

づらい。

8月9日 日青れ CS →五色ヶ原キャンプ場

今日も昨日と同じく、 虫に襲われながらスゴノ

頭まで歩く 。鳶山に向かう途中、龍谷大や防衛大

の山岳部に会う。

8月10日 晴れ CS→平の小屋→ロ ッジくろよん

平の小屋に着くと、とても締麗な小屋で一同び

I.活動報告 (平成19年度)

っくりする。渡遣は出発時から足の具合が悪い。

道の状態は、右側が切れている。渡遣が辛そうだ

がロッジくろよんのテント場まで歩く 。この日の

天気図を書こうとすると、ラジオがなぜか壊れ、

天気図が書けない。この先の天気が不安となる。

8月11日 晴れ CS →真砂沢ロッジBC

湖畔を星明りの中、ロッジくろよんを出発する。

黒部ダムにて下降ポイントが分からず、石垣、設

楽が偵察に行く 。内蔵助谷出合から内蔵助平まで

はヤブの多い道を歩く 。丸山東壁を過ぎたトラパ

ース地点で渡逃が足を踏み外したのを設楽が助け

る。内蔵助平からは枯れ沢の快適な道が続く 。ハ

シゴ谷乗越手前で、今度は設楽が熱中症で倒れ、

座り込んでしまう。12時間行動で、真砂沢ロッジ

に着いた。

8月12日晴れ長次郎谷偵察雪訓(BC周辺)

暗い中、石垣、設楽が偵察を行うためにBCを

出発する。雪は豊富にあり、シュルンドは空いて

いない。落石も見られるが激しくはないようだ。

熊ノ岩まで上がり、源次郎尾根のエスケーブルー

トを見るが下降は難しいと思われる。出合まで下

り、源次郎尾根の取付を偵察する。少し上がり、

早々に帰途に着く 。BC付近の雪渓にてザイルワ

ーク中の本隊と合流する。

石垣、設楽が偵察に行っている問、残っていた

メンバーは、 BC付近の雪渓にて、ザイルワーク

の確認や歩行技術の確認を行う。偵察隊と合流し

た後、フィックスを 2ピッチ張るが全体的に動き

がぎこちない。

8月13日 晴れ雪訓(熊の岩下部)

長次郎谷出合でヘルメットを被り、雪訓ダッシ

ュを行う 。ザイルワークでは、 1年生は肩がらみ

で何回も失敗するが、徐々に止められるようにな

る。他のザイルワークではザイルのかけかえ違い

やブーツビレイの仕方のミスがある。 1年生のジ

ッヘルは回転がいまいちだ、った。

8月14日 晴れ CS→鯛沢キャンプ場 雪訓

鋼沢キャンプ場についてからは剣沢小屋の下の

雪渓でザイルワークを 2時間ほど行う。 l年生は

昨日より、スムーズに行えるようになる。夕飯の

前にも 1年生は懸垂下降のセットや流れの確認を
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行う。

8月15日 晴れ源次郎尾根登挙

星明りの中、雪渓を下降する。i原次郎尾根は事

前に偵察していたため、問題なく取り付く 。登り

始めてすぐに短い岩場があり、スリングを出す。

そのまま稜線上に進み。上部ルンゼをトラパース

し、ここでもスリングを出す。非常に落石が起き

やすい。E峰の下りで懸垂下降をする。頂上を踏

んだ後、 一気に剣山荘まで下降し、テント場に向

かう。

8月16日晴 れ CS→室堂下山

素早く撤収し、出発。別山乗越から鋼御前は空

荷で往復する。その後、雷鳥沢を下降し、室堂パ

スターミナルへと向かう。

<夏山合宿を終えて>

今回の合宿では、天候に恵まれ一度も天候が崩

れたことがなく、悪天時の行動に不安が残る。ま

た、途中でラジオが壊れ、天気図が書けなくなり、

天候の読みにも不安が残った。そして、合宿日程

が短かったため、長期山行に対する体力、精神力

が備わっていない。隊としても、まだ個人で動い

ているように見受けられる場面がある。例えば、

危険箇所の通過時などやフィックスなどでも各自

の仕事の役割が理解しているのか、隊のために積

極的に行動しているかだ。もっとメリハリをつけ、

山と向き合わなくてはいけない。相手は自然だ。

けがなどはなかったが紙一重だ。もっと隊として

一つにならなくてはいけない。 (鵜原 ・記)

-秋山山行

一南アルプス 北岳パットレス・北岳~塩見岳一

期日 10月4日-ll日

メンバー L鵜原、石垣、設楽、向山、渡退

10月4日 霧広河原→二俣→白根御池小屋BC

石垣と設楽がパットレス登撃を目的として、先

行して入山する。白根御池小屋のトイレは、下界

のトイレよりきれいだ。

10月5日 雨~曇り時々晴れ bガリ一大滝下部

まで偵察
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bガリ一大滝直下から尾根を登っていくと、パ

ットレス全体が見え、思わず「おお→リと声をあ

げてしまった。一方、設楽は「うん。Jといつもの

反応。彼は武士なのである。

10月6日 快晴~霧 bガリ一大滝・第四尾根登空襲

気合を入れすぎ、日の出前に bガリ一大滝取付

きに到着してしまった。登挙準備を済ませてセル

フピレイを耳兄り、いそいそとツェルトをかぶる。

二人とも震えながら夜明けを待つ。

bガリーの 1ピッチ目は、クラックを登る。難

しいところはないが慎重に抜ける。ピレイしてい

ると、だんだん太陽が出て暖かくなってくる。2

ピッチ目は、スラブ状を終了点らしきガレ場まで。

lピッチ目を目一杯張ることが出来れば届いたの

だろうが、今回はわず、かに届かなかった。しかし、

傾斜は緩い所なので特に問題は無い。ここで一端

ロープを巻いて、第四尾根取付きまで行く 。

第四尾根の 1ピッチ目は、クラックから草付混

じりのフェースを60m一杯に伸ばす。クラックは

最初の出だしが悪いが、 一段上がればあとは足を

ねじ込んで登れば行ける。 2ピッチ目は、白い岩

のクラックからリッジを経て第 2コルへ。クラッ

クというよりはスラブに近い。第2コルまで一杯

に伸ばす。すると、目の前に核心の垂壁が! 見

るからにホールドが少ない。ここが核心と思うと、

早く登りたいと強く思う。

3ピッチ目は、核心の垂壁の登挙。足場はつる

つるしているが、細かいスタンスを探せば立てる。

上部にあるホールドをつかめた時「行けるっ」と

思い、 一気に体を上げる。「ょっしゃー!リ思わず

嬉しさゆえ声を出してしまった。ここで再度深呼

吸し、気合を入れる。マッチ箱までザイルを伸ば

す。

4ピッチ目は、マッチ箱から懸垂下降。 5ピッ

チ目は、右の深いクラック?からフェースを経て

凹角、枯れ木テラスまで。

6ピッチ目は、いよいよ最後のパルジ(フェー

ス中のもりあがってふくらんだ部分を指す)から

スラブは設楽がリードする。しばらくすると「ビ

レイ解除」の声が聞こえ、ほっとしてビレイ解除

する。終了点は広いテラスになっていた。



....セカンドで‘登ってくる設楽

....北岳パットレスを完登 1

ロープを解き、 登山靴に履き替える。私はなん

だか照れくさかったが、 一緒に登ったパートナー

に勇気を出して握手を求めると、 「頂上でしましょ

う」とあっさり断られた。 (石垣・記)

10月7日 晴れ広河原→二股→白根御池小屋BC

後発の鵜原、向山、渡遣が入山。石垣と設楽は、

BCで休養。

10月8日 雨 BC →八本歯のコル→北岳→市営

北岳山荘

5人で縦走に出発。横殴りの雨の中、北岳の頂

上を踏む。市営北岳山荘では強風の中、テ ントを

1.活動報告 (平成19年度)

立てる。

10月9日 雨 CS →間ノ岳→熊ノ平

中白根山から間ノ岳までバランスを崩すほどの

強風である。間ノ岳の頂上で高度障害なのか、渡

遣が頭痛などにより、体調が悪くなる。三峰山の

周囲は平坦な道はなく、少し緊張する道が続く 。

10月10日 晴れ CS →北ノ俣岳→塩見岳→塩見

小屋→三伏峠

久しぶりに天候が安定した中で撤収を行う。朝

方は曇 り空だがあちこちに青空が見える。稜線に

出ると風は強い。みんな久しぶりの快晴に足取り

も軽い。

10月 11日晴れ CS~塩JII小屋

朝の撤収はスムーズに行うことができた。 1年

生のパッ キングも早い。尾根取付点につき、最初

の渡渉で石垣が足を滑らせ、 川にダイブする。塩

)11小屋手前で山葡萄を見つけた。

-初冬合宿

一北アルプス 唐松岳 八方尾根定着

期日 11月 14 日 ~19 日

メンバー L鵜原、石垣、設楽、向山

11月14日 晴れ 白馬八方パスターミナル→黒菱

平→八方池

ゴンドラが点検のため、使用できないのでスキ

ー場を歩 く。実際、歩き始めると、スキー場の斜

度が結構あることに気付く 。兎平上部から雪が見

え始める。この時期での積雪量はここ 3年間で考

えると平年並みだろう。八方池でテントを設営し

た後、石垣、設楽は偵察へ。偵察の問、 鵜原と向

山はCS付近にてビーコン捜索 ・ゾンデーレン・

雪洞堀りを行う。

11月15日晴れ~雪 雪訪11 (扇雪渓)

扇雪渓に着き、まず弱層テス トを行う。続いて

雪崩埋没訓練を 1、2年生メインに埋める。向山

は相当怖かったのか、埋める際に無理ですと言い、

すぐ出てきた。この後は歩行訓練を行う。

11月16日 曇 り CS →扇雪渓手前樹林帯 BC

雪訓 (扇雪渓)

向山はBCに着く前には足先の感覚がなくなる。
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とにかくテントを設営し、向山をテントにいれ、

足の指の感覚を元に戻す。その後は、全員でザイ

ルワークの訓練を行う。石垣、設楽は偵察にも行

って、 2，5∞m地点まで赤旗をつけてきた。

11月17日 晴れ唐松岳登頂 BC→八方池

天気は雲ひとつない良い天気だ。主稜線に出る

直下手前の岩稜は思ったより雪が付いており、間

隔を詰めて慎重に通過する。主稜線に出てからは

南からの風が吹く中を唐松岳に向け歩く 。空が淡

い紺に見え、空気が澄んで、いるのか、周りの山々

もはっきり見える。翌日の天気が気になるのでテ

ント場を八方池に移す。

11月18日風雪雪訓(八方池周辺)

今日は扇雪渓にて雪上訓練を行おうとするが、

下樺尾根分岐や扇雪渓での雪崩の危険を加味し、

八方池周辺にて行うことにする。搬送訓練ではス

リング、ザック、ツェルトを使つての搬送を向山

を中心に教える。さすがに向山にとって設楽は重

たすぎたのか、担いで、歩けない。ツェルト搬送は

鵜原が要救助者役となり、 3人に引っ張られる。

11月19日風雪雪訓 CS →黒菱平→白馬八方

パスターミナル下山

夜明け前に、全員でビーコン捜索、ゾンデーレ

ンを行う。その後、強風で雪混じり中、撤収する。

リフトの試運転を片目に見ながら、歩いて下った。

<初冬合宿を終えて>

今回の合宿はマラソン大会の疲れが残っている

状態で、行ったが、これは体がどんな状態でも体を

動かせ、尚且つ、危険や装備の不備に対処できる

ような意図で計画した。実際、向山、設楽は良く

動いた。ただ、合宿の準備期聞が短かったせいか、

装備の不備があり、それを山で対処することがで

きなかったのが残念だ。いくら、完壁な状態で臨

んでも日々、行動していけば装備はぼろぼろにも

なるし、不備も出てくる。それに対して如何に対

処し、乗り越えていくかが冬山合宿を迎える課題

となろう 。また、自分の体の能力や調子をいい感

じに高くあげたまま合宿に向けられることも重要

となる。

生活技術では下級生が寝坊する、食等の手際が
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悪いといった基本的なことや細かなことが、まだ

安心できるレベルではない。山で生活していく際

のストレスを如イ可にして低くするのかということ

とあまり関係ないことかもしれないが、この先、 2

人の上級生が抜けることもこれから多少なりと意

識していかなければならない。 (鵜原・記)

-冬山合宿

一蔵王連峰雁戸山~熊野岳一

期日 12月 27 日 ~29 日

メンバー L鵜原、石垣、設楽

12月27日 晴れ関沢→笹谷峠→前山南東側のコル

。北雁戸山

月明かりが締麗な夜明け前、山形駅からタクシ

ーで、関沢 1Cにつく 。周りにはうっすら雪が付

いている。笹谷峠に向け歩き出し、 トレースを元

にショートカットしながら向かう。山工高小屋に

置かせて頂いたデポから、 1日分の食料や燃料を

持ち、その後も順調に進む。積雪量は関沢分岐を

過ぎ、前山の手前で、50cm程ある。前山のトラパー

ス通過では明らかに危険なので、木々がかなり邪

魔だ、が稜線に沿って通過する。

蟻の戸渡り手前でヘルメットやハーネスを装着。

北雁戸山までは、 3ピッチザイルを張ったが、ど

こも夏道に雪が中途半端についており、いやらし

い。北雁戸山まで来るとさすがに疲れたのか設楽

のペースが落ちる。南雁戸山を通過するには時聞

が掛かりそうで、翌日以降の天気も気になるので、

攻めるにも守るにも良い前山南東側のコルに引き

返すことにする。

12月28日 曇り CS →北雁戸山→南雁戸山→八

方平小屋→名号峰手前

テントから顔を出すと予想していたよりも天候

は、悪くはない。南雁戸山の登り斜面は、確かに

斜度はあるが思ったより危なくない。頂上で写真

を撮り、八方平へとすぐ歩き出す。八方平の通過

は思ったより困難のものとなる。夏道は雪により

全くわからず、コンパスを頼りに進む。

八方平避難小屋はかなり快適な造りで中では火

が焚ける。小屋から先は木の枝がかなりの障害物



企南雁戸山頂上にて

となり、時聞がかかった。八方平を抜けると小規

模な登り降りがあり、思ったよりもベースは上が

らない。名号峰の手前でテントを張り、鵜原、設

楽で偵察を兼ねて赤旗とトレースを付けに行く 。

12月29日 雨 cs →名号峰→追分→熊野岳避難

小屋→熊野岳→蔵王山頂駅下山

朝からみぞれ混じりの雨が降っている。撤収も

下界での準備により、ポールが凍ることもなく順

調に出発できた。追分手前では南側に行きすぎて

しまい、 トラパースの斜度がきっくなり、 一度戻

る。その後は北側に行き過ぎてしまうが、それと

同時に空が明るくなり、周りの地形もわかるよう

になる。夏道の目印を見つけ、それを元に歩く O

熊野岳の避難小屋に近づくにつれ、設楽のベー

スが落ちる。避難小屋で一本を取る。設楽の様子

を見ると、どうやらヤッケが濡れ、体が冷えたよ

うだ。ここで暖をとり、暖かいものを飲ませる。

スペアで、持ってきた服と着替えさせ、再度出発す

る。熊野岳の頂上は嗣があり、 雪が付着し樹氷の

ようになっている。ゴンドラ乗り場 (蔵王山頂駅)

では鐘を見つけたので冬山合宿を無事に終えた感

謝の念を込め、鐘を鳴らす。

<冬山合宿を終えて>

悪天が予想される合宿だ、ったので隊全体に焦り

が生まれていたのかもしれない。結果、初日の行

程で無理に北雁戸山まで行き、引き返すこととな

る。また、下山日にも設楽の体調をしっかり把握

もできていなかった。予備日もあるのだから事を

急ぐべきで、はなかったかも知れない。

今回は 1年生がおらず、上級生だ、けだ、ったので

スピーデイーに行動できたが、 1年生が参加して

いた場合を考えると今回のようにはうまくいかな

1.活動報告 (平成19年度)

かっただろう 。もし、 l年生がいたらザイルワー

ク、体力や行動力の点から不安を覚える。(鵜原・記)

-個人山行一覧

・湯河原幕岩 フリークライミング

4 月 7 日 ~8 日 L鵜原、石垣、設楽

・湯河原幕岩 フリークライミング

4月15日 L石垣、 OB鈴木(浩)

-相模湖石老山

4月22日 L鵜原、石垣、設楽、星野、向山、

渡逼

・伊豆城山 フリークライミング

5月12日 L鵜原、石垣、本郷、設楽、佐古

・丹沢小草平沢

5月20日 L鵜原、石垣、設楽、向山、渡遁

・丹沢葛葉沢

5月27日 L鵜原、石垣、設楽、向山、渡遺

・北アルプス 銅岳文科省登山研修夏山1

5 月 31 日 ~6 月 7 日設楽

-谷川岳西黒尾根

6月1日 L設楽、向山、渡遁、 OB山本(茂)

・丹沢塔ノ岳

7月1日 L鵜原、設楽、向山、渡遺

・奥多摩 三室山~日の出山

7月7日 L設楽、向山

-奥多摩大雲取谷

7 月 22 日 ~23 日 L鵜原、石垣、設楽、向山、

渡遁

・奥多摩 クドレ沢

7月26日 L鵜原、石垣、設楽

・丹沢勘七の沢

7月29日 L鵜原、石垣、設楽、向山、渡遁

・日和田山 フリークライミング

8月24日 L石垣、設楽、向山、渡遁

・奥多摩逆川

8月27日 L石垣、設楽、向山

・越沢パットレス

8月28日 L石垣、設楽

・奥多摩丹波川本流

8月31日 L石垣、設楽、向山、 OB石川I(重)

.三ツ峠
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9 月 8 日 ~9 日 L石垣、設楽

・丹沢塔ノ岳

9月9日 L鵜原、向山、渡遺

.大菩薩

9 月 16 日 ~17 日 L設楽、渡遺

.三ツ峠

9 月 22 日 ~25 日 L鵜原、石垣、設楽、向山

・丹沢塔ノ岳

9月30日 L鵜原、向山、渡遁

・奥多摩 日の出山~大岳山

10月 27 日 ~28 日 L鵜原、設楽、渡造、向山

-蔵王連峰冬山偵察面白山~山形神室~笹谷

峠~刈田岳~不忘岳

11月 3 日 ~8 日 L石垣、設楽

・谷川岳 天神尾根

12月9日 L鵜原、石垣、設楽、向山

-栂池高原スキー場 日中韓三国学生交流登山

2 月 21 日 ~26日設楽、 OB神崎、(中国10名、

韓国13名、日本10名)

-木曽御岳スキー登山

3 月 14 日 ~16 日 L設楽、船田

・谷川岳東尾根

3月23日 L設楽、船田、 OB本多、村田(慎)

-その他

・天幕懇親会 10月 20 日 ~21 日 信州・田沢温泉

・学生部マラソン大会 11月11日

個人戦:鵜原優勝
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桜門山岳会

一平成19年度桜門山岳会の一年一

理事長古野淳

2月、関温泉にてパックカントリー・スキー

(ゲレンデではない山中でのスキー)講習会に講師

として参加しました。日本山岳会指導委員会の主

催で36名の講習生の平均年齢は20才台後半、全員

が]AC非会員。山スキーヤ一、パックカントリ

ー・スキーヤー/ボーダーが対象です。

実は冬山の遭難数はすでに登山者よりスキーヤ

ーが上回っています。各県警も警戒を強め、昨年

秋には長野県警を呼んで、講演会を聞き、意見交換

も行いました。ゲレンデ以外の冬山に立ち入る訳

ですから、雪崩の知識他、我々冬山登山者と同等、

またはそれ以上の冬山に対する危険を認識しなく

てはなりません。すでに座学で救急救命、救助の

ためのロープワークを学び、現場で雪崩判断・捜

索(ビーコ ン操作、プロービング、シャペリング)、

梱包・搬出技術、ロープワーク、雪洞技術を学び

ました。講師は海外での雪崩救助ライセンスをも

っプロ・スキー・ガイド 1名の他、山岳部OB5

名(プロ登山ガイド 2名を含む)、ボランテイア・

スタッフ 7名です。国内外で訓練を積んだプロ・

ガイドの指導はたいへんレベルが高く、講習生は

真剣そのものです。講習費は 2泊の宿泊費込みで

￥25，側 。プロ・ガイドにはガイド・レシオに基づ

く報酬が支払われていますが、それだけにおたが

いの真剣さが伝わってきます。新しい技術が満載

で、各大学山岳部の学生にもこのような講習会を

受けられる機会をぜひ作りたいと思わせる充実し

た内容でした。

現在、文登研では大日岳の事故以来、冬山登山

研修は行われていません。日大山岳部の指導体勢

が気がかりです。指導に当たっての、若手OBの

積極的な関与を強く望みます。皆さんの忙しいこ

1.活動報告(平成19年度)

とは十分理解していますが、 20才台~30才台の若

手OBの力が緊急に必要です。現在、本多直也君

(平成11年卒)を中心に若手OBに声をかけて、学

生、コーチ会の現状認識と対策を練っております。

危機感を持って対応して頂きたいと希望します。

必要な資金はOB会で捻出します。山岳部の灯を

消さぬよう、協力をお願いします。

山本修、若林裕子のがんばりで会報がようやく

完成の運びとなりました。平成13年度から19年度

まで 7年分です。年数が増えると担当者にたいへ

んな労力を強いることになります。毎年の発行が

理想ですが、 2~3 年に 1 度は発行できるよう心

がけていきたいと思います。山岳部の活動は記録

に残してやっと下山完了です。

戦前1939年~1940年の合宿、 1962年ムクトヒマ

ール 「ミュールの鈴jの16ミリフィルムを DVD

化しましたので、会員の皆様に配布いたしました。

戦前のフィルムは1940年8月に前穂で遭難死され

た入来先輩が撮影されたもので、ご家族の方が遺

品から16ミリフィルムを発見され、 VHSビデオ

に変換されたものを田中昇OBが保管され、それ

をDVD化したものです。「ミュールの鈴」は日本

テレビで放映されたものですが、当時のめずらし

いネパールの自然や風土を記録したドキュメンタ

リ一作品として、話題になった作品です。DVD

制作は私の素人の編集で、旧型のDVD再生機で

はご覧になれない場合もあるかと思いますがその

場合はどうかご勘弁下さい。

秋の天幕懇親会は10月 20 日 ~21 日、 3 年連続で

宮原轟OBの実家である信州、|・田沢温泉で開催さ

れました。キャンプフ ァイヤーの後、別館(旧館)

は貸し切りとなり、深夜まで学生を交えて15人で

楽しい話で盛り上がりました。翌日は独鈷山

1，266mへ前山中善寺コースより登り、平井寺に下

山しました。お天気にも恵まれ紅葉のハイキング
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を楽しみました。 今年も 10月 18 日 ~19日は田沢温

泉での天幕懇親会を予定していますので、時聞が

許す方はぜひご参加下さい。

7月31日の暑気払い (24名)、 1月22日の新年会

(30名)が同じ新橋第一ホテル別館で、行われました。

年配のOBが中心ですが、年々参加人数が増えて

盛り上がっております。若いOBももっと参加し

ていただければさらに楽しい会になると思います。

...天幕懇親会独鈷山山頂にて
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ll.海外活動

<日本大学山岳部・桜門山岳会>

...クーラ・カンリ主峰と未踏の北稜



日本大学山岳部・桜門山岳会

クーラ・カンリ主峰登山隊

2001年9月11日の突然のテロが原因となって、

断念を余儀なくされたチベットの未踏峰、サンル

ン(7，095m)への登山。あれから、 3年。そのとき

のメンバーだ、った中村隊長、杉山に、日大医学部

山岳部OBである大前医師、日大山岳部3年でチー

フリーダーの須田を加えた 4名は、チベットの鋭

鋒クーラ・カンリ主峰(7，538m)を目指して、成田

空港より出発しました。

このクーラ・カンリを新たな登山対象として、

中村隊長が選んだ理由は以下の 3点だ、ったとうか

がいました。

①1999年のリャンカン・カンリ (7，535m)初登頂の

時、南に自主立するクーラ・カンリの荘厳な姿に

心を魅せられ、素直に登ってみたいと思った

(1静かな環境で、山と向かい合い自らの力で、自

分たちの登山を行いたいと思った

③西稜という未知のルートに自力でチャレンジす

る登山、そこに登山本来の喜びと素晴らしさが

あると考えた

<隊員構成>

隊 長:中村進(58歳)桜門山岳会

登禁隊長:杉山(1日姓千葉)敦雄(29歳)桜門山面会

隊 員:大前義孝(37歳)日本大学医学部山岳部

OB 

隊 員:須田貴志(20歳)日本大学山岳部3年

メンバーについては、私たちとともに、サンル

ン計画からアマダブラム登山を一緒に行った山本

茂久さんにも、もちろん声をかけましたが、参加

がかないませんでした。学生の須田君は「行きた

い」という本人の意思を尊重し、また経験の場と

して、将来を期待して参加してもらいました。

2004 
平成10年文理学部卒 杉山(千葉)敦雄

《ラサーザル村ロード概略図》

*ガンパ うが工事中の為、

シガツェ経由となった.

N

斗

|

<行動報告>

8月30日成田→成都

8月31日成都→ラサ

9 月 1 日 ~9 月 4 日 ラサ滞在

ラサにて登山装備に再梱包。4日にはラサ郊外の

ボンパ・リ (山)へ高度順化ハイキング。

9月5日 晴れラサ→シガツェ(車移動)

9月6日 晴れシガツェ→ロザ(車移動)

9月7日晴れロザ→ザル村(車移動)

9月8日曇り BC下見

高度順化を兼ねてBC下見に出発。BC予定地

は地元民が羊に草を食べさせるためによく出かけ

る場所であるので道もはっきりしている。堤防の

ように谷を塞ぐモレーンを超えた所にある平坦な

地形の左岸をBCとすることと決め村に戻る。

9月9日 晴れ休養・隊荷整理

9月10日晴れザル村からBC入り

1トンほどの荷物を村人が所有する馬35頭によ

りBCへ荷揚げを開始。午前 9時に出発し、午後

3時テント設営まで終了。須田は高度順化が不十

分であったために、村のリーダ一、 ドルジェさん

に付き添ってもらい村へ下山。

9月11日 曇り~雪 BCにて荷物整理
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9月12日 曇り C1へのルー ト偵察

中村、杉山でC1ルート偵察。BCの上に大き

な氷河湖があり、その先から氷河になっている。

右岸のモレーンに沿って登ってみたが、大きな岩

があり非常に消耗しルー トにならない。そこで湖

畔に下ってみると、問題なく歩けることが分かり、

氷河に上がる箇所にフィックスロープを 2本張り

[].海外活動

ルートとする。

9月13日 晴れ~曇り BCから C1荷揚げ

隊員 4名。協力員 2名計6名でC1へ荷揚げを行

なう。 3時間ほどで氷塔は姿を消し、緩やかな氷

河の上にでる。クレパスはほとんどないが念のた

めにタイトロープで進む。氷河の上には雪が積も

り足首位まで、潜った。単調な氷河を登る事2時間

《ルート概略図》
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余、ブータン国境の山々が見え始め、コルらしき

地形にでる。雪崩の危険を避けるためにコルの一

番高い所を C1(5，745m)として、隊荷をデポしBC

へ戻る。

9月14日 晴れ~曇り隊員休養、協力員C1荷揚げ

9月15日晴れ~曇り C1荷揚げ

隊員 4人でC1へ荷揚げを行なう。行動時間は前

回よりも 2時間以上短縮された。

9月16日晴れ~曇り C1荷揚げ

中村、須田で荷揚げを行なう。

9月17日晴れ~曇り C1荷揚げ

杉山、大前、及び協力員ギャブーの 3人で荷揚

げ。

9月18日晴れ~曇り休養

9月19日曇り~雪 C1入り

C1へのルートも歩きやすくなり、順調に進む。

午後2時から始まった降雪は夜7時まで続いた。

9月初日 曇り~雪 C2ルート偵察

中村、杉山でC2Jレート偵察にでる。西稜側壁は

雪崩の危険を感じたため(後に大きな雪崩が起きた

ことを考えるとよい判断だ、った)、西稜末端から取

り付く事に決める。西稜末端ルートは未踏のルー

トである。末端の取り付きへは大きな斜面をトラ

パース気味に斜上した。深さ20cmほどのラッセル

があり雪崩の不安もあったが、問題なく下部に取

り付く 。 3ピッチロープを張る。その先は急傾斜

となり始めるが、問題なしとみて、本格的なルー

ト工作は明日行なうことにして引き返す。

9月21日 曇り~小雪 C2Jレート工作

隊員全員でルート工作に出る。杉山、大前のベ

アで昨日の地点からさらに 5ピッチ伸ばす。中村、

須田は追っかけボッカ。午後 l時過ぎた頃から風

雪になり視界もなくルー トが見えないため行動を

やめる。

9月22日 晴れ~小雪 C2Jレート工作

中村、杉山で昨日の地点からさらに 4ピッチ

6，045m地点までルートを伸ばす。須田は追っかけ

ボッカ。

9月23日晴れ~量り~アラレ休養

9月24日晴れ~風雪

中村、杉山でルート工作、須田、協力隊員 2名

追っかけボッカ。6，055mまで15ピッチルートを伸

ばす。そこから西稜はナイフリッジとなりリッジ

伝いでコルに出られず、 C1側の斜面を下る事にし

た。だが、この頃から風雪となり、雪も不安定な

ためルート工作を中止しC1に下る。

9月25日晴れ~曇り C1~BC 

大前の調子が、肺水腫の初期症状になったため

に、安全を取り全員でBCに降りる。

9月26日 曇り BC休 養 中 村 ・大前ザル村下山

4西稜全景
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II.海外活動

《ルート工作慨略図》
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9月訂日曇り~雪 BC休養中村BC入り

9月28日晴れ~曇り BC休養

9月却日曇り~風雪 C1入り 大前BC休養

大前を BCに残し隊員3人、協力員5人全員でC1

に入る。午後 2時頃より風雪となる。降雪は未明

の1時まで続いた。

9月30日晴れ~雪 C1停滞

昨夜の降雪は20-30cmに達した。西稜取り付き

まで雪崩が発生する恐れがあるため 1日様子をみ

るため停滞。午後 3時頃より再び降雪となり深夜

まで続き、新積雪は20cmを超えた。

10月1日晴れルート下見

C2までのルート工作を完成させるため、出発。

しかし、昨夜からの降雪は深いところで、30cmにも

達し、取り付きまでの斜面にはいくつも雪崩が発

生していた。雪の状態を観察するため、しばらく

待機とする。雪崩をさけるためにC1を西側に移動。

午後 1時、西稜下部のフィックスロープと雪の

状態を確認するために中村と杉山でルート下見。

フィ ックスロープはすべて埋まっていた。初期の

ルートは雪崩の危険がるため、下方に新しくルー

トを作り直す。

10月2日晴れ~曇り~風雪 C2)レート工作コ

ルに到着

中村、杉山でルート工作。須田、協力員 2名の

3名は追っかけボッカ。体調が万全で、ない大前は

ヴ

dQ
d
 



BCで休養。

前回終了点まで順調に進む。そこで細い雪稜か

ら反対側の斜面を 1ピッチ慎重に下る。そこから

コルを目指して再び登り直す。数日間の降雪で、

腰までもぐったが、杉山がトップで 1ピッチ伸ば

しコルに到着する。その後、天候悪化のためC2

予定地は、まだ先だが荷物をデポしてC1へ下る。

10月3日晴れ休養大前C1入り

フランス隊が我々のルートを使ってC2往復。

何人かはC2に入るという。総勢13名の大部隊。混

乱を避けるため休養。

アタックは中村、杉山 2名で行なうことに決め、

明日 C2入りし、頂上アタックまで一気に最後の攻

勢をかけることにした。

10月4日晴れ~曇り 中村、杉山C2入り

須田、協力員 2名荷揚げ

順調に登り午後I時半C2に到着。フランス隊の

脇にテントを設営する。

中村は次のようなアタ ック計画を決定。

明日、中村、杉山C3荷揚げ、 }II貢化。 1日休養後

C3入り。翌日頂上アタックし、その日の内にC2

下山。

10月5日 晴れ~風雪中村、杉山C3荷揚げ

須田、協力員 2名C2荷揚げ

中村、杉山はアタ ック用の装備を持ち出発。C2

からは 2つのセラックを超えて行く 。初登頂をし

た神戸大が名付けた太郎岩は角のように尖り、非

常に顕著な姿をした岩でよい目標になった。

企西稜下部ルートから黒岩を見る

太郎岩の基部(6，卯Om)にC3を張り、そこを最終

キャンプとして頂上アタックをする計画でいた。

太郎岩まではラッセルも加わり体力を消耗するが、

午後 2時半、太郎岩の基部に着く 。太郎岩の基部

付近にはフラットな斜面はなく、テントを張るに

は斜面を削らなければならない。

風が強くなったのでアタック装備をデポし早々

に下る。

10月6日曇り~風雪 C2、C1停滞

協力員 2名C2入り

気圧の谷の接近か、クーラ・カンリ上空が灰色

の雲に覆われている。

明日から頂上アタックをかけることにした。そ

のため最終キャンプへの荷揚げをサポートしても

らうため、 C1にいる 2人の協力員にC2入りして

もらう事にした。

協力員がC2到着後、降雪が始まる。降雪はその

後益々激しくなり夜まで続く 。

10月7日 風雪・視界なし C2、C1停滞

テントをたたく風の音で目が覚める。入口に積

もった雪を払って外に見る。強い吹雪で視界のな

い状態、とても C3に入れる状況ではない。停滞と

する。衛星携帯を使用しラサ気象台の予報を聞く 。

7、8、9日と雪でクーラ・カンリ周辺は荒れると

の事。

午後、降雪も風も益々激しくなってきた。テン

トが飛ばされないよう、フィックスロープでテン

トの張り綱を補強する。

この天気ではC3までは登れない。明日の頂上ア

タックは無理となった。結局翌朝までこの状況が

止むことなく続いた。

10月8日風雪 C2停滞協力員 2名下山

昨日からの風雪は止むことなく 一晩中続いた。

テントの 3分の 2位まで雪で埋まっている。杉山

が外に出て除雪をする。

結局、降雪は 3日間続いた。この間の積雪はC2

で'70cmを超え、 C1で、は80cmを超えた。そして、

C1の大前は深夜大きな雪崩の音を何度も聞き、そ

の内の 1つはテントに風圧を感じ非常に緊張した

という。

一方、帰国日程が迫っていたこともあったが、
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この悪天候でフランス隊は下山を決定。協力隊員

2名も強靭なクライマーではあるが、この悪天候

にやる気を失ってしまいC2に戻ることになる。C

3までの荷揚げの約束をしていた協力員の下山は痛

かった。

中村はこの悪天候の中をあわてて下るのは危険

である、もう 1日天候の状態を観たいと考え杉山

と共にC2に留まった。風雪が続く西稜には 2人だ

けが残された。

10月9日晴れ・強風登頂断念中村、杉山C1

下山大前、須田C2荷下げ

未明、テントに激しく吹きつけていた風雪がピ

タリと止んだ。外を覗くと満点の星空である。昨

日までの強風と降雪はうそのように止んだ。

登頂の唯一のチャンスであったが、昨日からの

多量の降雪を心配した杉山の判断により、中村は

アタックを考えていたが2人の協議の結果アタ ッ

クを断念する。

10月10日 晴れ C1撤収、全員BCへ下LIJ

10月 11 日 ~13 日 BC撤収、ザル村へ下山

10月 14日~1O月 16 日 ザル村→ラサへ移動

10月17日 ラサ滞在杉山帰国

10月21日 中村帰国

10月22日 大前、須田帰国

<萱頂断念の経緯>

クーラ・カンリ報告書から中村の述懐

『昨夜、ほほ撤退を考えていた私は満点の星空

を見て「チャンスが来た。クーラ・カンリの神が

私達にくれたチャンスだ」と，思った。寝ている杉

山を起こし 12人だけでも荷物を少なくすればな

んとかC3を建設できるO アタ ックに出ょう 。も

し、途中で状況が悪ければ止めて戻ればいし、」と

登禁隊長の杉山に相談した。だが杉山は困惑した

表情を見せ、しばらく考え込んだ後、「安全を考え

るのも登山だと思います」と言った。彼はこの 3

日間に降った多量の降雪を心配していたようだ、っ

たが、私は上部の斜面には雪崩は少ないと観てい

た。私には意外だ、った。むしろ若い杉山からアタ

ックを催促されると思っていたからだ。しかし、

彼の決心は固かった。私はしばらくして「それで、

E 海外活動

いいんだな。ではそうしよう」と彼の意見を尊重

した。ここまで、懸命に頑張ってきた杉山である、

小さい隊ながら登挙隊長という責務を彼に与えた

私は、長い目で見た場合、彼が自ら決断すること

が大事であると思った。

いっぽう、これまでの経験から、これがチャン

スと直感した私は、ヒマラヤの頂上に立つにはチ

ャンスを逃してはならない、チャンスというわず

かな間隙をぬってそこで勇気を奮い起こしてアタ

ックしない限り頂上には立てないと自分に言い聞

かせるように考えていた私は独りでもアタックし

たい衝動に駆られていた。だが、隊員に心配をか

ける事、さらに若い杉山の決断をないがしろにす

る事等考慮、し、自重しなければならなかった。

全てを諦めた瞬間、私は失敗という結果を持っ

て帰らねばならない新たな現実とそこからくる虚

脱感に襲われた。成功と失敗、これまでその両方

を味わってきた私は若い隊員達、さらにまた支援

してくれた先輩や岳友達に対し大きな損害を与え

たような申し訳ない気持ちでいっぱいになった。』

<クーラ・カンリ遠征に対して今思うこと>

中村隊長が作成した報告書を再度読み直し、打

ち込みをしながら、 3年前のクーラ・カンリの遠

征について考えています。

10月9日のアタック断念した判断は正しかった

のか? 人生において 『もし・・あの時…Jという

言葉を考えるのはナンセンスかもしれないが、自

分自身あの時の判断がどうだ、ったのか、今でも悩

んでいます。答えは見つかっていないです。登山

の目的は 「山に登る事、無事に下山する事」であ

ると考えます。両方の目的を達成しないと成功を

はいえません。その点で考えると、今回の遠征は

目的を達成している遠征ではありません。失敗は

成功の母。次なる遠征に結っけなければ、自分自

身の山登りへの糧にしなければと考えます。

しかし、フリーターで自由奔放に山に行ってい

た20代前半と比べ、今は仕事の毎日で、山に行く

事が出来ていない現状です。多くのクライマーが

そうであったように、生活のために山登りから遠

く離れてしまうのだろうか。

-99-



しかし、あの時の答えを出すために、また再び

ヒマラヤの大自然に行って答えを見つけたいとい

う希望をもっています。

今回、会報原稿の作成にあたり、自分自身の中

で、消えかかっていた遠征に対しての情熱がまた再

び出てきました。近い将来、またあの神々の頂に

行けるときを目標にして。 (2∞7年11月26日)

※ルート図は、いずれも報告書「風雪の西稜」よ

り転載しました

クーラ・カンリの旅

この記録は、クーラ・カンリ登山隊のBC訪問を

目的として、山岳部の先輩である石坂昭二郎氏と

チベットの旅に出かけたときのものである。

8月29日 夜、成田空港近くのホテルに集合

登山隊とホリデイ・イン東武成田に宿泊。

8月初日 成田より、北京経由で成都へ

夕食を中村隊長に御馳走になる。

8月31日 成都より、空路ラサへ

空港でガイドの鄭さんに迎えられ、オンボロ車

(運転手、陳さん)にて、市内迄110kmを走り、ラサ

市内のチベット登山協会運営するヒマラヤ・ホテ

ルに入る。ホテル玄関の高度表には、 3，555mとあ

る。

9月1日 ラサにて市内観光

大昭寺(ジョカン)へ。「チベット潜行十年」の著

者、木村肥佐生氏ゆかりの寺でもある。

9月2日 ラサにて市内観光

ポタラ宮へ。ダライ・ラマの宮殿で、チベット

のシンボル的存在である。

9月3日 ラサにて市内観光

色投(セラ)寺へ。ラサの北郊、約3kmにあり、

河口慧海、多国等観が学んだ寺。

9月4日 ラサ近郊のハイキング

ラサ川南の岩峰(3，940m)へ。登山隊は、先の

4，銃犯m迄行く 。

昭和34年経済学部卒 中嶋啓

9月5日 ラサ→羊八井鎮(ヤンパーチン)→雪古

投山口(シュゲ・ラ 5，196m)→麻江

(4，300m)→聯郷→日 l塔則(シガツェ

3，836m) 

予定では、ラサ→ガンバ・ラ (4，800m)→ランカ

ーズ(4，285m)からの一日が、途中の通行止めのた

め、オンボロ車(トヨタ ランド・クルザー)での

約370kmの大ドライブとなる。途中、シュゲ・ラ

を越える。心配した聯郷のヤルツァンポー河の渡

河は新しい橋が出来ており無事に通過。夕方には、

シガツェ市内のホテル神湖酒庖に入る。登山隊は、

別のホテルに移る。

9月6日 シガツェ→ギャンツェ (4，040m)→龍馬→

カロ・ラ (4，980m)→打隆(ダ、ロン 4.4lOm) 

→モンダ・ラ (5，3∞m)→ザル村→洛乳(ロ

ザ)

我々が、登山隊より先にザル村に到着し、 BC

建設予定地を探すも判らないので、明日の宿泊予

定地であるロザまで下り、ロザ招待所に泊まる。

登山隊はモンダ・ラ越えのぬかるんだ道に苦しみ、

夜半にロザ招待所に到着していた事を翌朝知る。

このロザ地域に入るには政府の許可を要するが、

我々は事前に許可を得ていた。ロザ一帯への外国

人の立ち入りは、制限されていると聞く 。

9月7日 ロザ→セコ村(4.280m)→BC(4あOm)

登山隊を追っての出発であったが給油所が停電

の為(中国では、電力不足で、よくあるようです)で、
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半日がつぶれてしまった。昼食後に再出発する。

登山隊キャンプ地より西に約200m地点に我々の

BCを設営する。

※ルーラは、村名ではなく、この辺一帯の総称ら

しい。地図にはロザ川上部にルー・ラ峠があり、

10月22日の中村君の報告では、ザル村としました

が、帰りに泊った旧小学校では、地元民はセコ村

と言っていましたので、セコ村としました。

9月8日 BC→4，360m付近のケルン→4，600m(ヲ|

返地点)→BC

セコ村(4，280m)から、登山隊を追いクーラ・カ

ンリへの草原を登る。

9月9日 BCにて休養

BCの西にある廃寺や北側山麓に見える無住ゴン

1'¥(寺)を散策する。無住ゴンパからは、ロザ川越

しにクーラ・カンリやチベット国境の山々が素晴

らしい姿を見せてくれた。麦秋と菜の花のセコ村

一帯は、泥塀の家々が十軒くらいずつで一つの部

落を構成している。「何処まで歩いて行くのかけ

一家親子四人でのお出掛け姿もありました。

9月10日 BC→谷入口のカルカ(約4，おOm)→BC

.チベットの草原を行く

1I.海外活動

登山隊(馬30頭、地元民30名)の登山隊BC入りに

先んじて出発するも、途中で抜かれ、クーラ・カ

ンリ谷入口にあるカルカ小屋にて引き返す。

夕方の18時半ごろ、馬の鈴の音が聞こえて来た、

登山隊BC往復には10時間はかかるということであ

る。翌朝、須田隊員の体調が悪く、 BCよりのセコ

村の旧小学校に下山している事を知らされる。

9月11日 BCにて休養

石坂さんも、通訳も部落散歩に出掛ける。運転

手の陳さんは、我々が山に上がっている間(12日~

17日朝)は、ロザ招待所に宿泊するので、滞在費用

(500元)を支払う。昼食には須田君も同席するが、

夕食は宿泊所(セコ部落旧小学校で登山連絡官用の

部屋もある)にある食料で、 一人で作るとのことで

宿泊所の部屋に帰る。午後2時半頃より雨がパラっ

き、夜は本格的な降りとなる。

9月12日 BC( 9時5分出発)→谷入口のカルカ→

登山隊BC下モレーンCS(約5，α犯m 12時

着)

地元民4人(うち女性 l人)、馬 6頭(うち 2頭が

石坂、中嶋用で、あったが中嶋のみ乗る)で出発する。

カルカ (約4，850m)までは長い段丘の草原(遠くから
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みると草原に見えるが実は砂磯原のようなもの)が

続き、登山隊のBCを目指すも前夜の雨は、 4，5∞m

付近からは雪だ、ったとみえて、所々には積雪もあ

る。特に谷に入ってからの日陰は、馬もスリップ

するほどの積雪があった。馬料金込みであり、勧

められるので、乗ってみたが、後半に乗りかえた馬

は、態度が悪く、急に水を飲むし、三回ばかり落

とされました(大事には至らずに済みました)。

我々のキャンプサイトからは登山隊BCは見えな

いが、谷上には最後のモレーンが急坂をなした滝

状の沢を挟んでBCへの急登が望まれた。地元の

方々 4人は、連絡官が登山隊BCに登ったので午後

4時頃まで、待ったが、下りてこないので帰村する。

9月l3日 CS(lO時55分出発)→氷河下(5，060m)→

モレーン上→登山隊BC(5，335m)→氷河

湖→CSCl4時40分着)

朝は冷え込んだ。登山隊BCにはキッチン・ポー

ターしか居らず、隊員はC1への荷上げに出掛けた

とのこと。少し待ったが氷河湖沿いの道にも誰の

姿も見えないので下山する。氷河湖奥には、クー

ラ・カンリ氷河の落ち込んだ懸垂氷河が姿を見せ、

その先にはクーラ・カンリ西稜が万の刃を磨くか

の様に空に反り上っており、中々の景観を見せて

くれる。氷河湖畔には、 2002.10.9と記された大石

があった。

9月14日 CS→モレーン下→雪面の急登(5.l80m)

→登山隊BC→CS

石坂さん一人で登山隊BCに行くとの事であった

が、早朝から登っていた我々のチベット人ガイド

のタシさん(中村保氏の山行に数回同行)が降りて

来て、明日からは登山隊全員でのC1入りを聞き、

急速、石坂さんの後を追って登山隊BCに向う。

昨夜のガン夕飯と朝の卵スープに当たり、完全

に腹を壊してしまった。何も口にしていなかった

ので、鄭さんが心配されて同行する。登山隊BCで

は石坂さんは昼食をご馳走になり、隊員らと氷河

湖をパックに記念撮影をし、午後 2時に下山する。

9月15日 CSにて休養

17日の下山予定を変更し、明日に下山すること

とし、タシさん(チベット人ガイド)がセコ村まで

連絡に下る。石坂さんは、鄭さんと東側のハゲ山

(約6，1α)()m)を登る。

9月16日 CS→カルカ小屋→セコ村

CSを撤収して、セコ村に下山する。宿泊は旧小

学校。教室跡には、毛沢東、都小平、江沢民の古

い肖像画が飾られている。窓越しに覗かれるのに

は、昼寝も出来ず、に困った。登山隊の連絡官も咋

日一緒に下る。

9月17日 セコ村にて休養

三々五々と部落を見て歩く 。ロザより運転手の

陳さんが戻る、彼はチベット登山協会の運転手で

あり、ネパール国境には年 1回位、エベレストBC

には数え切れないほど出掛けているそうです。数

多くの名刺を持っており、河西瑛一郎氏(慶麿OB

JAC会員)のきれいな名刺も見せてくれました。石

坂さんはラサから帰りの機内で、その河西さんか

ら挨拶をされたとの事でした。

9月18日 セコ村→モンダ・ラ→プマヨムツォ湖

(4，5∞m)→ロー・ラ (4，筑ゆm)→ランカーズ、(4，285m)

→ギヤンツェ (4，但Om)

モンダ・ラからプマヨムツォ湖聞の4，500mの大

草(砂碑)原で、クーラ・カンリに入るフランス隊

一行24名の車両(ランクルタイプ7台、 トラック 3

台)とすれ違う。砂ぼこりを上げで快走する後ろ姿

は格好よく見える (多分、我がオンボロ車も、彼ら

からは格好よく見えていることでしょう)。

プマヨムツォ湖については、帰国後の10月 3日

にNHK総合TVの iNHKスペシャル」で放映して

いましたが、 5，000mの高度の湖とは少々大袈裟で

す。周囲の山は、 5，000m以上はありますが、我が

高度計では湖の周辺部落は約4，500mで、した。通訳

の鄭さんはこの取材のときに雇われ、非常に厳し

かったと嘆いていました。ランカーズは河口慧海

や英国軍がラサに入った時に通った町ですが、旧

市街を壊して、道路建設を中心とした再開発が進

み、各種の本から想像する姿とは程遠いものでし

た。

また、ヤムドクツォ湖近くには立ち入りが出来

ないとの事です。「河口慧海~日本最初のチベット

入国者J(河口正著)によると、「一・明治34年 3月14

日にヤムドクツォ湖を経て、パーテに入る、 3月

21日一ラサに入る…Jとあります。
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ギャンツェでは、建蔵飯庖に宿泊する。

9月19日 ギャンツェにて市内観光

白居寺(パルコ・チョエデ)を参る。

ギャンツェはラサから亜東(ヤ一トン)を経て、

シッキムを結ぶ大事な町であり、 1903-4年には、

チベットに侵入した英国軍(ヤングハズバンド隊)

との激戦地になった。火縄銃と近代兵器の戦いの

後に破壊された城祉が、今でも市内中心部には聾

え、観光目玉のーっとなっています。ギャンツェ

を占領した英国軍は、河口慧海同様にカロ・ラを

越えて、 1904年8月ラサに入り、 9月6日ポタラ

宮殿でラサ条約が調印され(せ)た。

9月20日 ギャンツェ→日略則(シガツェ)

途中、ギャンツェ郊外にある、元貴族屋敷(ダラ

イ・ラマと一昨インドに亡命した人の屋敷跡)を見

学し、シガツェに入り、ホテル(神湖酒庖)に泊る。

チベット人ガイドのタシさんはご家庭に不幸があ

り、急速ラサに戻る。幸いラサ行きパスに乗車出

来る。

ギャンツェでは、街の中心部にある橋の工事が

完成しておらず、帰りも遠回りさせられる。ある

本によると商業都市ギャンツェとあったが、道路

工事が多く、運転手も大きな袋工事道を 3-4回、

迂回させられる。ほこりと喧喋の街という感じで、

活気は感じられるが、工事も各所が勝手にしてい

る様に見えた。チベット全体に言えるかも知れま

せんが計画性が全くない。

9月21日 シガツェにて市内観光

パンチェン・ラマの居寺であるタルシンポ寺を

見学。10世パンチェン・ラマは1989年に急逝し、

遺体はここでミイラ葬にされ、高さ33mの霊塔に

収められているらしい。霊塔殿「釈填南捷」は1994

年9月に完成し、落慶法要がなされたとの事。

9月22日 シガツェにて市内観光

私設市場は汚いが活気が見られた。一方の公設

市場は整備されて静かだった。それにしても商魂

遣しく、私設市場では石坂さんの腕を離さないお

ばさんがおりました。

9月23日 シガツェ→ホング・ラ (4，675m)→マー

ジ、ヤ(4，280m)→羊八井鎮(ヤンパーチン)

→当雄(ダシシュン 4，155m) 

n.海外活動

青蔵公路をヤンパーチンから北に行き、ダシシ

ュンに入る。翌日に三大秘湖の一つナンツォ湖を

見るためである。

目下、人気の鉄道(ラサ~西寧)は、ヤンパーチ

ンから青蔵公路沿いに建設中だ、った。軌道建設風

景は、まさに人海作戦。

9月24日 ダシシュン→納木措(ナンツォ)湖入

口・道路料金所(4，200m)→ナンツォ湖

(4，710m)→ヤンパーチン (4.110m)→ラ

サ

青蔵公路を戻る途中の寧中付近で、犬をはねる。

多分、即死と思う。車には異常がなかった様だ、っ

た。ラサに近づくと夕立に遭い、擦り減ったタイ

ヤなので、スリップを心配していたら、ラサ手前

で、後輪右タイヤがパンクする。幸い雨も小降り

になり、通りかかった仲間の手伝いもあって、 30

分位で直る。交換タイヤもかなり擦り減っており、

数日後のパンクが心配だ。

9月25日 ラサにて観光

10時に出発してチベット最大の寺といわれるデ

プン寺を参る。寺名は著者や本により「ドブンJ
と記している。デプン寺は西川一三(ロブサン・サ

ンボー)がタパと呼ばれる水汲みなどする下級ラマ

(チベット仏教の僧侶)となって修行した寺。

9月26日 ラサにて観光

甘丹(ガンデン)寺(4，150m)を参る。ラサから約

70km山蔵公路を南東(成都方面)に走り、 3，500mの

国道から一気に4，l50mまでのつづら折りの山道を

一気に登った山上にある。文化大革命ではかなり

破壊された寺院で、今も一部で復旧工事が続いて

いる。

9月27日 ラサにて市内観光

ラサ最後の日は土産物買いに、大昭寺(ジョカン)

の八角街(門前市場)に出掛ける。夕食はラサ最後

晩餐という事でチベット登山協会直営庖に入るも、

サービス悪く、 l床も悪く、いつも食べていた近く

の庖の方がましだ、った。支払に出した1∞元札(ホ

テルで朝に換金した中の古い札)がニセ札だといわ

れたり、散々の扱いで、頭に来る庖だった。

9月28日 ラサより成都へ
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...登山隊のメンバーと記念撮影

ラサ市内では車の混雑を避けるため、自転車・

リヤカータイプの車専用路を走行して、交通整理

の巡査に捕まった。空港までの時間に少しヒヤヒ

ヤさせられたが、何とか 1時間位で空港に到着出

来た。成都では、来るときと同じホテル(巨龍賓館)

に入る。

9月29日 成都より、北京経由で成田へ

北京乗り継ぎの際、東京上空での悪天候を知ら

され、 一時間遅れの出発となる。成田着も22時30

分となったために、最終の上野行に乗り遅れる。

成田駅前のホテルに泊り、翌日の一番電車で帰宅

する。石坂さんは最終の新宿行のリムジンに間に

合ったとの事でした。

<後記>

この度は石坂さんをはじめ、仲間のご援助をい

ただきありがとうございました。紙面をお借りし

ましてお礼を申し上げます。登山というより、寺

院見学の観光だったかも知れません。我々のCS

(約5，∞Om)は、クーラ・カンリ登山隊BC(5，335m)
の一段下のモレーン上に設営し、登山活動は観光

者という事で、登山隊BC以上は行けませんでした。

石坂さんの体力を心配された方が多くいましたが、

食(事)・飲(酒)とも旺盛で、、むしろ私より元気に

歩いておられました。チベット人ガイドのタシさ

んをはじめ、通訳の鄭さんも運転手の陳さんも一

様に年齢(76歳)を聞いて、び、っくりされておりま

した。

私にとって、この度のチベットは中国の一部と

いわれでも仕方ない状況を目の当たりにし、中国

下での変貌は少々寂しい気がしました。しかし、

セコ村からロザ町への寒村を見ると、変化を強要

された人達が多いかも知れませんが、貧しさから

の脱却を図るには、道路等開発中心の姿はやむを

得ないかも知れません。欧米諸国がチベットでの

人権問題を主張しでも、中国の力なくしては、貧

しい人々を救えないでしょう。

建設ラッシュで古い街を壊して、道路建設を軸

に完全に中固化しており、政府機関・学校・病院

はどの町や村でも全て立派な建物であり、セコ村

の小学校さえ衛星放送のアンテナがありました。

都市開発には中国の主要都市が援助しているので、

各工事現場では援助都市名が標記されており、ラ

ンカーズでは湖南省、ラサやシガツェでの上海道

路等、多くの都市名を記入した工事現場を目にし

ました。

帰国後、桜岳(同期)会への報告に、手を加えて

の掲載させて頂きました。 (2∞8年3月3日)
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阻.海外個人活動

<桜門山岳会会員>

企 C1への荷揚げ途中から見たアマダブラム



残された標高差300m
-2001年冬季アマダブラム登山の記録-

今回、会報の原稿作成のために7年前の出来事を

思い出してみた。

今から7年前一2∞1年の出来事といえば、ブッシュ

大統領と小泉首相の誕生、「千と千尋の神隠し」、

長島監督勇退・・・。

そして、現在2008年一アメ リカ次期大統領選、

福田首相、原巨人、‘ジブリ新作「崖の上のポニョ」

…時代は確実に変わってきた。しかし、 7年たった

今もそこには何も造られていない。「グランドゼロ」

世界貿易センタービル跡地。そう、 2001年9月11

日、世界同時多発テロがあった。世界を震憾させ

た出来事。

テロと登山…まったく結び、つかなかった。僕達

が当時目指していた山は、世界の数少ない未踏峰

の一つ、チベットのサンルン峰(7，ω5m)。

テロ→国際的緊張→登山延期。簡単に書くとこ

んな感じになるのか。テロの影響を受けたのであ

った。

以下、登山計画書に記載された中村隊長の文章

「…今回、中国チベットの未踏峰サンルンを目

指していた私たちは、アメリカで発生したテロ事

件による国際的な緊張によ って、登山を延期せざ

るを得ない状況になってしまいました。今後の対

応に隊員達が顔を合わせた時、 言葉を交わすより

も早く隊員達の脳裏に浮かんだのはアマダブラム

(6，814m)でした。 1年以上に亙る準備とその日の

ために蓄えた貴重な時間とエネルギーをこの山へ

向けたいと思ったのは、私たちにと っては自然な

流れでした・..J

あれから 7年、昔の出来事かもしれないが僕に

とってはあの日々は忘れられない。

*ジブリ…スタジオジブリの略。スタジオジブリは、アニ

メーションを主体とした映像作品の企画、制作を主体

とする企業。ファンタジ一作品を作り続けている宮崎
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平成10年文理学部卒 杉山(千葉)敦雄

駿(みやざき はやお)駐督の長編映画 「となりのトト

ロ」、「もののけ姫j、「千と千尋の神隠しjなどがとく

に知られている

2001年11月2日、 3日 名古屋空港→重慶→カトマ

ンス

日大山岳部OBでもある日本山岳会東海支部の

重鎮、尾上先輩の計らいにより、東海支部ローツ

ェ南壁隊と一緒のフライトになる。サンルンから

アマダブラムを目指すことになったのは、隊長の

中村進さん、山本茂久さん、僕の日大山岳部OB

3名と東大山岳部OBの田中淳ーさんの計4名。

11月 4 日 ~11月 7 日 カトマンズ滞在

カトマンズにて隊荷の整理、登山装備の準備を

行う。カトマンズではヒマラヤ観光のお世話にな

る。

11月8日 カトマンズ、→ルクラ→パクデイン

いよいよキャラパン開始。しかし、その前の事富

士急ハイランドのフジヤマに乗ったあと腰が抜け

てしまった(確か21歳だ‘ったような)、乗り物系恐

怖心抜群の僕にしてみたら、カトマンズからルク

ラへのセスナ機は、この遠征でもっとも緊張した

瞬間であった。

それはそうと、憧れのエベレスト街道、行きか

う人々、神々の山々。ついにヒマラヤにやってき

た!

*富士急ハイランドのフジヤマー ー恐怖感では、日本国内で

も指折りのジェットコースター

11月9日 パクデイン→ナムチェバザール

シェルパ族の母なる土地に到着。ラクパ=テン

ジンさん経営で、登山者には馴染みの「サクラロ

ッジ」に荷泊をする。

11月10日、 11日 ナムチェバザール滞在

食料品などの買出し。SPCC(sagarmatha polla-



tion con仕01cornmittee)にて登山申請。

参考まで、にナムチェバザールで、の買出し一覧0

.ケロシン (4uf!): 1鋭治ルピー

-米(7kg) : 420ルビー

・キャベツ(5個): 50ルピー

.人参(2kg) : 4uルピー

ナムチェバザールにある「ナムチェベーカリー」

のミ ックスピザは最高に美味しかった!

以降、隊ご用達の庖となる。

11月12日 ナムチェバザール~ターメ

ナムチェでの準備を終え、 }IJ買化登山のパルチャ

モ(6，279m)に向け出発。僕はといえば、ナムチェ

に入って軽い高山病になり若干の不安を残しての

出発で、あった。

11月13日 夕ーメ→テンポカルカ

11月14日 テンポカルカ→BC (4，800m)→テンポ

カルカ

III. 海外個人活動

11月15日 テンポカjレカ→BC

11月16日 BC→C1 (5，7∞m)→BC 

11月17日 BCステイ

11月18日 BC→ C 1 

11月19日 C 1 (6: 40)→パルチャモ頂上(11・20)→

C1(13: 20)→ B C (17 : 10) 

パルチャモに無事登頂。 トレッキングピークと

はいえ、 C1から先の雪壁、 6，OOOm台のクレパス

(タイトロープで通過)、頂上直下のナイフリッジ

と、雪のおもしろさが凝縮されたルートで、あった。

それにしても、C1は上部壁からの落石が多くて

肝を冷やした。

11月20日 BC →ターメ

11月21日 夕ーメ→ナムチェバザール

11月22日-25日 ナムチェバザール滞在

ナムチェバザールに戻 り休養、食料買出し、衣

類クリ ーニングなどを行う 。冬が近づいてきたナ

¥ ~クスムカングル

寸 {fy'
クーンブ ・ヒマール概念図

-107 



....パルチャモ頂上

ムチェバザールは観光者がほとんどなく寂しい様

子になっていた。いよいよ冬支度が始まる。しか

し、冬の始まりこそが僕達の登山の始まりだ、った。

11月26日 ナムチェバザール→タンボチェ

11月27日 夕ンボチェ→ミンボー

11月28日 ミンボー→アマダブラム BC (4.8∞m) 

パルチャモにて、高度順化をしているのでBC

まで一気に進む。

11月29、30日 BCステイ

冬季登山としての開始は 112月1日」からである。

冬季登山の定義としては、 12月1日以前に、 BC以

上での登山行為を行った場合は冬季登山とはなら

ないそうである。隊員全員、順化も順調にきてい

る。僕はといえば、ナムチェでの高度障害が出た

ときは少し心配になったがパルチャモ以降はいた

って好調で、あった。

12月1日 BC→C 1 (5.735m)→BC 

C1までは、ガレ場歩き。今回のアマダブラム遠

征は「冬季、シェルパレス、セミアルパインスタ

イルJの登山スタイルだ。要するに 112月1日か

ら開始の登山、荷揚げは自分で行い、極地法は極

力行わない登山形態jである。

12月2日 BC→ C1→ BC 

C 1への荷揚げ。セミアルパインスタイル、シ

ェルパレスの形態であるので極力装備食料は少な

くする。上部食料6日分(内予備 2日分)用意。 1

回の食事l人分はカトマンズ購入のラーメン半分

か、 α米80g。
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12月3日 BC→C 1 

いよいよ上部キャンプ入り O そういえば天候で

あるが、晴れである。ナムチェバザールに到着以

降、毎日が晴れている。ヒマラヤの気候は、モン

スーンが特徴であるが、モンスーンが吹くのは、

6月-10月初旬で年間降水量の 9割は、この時季

に集中している。それ以外では、ほとんど雨が降

らないのである。知識としてはあったが、本当に

雨が降らなかった。

12月4日 C 1→5双泊m地点→C1 

ファーストアタック。実は、 C1から頂上への

アタックを我々は計画していた。残置ロープも残

されており、 6.000mまでの高度順化はできている

ので高度的には問題がない。

しかし、その計画は登り始めて、すぐに無謀な

ことを実感する。ヒマラヤの美しい山アマダブラ

ム。「母の首飾り」という意味だ。頂上までの垂直

に釜え立つ壁の部分を母の頭にみたてると、肩の

部分に当たる部分。C1からの登馨はまずは母の

肩の部分を登ることになる。E級-III級程度の登

撃で技術的には問題ない。フィックスは15ピッチ

程度だ。しかし、基本的に稜線の弱点を突きなが

らトラパースしていくため高度が稼げない。思っ

たより進めないのだ。高度に換算すると200m程度

の進み具合で、あった。

12月5日 C 1ステイ

休養しつつ、今後の登山計画を再考する。結果

C 1からのアタックは断念。レッドタワー先にビ

ノtーク。翌日アタックとの事にする。

エベレスト頂上直下でのビパークを経験した

(中村)進さん。1998年のカンチェンジ、ユンガ北壁

で経験をつみ、アマダブラム遠征後の2003年には

ローツェ南壁へ挑戦することになる (山本)茂久さ

ん。ツェルトビパーク後の頂上アタック。普通の

登山スタイルで、問題ないという雰囲気であった

が、当時の僕はかなり緊張していた記憶がある。

山で寝るのはテントが当然という考えの僕にとっ

て、未体験の6.0∞mで、のビ、パーク。しかも時季は、

冬季。人生初体験である。しかし、緊張感が高ま

りながらも、不思議と不安はなかった。進さん、

茂久さんがいたための安心感が、僕の中で大きく



占めていたかもしれない。

12月6日 C 1→6，α)()mビパークサイト

いよいよアタック開始。ザイルパーティは、山

本=千葉、中村=田中。茂久さんがトップでルー

トを延ばして行く 。イエロータワーを含むピナク

ル帯を越え、最初の難所のレッドタワーである。

V級のスラブが3ピッチ。もろい岩場で落石がと

にかく多く肝を冷やした。岩の落ちる音を何度聞

いたことか。

計画通り、レッドタワー先をピパークサイトと

する。

夜から朝にかけての気温で 21
0C。無風快晴。

ツェルトから顔をすぐ出せば見えるのはヒマラヤ

の偉大な111々 。最高の景色である。ビ、パークも身

体を横にして寝ることが出来るスペースを確保で

き、最高の環境の中でのビ、パークであった。

12月7日 ピパークサイト (6:10)→6，500m地点

(13:40)→ピノtークサイト (17:20)

快晴の中、頂上を目指す。まずは「落石ルンゼJ
を進む。「落石ルンゼJは、勝手につけた名前であ

るが、とにかく昨日のイエロータワー同様に、か

なり落石が多かった。上部からルンゼに吸い込ま

れるように落石があった。落石ルンゼを過ぎ、雪

壁通過後は、アマダブラム登山最大の難所のグレ

イタワーである。ほぽ垂直に近いスラブの登挙。

ピッチ数にすると 3ピッチの登撃である。グレイ

タワー抜け口は前傾しており、人工登懇になる。

グレイタワーは残置ロープ、支点がありスムーズ

に進む。

グレイタワー先はマッシュルームリッジ、雪稜

になる。その後、なだらかな斜面が続きテントが

幕営できるスペースがある6，500m地点に着く 。す

でに、そこには我々と同じ時期に入山した外国人

ノTーテイがテントを張っていた。彼らは、そこを

アタックキャンプとするようであった。しかし、

我々はアタック体制だ。必要最小限の装備、食料

しか持ってきていない。勿論シュラフなと守は持っ

てきていない。

前進あるのみである。しかし、外国人パーティ

との順番待ち、落石ルンゼでの落石を避けながら

の登霊祭などから6，500m地点で、山本=千葉パーティ

m.海外個人活動

は、後続パーティを 1時間30分以上待つ事になる。

標高差残り300m。登撃的な難所は抜けた。あとは

慎重に雪壁を登っていけば頂上である。体力的に

問題はない。好調である。天候も問題ない。しか

し、 lつだけ問題がある。登頂後6，000mのビパー

クサイトまで戻る時間がない。 6，500m地点でシュ

ラフに入らず-20
0

Cの夜をツェルト 1枚で過ごす。

厳しい夜を覚悟しての前進か、それとも撤退か。

悩むことになる。

僕は、登山とは究極のリスクマネジメントであ

ると考える事がある。

「リスクマネジメント」 は、もともと欧米で発

達してきた経営管理手法であり企業を取り巻くさ

まざまなリスクを分析し、対策を講じることで企

業の存続・経営目標の達成を図ろうとするもので

ある。この考えを登山に置き換えてみると、登山

は考えられるリスク (危険)に対して、どれだけ対

策を講じ、回避していくことができるか、である

と考える。リスクが回避できないと事前に考えれ

ば、それは撤退しかない。登山を未知のリスクを

求めていく 官険にしてはいけないと僕は考える。

企業におけるリスクマネジメントの失敗は、最悪

なら倒産。会社更生法の適用に踏み切ればよいが、

登山におけるその失敗は道難。最悪なら死亡。

我々が出した結論は「撤退」。

リスクを回避できる経験がなかった。もう少し

掘り下げてみると「千葉敦雄に経験がなかったJ
からだろう。

企グレイタワー
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的確な判断で、あったと思う。

僕自身に後悔はあったか? 1∞%なかったと言

えば嘘になるが、あえて強がりで言わせてもらう

と「なかった」。そう書き記したい。なぜなら、そ

の当時の自分自身の最高のパフォーマンスをした

つもりである。ただ、足りなかった、力が。経験

が。

12月8日 ピパークサイト→C1→BC 

12月9日 BC→タンボチェ

12月10日 夕ンボチェ→ナムチェバザール

12月11日 ナムチェバザール滞在

12月12日 ナムチェバザール→ルクラ

この日を境に 4人での行動は終了となる。進さ

んはアンナプルナ山群にガイドへ。茂久さん、田

中さんはクスムカングルへ。そして、僕は単身日

本に帰国し、学生と共に越後の山へ。

それぞれの山へ行く事になる。

12月13日 ルクラ→カトマンズ

12月14、15日 カトマンズ滞在

12月16日、 17日 カトマンズ→バンコク→成田空

j巷

2∞8年 3月17日

7年前の出来事を思い出してみた。あの頃の僕

の生活は、山中心であった。26歳、自由気佳なフ

リーターであった。 8月にキリマンジャロ、 9月

には明星南壁フリースピリッツ、 11月パルチャモ

と12月アマダブラム、 1月は越後に南アルプス…。

青春を山に賭けた日々であった。幸せな日々で

あった。そして何より幸せであったのは、すばら

しいメンバーと時間を共有できたことである。

隊長の中村進さん。言わずとしれた日本を代表

する登山家。ネパールの事、ヒマラヤの事、多く

のことを教えてもらった。

山本茂久さん。僕の人生の目標。常に自分自身

に対して厳しくできる先輩である。その姿勢から

多くのことを学ばせてもらった。

田中淳ーさん。東大山岳部出身。生き方がとて

もユニーク。人生を楽しむ、そのことに関しては

達人です。今はツトコアウトドアで働くガイドで
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ニュージーランドにいる。

一番若輩者の僕が言うのも不艇であるが、本当

にすばらしい仲間との遠征であった。またこんな

仲間と遠征がしたいものだ。

そして、僕、千葉敦雄。現在は、杉山敦雄。ア

マダブラム遠征後、就職した会社を 2月一杯で退

社をし、 4月から地元の塾で働くことになる。ど

ういう人生を今後歩んでいくか分からない。しか

し、今回 7年前を思い出して考えたこと。

それは、

「またヒマラヤに行きたい! ネパール最高リ

企カトマンズ市内にて山本茂久(右)と



m.海外個人活動

8，OOOmの3日間

2003年冬季ローツェ南壁登山隊報告-

1.出発まで

2002年 1月、日大山岳部の仲間とパルチャモ

(6.279m)、アマダブラム (6.814m)、クスムカング

ル(6.370m)のクライミングを終えた僕は充実感と

共に苦い経験を噛み締めながらカトマンズを後に

しようとしていた。そのトリブパン空港で、田辺

さんたち日本山岳会東海支部2001冬季ローツェ南

壁登山隊に出会ったのがそもそもの始まりだ‘った。

今回のヒマラヤクライミングでは、出発から何

かとローツェ隊と一緒になることが多かったが、

最後まで一緒になろうとは思いもよらなかった。

彼らが散々な目に合い敗退したことは、カトマン

ズ滞在中に聞いていたが、意気消沈していると思

われた彼らは意外に前向きで、最年少の花谷君は

田辺さんと共に「再来年もう 一度行きますから是

非一緒に行きましょう」と誘ってくれたのだ、った。

実際に、それ以降はローツェ南墜登禁を頭に描き

ながら自分のクライミングを行なっていった。そ

して、その翌年に田辺さんから話があったときに

は二つ返事で、参加を決めたのだ、った。

平成 4年生産工学部卒 山本茂久

しかし、僕を誘った張本人の花谷君はパリパリ

の極地法に嫌気が差して参加せず、メンバー集め

に苦労するような状態だった。冬季未踏の岩壁と

はいえ時代に逆行するようなスタイルのクライミ

ングは流行らないのだと実感した。

今回の登山は、通常の登山時期(プレorポストモ

ンスーン)には、雪崩や落石の頻発するローツェ南

壁をプレウインターの安定した時期に登ることで

可能性を高めるという作戦だ。しかし、これには

極地法の中でも短期速攻を必要とするので順応の

為のプレ登山をシシャパンマ (8.027m)で行なうこ

ととした。

日本山岳会東海支部冬季口ーツ工南壁登山隊2003

総隊長:尾上昇

登山隊長:田辺治

登山隊員:鈴木正典、北村俊之、山本茂久、

千田敦司

BCマネージャー.竹中吾郎

クライミングシェルパ:15名
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2. シシャ I'Iンマ

約 4ヶ月間の登山の始まりと言うことで、体調

管理を第一に考えて日本を出発した (2∞3年 9月 3

日)。

シシャパンマは標高の割りに大きな山で、歩く

距離が多く体力トレーニングにもなったようだ、っ

た。高度順化は順調で、最終キャンプから酸素を

吸っての中央峰(8，008m)登頂は、あっけないくら

いだ、った(10月14日)。

3. 口ーツ工南壁

シシャパンマ下山後、 一旦帰国。再準備して、

再びカトマンズへ。

この休暇を僕は有意義に過ごし登山の疲れが取

れたが、他の人たちは疲れが増す帰国だ、ったよう

で、バンコクで再会した時は疲れた顔をしていた。

カトマンズのロールワリントレックの事務所で

準備を行い、 15人の屈強なシェルパと共にカトマ

ンズを後にした。 トリブパン空港からヘリをチャ

ーターして シャンボチェまで飛び、順調にキャラ

パンを進めて予想外に狭いローツェ南壁BCに着い

た(11月14日)。

BCでは、前回苦しめられた風と落石は感じられ

なく、壁の状態は良いようだった。 しかし、前回

に比べて見た目でも、壁についている雪が少ない

企チュクンから口ーツ工南壁

と隊長は言っていた。それは、つまり岩壁登警が

多くなることを意味し、登挙スピードが落ちる恐

れがあった。

クライミングを始めると、最初は予想外に順調

にキャンプを伸ばすことが出来た。 しかし仮C3設

営以降、突風と落石に脅かされてあまりルートが

延びず、待望のC3は予定の8，OOOmに届かなかっ

た。このことが最後に影響を及ぼしたようだ、った。

そしてシェルパたちによって、 7，900m地点にC

3が設営されたのと同時に、田辺パーティー(田

辺・山本・アンギヤ lレ)が頂上(8，516m)までのルート

を切り開くべくC3に入った。

4. 8，OOOmでのルート開拓の3日間

12月10日晴れのち曇り 頂上アタック 1日目

C3→リッジ上8，α)()m地点→C3

昨夜は O時あたりまでは良く眠れたが、その後

はあまり眠れなかった。朝方はシュラフの中でも

苦痛を感じる寒さで温度計を見たら 37
0

Cだ、った。

風はあるが天気は良いようだ。軽く朝食をとって、

出発の準備をする。全ての動きが億劫で、遅い。出

発の前に、キジ打ちに出たら指先の感覚が無くな

ってしまった。慌てて暖める。恐ろしいことだ。

おかげで出発が遅れてしまった。

そんなこんなで、今日最初のトップはアンギャ

ルに行ってもらう 。顕著な稜線へ向けて所々岩の

出ている雪の斜面を登っていく 。全体的に左へ行

きたいのだが、斜面の形状や岩の状況で、右方向へ

登ることになる。結局、稜線までの 4ピッチをア

ンギャルに任せてしまった。彼は優秀なクライマ

ーだ。ユマーリングをしながらつくづくそう思う 。

所々垂直の部分があるボロ壁の微妙なミックスの

斜面も強い気持ちで、登っていく 。

アンギャル、田辺さんに遅れて稜線に出るが、

既にアンギャルがリードしてルートを延ばしてい

る。この頃からガスが出始めて先が読めない。稜

線伝いにヘッドウオールまで行きたいが、どうし

ても稜線の右をトラパースして行くしかないらし

い。ここまでと同様にかなり微妙な雪壁を巻いて

いく 。僕は、ただただ 2人について行くだけだ。

情けない。明日は先に行きたい。
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トラパースカf行き詰まったところで、ここを下

降点とする。上も下もガスでよく見えない。僕も

アンギャルも状況が良く理解できない。呆然とし

ていると田辺さんが下へ懸垂下降して様子を見に

行った。この状況で、懸垂下降をして登り返すなん

て凄い体力だ。まだまだ先は分らないが明日に期

待してC3へ戻る。

12月11日晴れ頂上アタ ック 2日目 C3→ jレン

ゼ内8，α)()m地点→C3

今朝も寒いが良い天気。気合いを入れてトップ

で登りだす。今日こそは、僕がルートを切り開い

て頂上に行きたい。昨日のロープを辿るが、決し

て楽ではない。途中でアンギャルに抜かれてしま

った。昨日の懸垂点まで、やってくると、アンギヤ

ルが先に下っていた。昨日、田辺さんが張った2ピ

ッチ分のロープを下りきったところで、アンギヤ

ルからギアを受け取って僕が トップで下り始める。

下りのルート 開拓というのも変な感じだが、登り

より怖いものだ。ちょっとした判断の間違いが後

で大変な結果に繋がる。学生のときに黒部川へ下

ったときの感覚が蘇る。まっすぐ下ってはいけな

いが容易に右方向へ斜めに下ることは出来ない。

2ピッチ下ると岩稜にゆく手を阻まれた。このま

ま下に下れたら良いが、下を覗き込むと果てしな

く下へ行ってしまいそうだ。心を決めて岩稜を右

へ巻きつついやらしい懸垂下降を行なう 。後から

来るアンギャルは、しきりに岩稜上部をトラパー

スするべきだというが、そんなことをしたら、い

くら時聞があっても足りないだろう。

更に lピッチ下降したところで、とうとう目指

すルンゼを見ることが出来た。ずっと写真で見て

いたあのルンゼが目の前にある。言いようの無い

感動が胸にこみ上げ興奮する。しかし、そのルン

ゼは今僕がいる位置の少し上の辺りから滝状にな

ってl∞m近く落ち込んでいるではないか。なんと

か滝の落ち口までボロボロの岩稜をトラパースし

なくては。しかも最後の部分は、垂直に近い壁の

トラパースになるではないか。あそこに行き着け

ないことには登頂は有り得ない。

アンギャルに取り敢えずのビレーを頼んで、トラ

血.海外個人活動

パースを行なう 。ガレ場を10mほど歩き、利きそ

うも無い岩にアングルでランニングビレーを取っ

てから最後のトラパースに入る。岩が脆く傾斜が

あるもののホールドは大きく、普段の動きが出来

れば問題無いはずだ。グローブを 1枚外して取り

付く 。アタック用に最大限に履き重ねた足回りの

おかげで微妙なアイゼンワークが難しい。ツアツ

ケの先が遠く感じる。酸素マスクが邪魔で、下が見

にくい。いろんな不満も l歩上がってしまえば消

えてしまい、あとは機械的に体を動かし無心で、上

を目指す。気がつくと滝の落ち口に着いていた。

「ゃったー」と心の中で叫んだ。頂上までの道のり

の90%を終えたと思った。後は雪のルンゼを歩く

だけだと…。

しかし現実は甘くなかった。ルンゼの中に入っ

て、最初のピッチをアンギャルに任せ「次のピッ

チも」と考えていると強気の彼が「登れない」と

言ってきた。確かに高さは 5m程しかないがほぼ

垂直なチムニーだ。しかも上に行くにしたがって

広がっている。両側も垂直に切り立っていて巻く

事は出来ない。色々 考えて見るが正面から行く し

かなさそうだ。意を決して、右手のアックスと右

足のアイゼンを奥の氷に刺し、左手左足でパック

アンドフットの体勢を取りながら体をズリ上げて

いく 。ボンベやマスクが邪魔だ。上に行くと左足

が利きづらくなり辛い。やっとのことで半身がチ

ムニーから出た瞬間、左足が抜けた。一瞬時聞が

止まり、 左手のアックスを打ち込むがきれいに弾

かれてしま った。全てがス ローモーションで見え

る。薄い氷に刺していた右手のアックスも外れて

落ちていく 。落ちながら不思議と冷静に分析をし

ていた。ランニング.を取れなかったため当然グラ

ンドフォール。狭いルンゼが幸いし、落ちながら

2-3回転してピレイヤーにぶつかって止まった。

貧弱なピレ一点で止めてくれたアンギャルに感謝。

もし止まってなかったら 2人ともお終いだ、った。

落ちたショックよりも頂上への執念が強く、休む

間もなくリトライ。今度はより確実に左足のスタ

ンスを確認しつつ上部へ。「日本国内でもこんな登

撃をしたなあjなんでぼんやりと考える。3スラ

。J
1
E
A
 

可

E
A



だ、ったか、変形チムニーだ、ったか、はたまた北岳

か唐幕? はっきりとわからないが、そんなこと

を考えながら確実に登って行く 。しかし最後の体

の引き上げでアックスが決まらない。必死に振り

回してやっと体を引き上げたが強烈な酸欠で目の

前真っ暗。チムニーから這い上がってザックを下

ろしパルフ守を捻って酸素を貧り吸う。酸素つであ

りがたい。

この登撃で僕は消耗してしまった。その先の滝

はアンギャルに頼んだ。その滝は正面からの登撃

は不可能で、右岸の逆層の壁を高巻いた。今日は

そのピッチで終わりにし、登頂を明日と決めて戻

った。帰りに約2∞mの登り返しは厳しく、スピー

ドの上がらない僕は登り返しのユマーリング中に

日没を迎えた。しばらくヘッドランプを出さずに

登る僕を気遣って先に上がったアンギャルが「ヘ

ッドランプが無いなら置いていく」と言ってくれ

る。なんて余裕があるのだろう。

最後の垂壁のユマーリングは薄れた。 トラパー

スの途中で急に息苦しくなった。酸素が切れたの

だ。途端に強烈な寒気がし、末端の感覚が無くな

.A.8，OOOmのルンゼ手前の 卜ラパース

っていく 。先に戻っていてくれたアンギャルの指

示と後から田辺さんが精神的にサポートしてくれ

たので、やっとテントに帰ることが出来た。田辺

さん、アンギャルの 2人はほんとに強力だ。テン

トに帰り着くとあちこち傷んでた(両手指先の凍

傷、帰国後に分った左手親指の捻挫、腰も打撲)が、

全ての力を出し尽くせたことと明日の登頂が見え

たことが嬉しかった。冷凍庫以上に冷え切ったテ

ントで疲れた体を休める。今夜もビスケットしか

食べられなかった。

12月12日晴れ頂上アタック 3日目 C3→ 

ルンゼ内8200m地点→C3

朝から体が重い。昨日の疲れが取れていない。

今日こそ登頂だという気持ちがかろうじて体を動

かしている。田辺さんとアンギ、ヤルは黙々と準備

をして登っていく 。皆、「今日こそ登頂Jの気持ち

で気合いが入る。 2人の後を追っかけてユマーリ

ングする。しかしトラパースの部分で足を踏み外

し、岩場を 3mほど滑落してしまった。なんでも

ない所だ、ったのにおかしい。ヘルメットも飛ばさ
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れてしまった。自分の予想以上にダメージが大き

いことを実感した。先行する 2人はまったく見え

ず、ただ一人でロープを辿る。

昨日の終了点の 2ピッチ上で-やっ と2人に追い

ついた。ルンゼの屈曲部でかなり傾斜のある広い

斜面を田辺さんがリードしている。ミックス壁だ

が雪が不安定で、難しそうだ。ランニングもうま く

取れない厳しいクライミング。無風快晴の空だけ

が味方だ。

やっとのことで、この壁を突破してルンゼのピ

ッチへ。今日の僕はリードする 2人にさえついて

行くのが精一杯でト ップを変わる余裕は無かった。

さらに 2ピッチで再び滝が行く 手を阻む。「こんな

ことではいつになっても着かないではないか」、

「こんなはずじゃあなかった」こんな愚痴をいく ら

言ってもしょうがない。誰も行った事がないルー

トは、こうだから面白いともいえるのだ。

その滝のピッチをアンギャルが登っていく 。か

なり手こずっているようだ。時間は容赦なく過ぎ

ていく 。このピッチを最後にユマーリングしてピ

レ一点に着くと、田辺さんから 「ここで終わりに

しよう」と言われた。2人とも厳しい顔をしてい

る。まだ明るいし、もう少し進めることも出来る

かもしれないが、田辺さんだ、って、そんなことは

百も承知だ。ましてこんな状態の僕が反対意見を

言う事は出来ない。素直に領いた。

帰りのことはあまり憶えていない。下るだけと

は言っても、けっして楽ではないし、垂直のユマ

ーリングも有るルートを必死にキャンプまで、戻っ

た。

結局 2次アタ ック隊の北村・千田組も僕らの終

了点から標高にして50mしか伸ばせず、 3次隊と

して出発した田辺隊長も悪天候のため途中で断念

して僕らの挑戦は終わったのだった。

5.最後に

BCに帰り着くまでは、「もう一度アタックしよ

う」との思いが強かった。時間的にももう 1チャ

ンスはあるはずだと…。しかし、 BCへ帰った僕

は自分が予想以上に消耗していることに気づいた。

ill.海外個人活動

右手指の凍傷や左手親指と腰の痛み、この体で頂

上へ向かったときに負う負債について考えたら怖

くなってしまったのだ。確実に指は落とすことに

なるだろう、それ以上のものを失くすことも高い

確率で考えられる。帰国後の仕事も考えたら尚更

行けなくなってしまった。しかも、 BCに来ている

妻からも止められ、自分の中での理由付けが出来

てしまった。

田辺隊長へ「もう頂上アタックはしないこと」

を切りだすのは苦しいことだ、ったが、隊長は嫌な

顔一つせずに受け入れてくれた。申し訳ない。

これで僕の挑戦は終わった。しかし、この時は

残念な気持ちよりも生きて帰れるんだという安堵

感が大きかったのが本音だ。帰国してあのときの

自分の判断を振り返っても間違いではなかったと

思っている。しかし、肉体的、精神的にもっとも

っと強くならなければ駄目だということも分って

いる。

登山は苦い結果に終わったが、全体的には楽し

い登山だ、った。殆んとε初顔合わせだった個性的な

メンバー達と 4ヶ月も一緒に居て楽しい思い出が

多い。貴重な経験を共にしたみんなに感謝したい。
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はじめてのヒマラヤ
ーローツェベースキャンプ訪問記

2003年冬季ローツェ南壁登山隊に家族が隊員と

してゆくことになり、隊員の方たちのご好意で、

ローツェベースキャンプ(ローツェBC)に滞在でき

ることになったのだ、った。数年も前のことだが、

山行中綴った日記を見ながら、改めて振り返って

みたいと思った。

私は、本隊とは別に10日聞かけてBCマネージャ

ーの竹中さんとBC入りし、本隊登山活動終了後一

緒に下山することになった。

実際の日程は下記の通りだ。

11月23日 羽田→関空→カトマンズ泊

11月24日 カトマンズ滞在

11月25日 カトマンズ→ルクラ~パグデイン

11月26日 パグデイン~モンジョ

11月27日 モンジョ~ナムチェバザール

11月28日 ナムチェバザール滞在

11月29日 ナムチェバザール~タンボジェ

11月30日 タンボジ、エ

12月 1日 タンボジェ~ディンボジェ

12月2日 デインボジ、エ

12月3日 デインボジ、エ~チュクン

12月4日 チュクン~BC

12月 5~8 日 BC滞在

12月9日 BC~デインボジ、エ

12月10日 デインボジ、ェ滞在

12月11日 デインボジェ~チュクン

12月12日 チュクン~BC

12月 13~22 日 BC滞在

12月23日 BC~デインボジェ

12月24日 デインボジェ~デイボチェ

12月25日 デイボチェ~ナムチェバザール

12月26日 ナムチェバザール滞在

12月27日 ナムチェバザール~ルクラ

平成 6年法学部卒 山本泉

12月28日 ルクラ→カトマンズ

12月 29~1 月 6 日 カトマンズ滞在

6日夜カトマンズ→帰国

心配していたことは、体力、高山病、そして現

地での生活 (食事など)に適応できるかどうか?

だった。

lつ目の 「体力」を解決する ことにした。スポ

ーツクラブの会員になり週 3日体力強化のプログ

ラムを作ってもらい、 トレーニングに励んだ。ま

た当時入っていた社会人山岳会の方に付き合って

いただき、秋に 4回富士山へ行った。

2つ自の「高山病」。先輩から高山病に関する資

料を頂き、薬も準備して持ってゆくことにした。

「無理せずゆっくりとしたベースで順応してゆくこ

とが一番だ」ということを肝に銘じて出発した。

結果は、、、 18日間のBC滞在中のほぼ半分は頭痛に

悩まされていた(そのうち 4日間はあまりに頭痛が

ひどくて下の村まで降りて静養したぐらいだっ

た)。少々頭痛持ちだ、った私は、多少の頭の痛さに

は我慢でき、その痛みをうまく誤魔化せる、とい

うへんな自信があったが、山での頭痛は大分違う

タイプだと実感した。呼吸ができないのだ。体中

が心臓になったようにパクパクして、痛みをどう

することも出来ず、ただのた打ち回るだけ、吐く

だけなのだ、った。それが、深呼吸をすると多少痛

みが和らぐのが不思議だ、った。よく考えたら、酸

素を少しでも吸収しようと心臓が頑張っているの

だから、そうするのが一番いい方法なのだ、った。

最後の生活への適合に関しては、、、その心配は

杷憂に終わった。ヒマラヤ山中で過ごすのは初め

てなので、なにもかもに新鮮な感動があった。ま

た、日本人とよく似た顔をしている現地の方たち

ゃ、その土地のゆったりとした時間の流れに、日
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本で暮らす日々よりもかえって心がホッとするぐ

らいた、った。

また、パッティ (宿)で出される食事も、ほぼ美

味しくいただくことが出来、特に野菜の美味しさ

は格別だった。農薬なとさ使っていないからか、野

菜そのものの甘みがあって美味しく感じた。

生まれて初めて食べるものもたくさんあった。

タンボジェのパッテイで食べたヤクのバター。獣

の味がして、これは、私にはまだ受け入れられな

い味だ、った。パックキャラパン中ナムチェ手前の

パッテイで fデユロ』をサーダーのナワンヨンデ

ンさんからご馳走になった。これは、粟とそば粉

をあわせたものだ。カレー皿ぐらいの器に茶色の

かたまりをこんもり出された。生萎の利いたスパ

イシーなスープに浸して食べると教わり、早速い

ただいた。醤油がほしいな、、、と思える薄味の食

べ物だ、った。

飲み物に関しては、あま~いミルクティーとチ

ャンが印象的だ、った。チャンはネパールのどぶろ

く。白く濁った甘酒のような味のお酒だ。山行中

の日記には、こんな風に記していた。『今日は雲が

かかり、 トレ ッカーも少なく、 パッ ティも閉ま っ

ているところが多いので、村々は少し寂しげだ。

行きのざわめきと比べてしまい、余計寂しい感じ

がする。もう冬なんだなーと思う。ルクラの手前

にたどり着いたのは 4時すぎ。近くのパッテイで

窓を叩く音がするので振り返ると(隊長の)田辺さ

んたちだ、った。ナワンヨンデンさんたちとチャン

を飲んで、休んでいるという。田辺さんたちと出発

したが、しばらくすると元の 2人だけの歩きにな

った。私はすっかり疲れ気味で、しげさん(山本茂

久)はチャンを飲んですっかり酔っ払ってしまい、

心臓がパクパクするという。ゆっくり歩き、ルク

ラの村に入る門にたどり着いたときには 5時にな

っていた。このころから雪が降り出した。j(12月

27日)

BCでの暮らしに関しでも記してみたい。ふだん

から私は行動がゆっくりだがBCではさらにゆっく

皿.海外個人活動

り、急がず行動するのがよいと言うことがわかっ

た。そこで、 11日にすることは 1つだけ」と決め

た。それ以上すると、疲れてしまうので、出来な

いのだ、った。「今日は頭や体を拭く日j、「テン ト内

を片付ける日」と決めたら、ほんとにそれだけし

かしない。後は近場の散歩(高山病予防に)と食事

と寝ること。しかし、いるだけで精一杯の私がい

る一方、さらにその上を目指す隊員の方たちは、

BCでの暮らしをまるで街での生活のように、快適

に過ごしていた。、、、つくづくすごいな、と思った。

一番動いた記憶があるのは、 BCに砂嵐が来た日

だ、った。『昨夜12時ごろから風が強くなった。午前

中は風があまりないのが普通だが今日は違った。

時聞が経つにつれ、強くなる気がする。遠くの方

でゴーッと音がするとテントの布を砂が打つ音が

する。風は周期があるようだ。一時弱くなる、あ

るいはピタリと止まる。そののちゴーッという音

がして風が迫ってくる。ゆれる電球。次第に白く

なる (隊員の)千田さん、、、。テントの中もなんとな

く白い。その後テントをつぶした。(そう しないと

ポールが折れてしまう ).1 (12月8日の日記)

テントを張りなおすのに必要な石を運んだり、

そんな仕事た、ったが活動した。少しでも役に立て

ることがあってうれしかったのだ。「お役に立って

くるのよ」という家族の言葉に見送られて、出発

した私だったが、実際にお役に立ったのは、隊員

の家族の方から預かった手紙を渡すことが出来た

ぐらいだと思うが、、、。

BCにいる隊員は個々のテントで生活している

が、食事のとき集合して、おしゃべりしながら食

事をする。わたしもそれが楽しみだ、った。ダワチ

リさんとプラカスさんというコックさんがいた。

とくにプラカスさんの作る料理が「創作料理」で、

(私は)とても楽しかった。今ある材料でバリエー

ションをつけるために日々工夫しているようだ、っ

た。とくに今でも印象に残っているのが、ある日

の昼ごはん。チョコチップのように煮干しがトッ

ピングされたパンが出てきた。「これは何?!Jとこ

のパンの味と組み合わせに各隊員から異論が唱え
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られた。私だけは美味しくいただいたが、、、。その

日、このパンに 『猫パンjという名前がつけられ

た。

また、ルクラへ向かうパックキャ ラパンの途中

で振舞われた、クリスマスケーキは忘れられない。

圧力釜でスポンジを焼き、クリスマスらしくクリ

ームの白と赤いフルーツで飾られたケーキはとて

もかわいらしかった。ケーキを食べたのはクリス

マスイブ、 12月24日。その夜は、今までで、一番

楽しく、暖かな一夜を過ごすことができた。『、、、

そして夜大宴会になった。シェルパ軍団と隊員で

歌の応戦。、、、といっても、ほとんどシェルパ軍団

の勝ち。竹中さんの名司会とみんなのおかしなダ

ンスに爆笑。楽しい夜だ、った。J(12月24日の日記)

私が思いだすヒマラヤはどこまでも澄んだ空と、

企シェルパ達との楽しい時間
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心のこもった食事と、隊員の方たち との細かなエ

ピソードだ。そして日記の最後にはこんなことを

記している。Iこの山行中、たくさんの人に出会っ

た。隊員の方たちはもちろん、ネパールの山中で

暮らす方たち、クライミングシェルパの方たち、

カトマンズで暮らす日本人の方たち、、、。そして、

世の中には凄い人がたくさんいるんだ、と感じた。

この気持ち、忘れないようにしよう。それが、こ

の登山隊の隅っこに置かせていただいたお礼にな

ると思う。』

たぶんネパールに行かなかったら、今の私はな

いと思う。このことがきっかけになり、アジアの

国に輿味が湧き、現在は韓国語を学んでいる。30

代半ばに入って、新たに今後の生き方を模索して

いる私がいる。あのときに感じたことが、少しず

つ地下水のように浸透して私をゆっくりと変えて

いる気がする。



III.海外個人活動

いまどきの最高峰

ーエベレス トとエルブルースー

( ，) 2度目の山頂…工ペレス卜

南側から観るエベレストが僕のエベレストの心

象風景だ‘った。

もっと難しいルート、面白みのあるルートへ…。

多くの人から、今更エベレストに登頂の価値はな

いと思えるような言葉を聞く事がある。

しかし、僕は単純に最高の場所に立ちたかった。

それも、北側と南側があれば、その両方から登っ

てみたかった。

山頂はわずか数平方メートル、見慣れたヌプツ

ェを裏側から望み、 8，500mのローツェは眼下にあ

る。

南側のクーンブの峰々は6，000mの高峰が背景と

重なって、同定が出来ないほどだ。

エベレスト登山の技術的な記録は、これまでい

くつもの書籍で報告がされているので、今更の記

述は必要無いだろう。

この記述は、 2005年 5月末に山頂に達したエベ

レスト登山のトピックスを記す事にする。

登山期聞

かつては 2ヶ月、 3ヶ月を要したエベレスト登

山も、高所順応がスムースに進み、頂上へのルー

ト工作に滞りが無く、天候に恵まれれば、日本を

出発して帰国まで約 1ヶ月から 1ヶ月半で可能な

ことを実践したかった。

上部キャンプを往復する高所順応行動は、体へ

の負担が大きい、体力が無ければ順応は出来ない。

言い換えれば、体力があれば順応は可能だ。無駄

な体力を使う事なく、上部キャンプを目指す一。

しかし、そこには長期の休みが取れない自分の都

合があった。

日本を出発して約1ヶ月で登頂を済ませて帰国す
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昭和60年農獣医学部卒 井本重喜

る計画は、エベレスト周辺の悪天候のために達成

できなかったが、決して不可能な事ではないと思

った。

ベースキャンプの近代化

以前は特別な装備と思っていた“インマルサッ

ト (海事通信衛星)"“衛星携帯電話"りfソコン&

インターネット"が一般化していて、留守本部や

家族への連絡が日常的に行える。発電機を必要と

する電気・電灯も“あって普通"、設備の無いチー

ムが珍しいくらいだ、った。

環境問題に関連するゴミ&汚水事情については、

エベレスト街道・ナムチェバザールを中心とする

NGO環境保護団体の指導が行き届き、ベースキ

ャンプでの食事の残飯や生ゴミは、日干しして重

量を軽くして持ち帰るようになった。また、し尿

処理は、これまで氷河のクレパスに垂れ流しだ、っ

たものが、プラスチック製の樽に集積してポータ

ーが下部のゴラクシェップまで運び、地中に投棄

するようになっている。

完全な環境保護の施策とは言えないが、従来よ

りも格段に対策が取られている事を実感した。

ヘリコプターの利用

標高5，300mのベースキャンプにはヘリポー トが

造られ、登山期間中に何度かヘリコプターが飛来

した。ただ、ヘリポートの近くには、数年前に飛

来したヘリコプターが着陸か離陸に失敗して、氷

河上にその破壊された機体を残している。

ベースキャンプで休養していたある日、遠くに

ヘリコプターのプロペラ回転音を聞いたが、機影

は全く見えなかった。しばらくして遥か上空に銀

色に光る飛行物を見たが、まさかそれがヘリコプ

ターだとは思わなかった。同行していたシェルパ



の一人が、サウスコル(8，000m)に、ヘリコプター

が着陸したと他隊からの情報を伝えてきたが、

8，0∞mの上空を飛行で、きるヘリコプターの存在は、

にわかには信じ難いものだ、った。

登山を終えて日本に帰国した後に、ある情報筋

からヨーロッパのヘリコプターメーカーのホーム

ページに掲載された動画を紹介された。そこには、

エベレスト山頂に機体を着地させた姿でホパーリ

ングする実写の画像が掲載されていた。

あと数年もすれば、エベレスト山頂へのヘリコ

プター到達ツアーも不可能ではなさそうだ。

ただ、幸い負傷者は無かったものの、登山期間

中にベースキャンプでヘリコプターが着陸に失敗

し、ベースキャンプに残されたヘリコプターの機

体は 2機となった。この事故以降、不要不急な事

情が無い限り、ベースキャンプへのヘリコプター

の運航は禁止されている。

アイスフォール

一時期に数10隊、 2005年春は21隊の登山隊が訪

れるエベレストの下部ルートで、それぞれの登山

隊が思い思いのルートを作れば、それだけ物資が

必要となり、無駄と環境汚染が発生する。そこで

従来では考えられない事が実施されていた。

S P C C (サガルマータ・ポリューション・コ

ントロール・コミッティー)、エベレスト街道の環

境保護に取り組むNGO団体が、ベースキャンプ

から第一キャンプまでのルート整備を請け負う 。

その負担費用は、登山隊の隊員数によって違うが、

政府が認可した SPCCに支払い、 SPCCはア

イスフォールを熟知したシェルパとのルート整備

に必要なロープやハシゴなどの物資を調達、供給

している。

これだけ整備されたアイスフォールでも、滑落

事故が起こる事がある。2005年4月は、アメリカ

人の登山者がクレパスに10m転落して死亡する事

故が起こった。フィックスロープやハシゴが完備

されたルート上で、彼は基本中の基本であるフィ

ックスにカラピナを懸けると言う動作を怠ってい

たのである。

サウスコル

ローツェフェースの第 3キャンプからサウスコ

ルの第 4キャンプに向う途中、同行者の酸素残量

が急激に減り、行動出来なくなってしまった。原

因は、整流計を取り付けた際の不手際だ、った。高

所ポーターに新しい酸素シリンダーの荷揚げを指

示し、酸素が補給されるまでの時間、その場で待

機する事とした。

日は暮れ、周囲は暗くなり、しばらくするとロ

ーツェの山頂付近から月が姿を現した。もし、こ

の場所で誰のサポートも無く、酸素も無くて一晩

過ごす事ができるか...? 多分、自分には無理だ

ろう 。そんな標高、そういう世界である事を実感

する時間だ、った。

待望の酸素が到着し、同行者と共にサウスコル

に向ったのは深夜のO時過ぎ、先行する同行者のチ

タンアイゼンが岩稜を踏むたびに飛び散る火花が

美しかった事だ、けが記憶に残っている。

山頂

5月30日午後10時過ぎにサウスコルを発ち、山

頂へ向った。すでに他隊の先行者の灯りが点々と

山頂へ続いていた。

1日に何人登ろうが僕には関係ない。 1日に何

人登ったからと言って、自分が登れなければ何も

言えない。黙々と登り、黙々と歩いて 2度目の山

頂に立った。

...ヒラリーステップ
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企エベレスト山頂にて(左)

(2 )コーカサス山脈 工ルブルース登山記

2004年に続いて、 2005年6月に再度エルブルー

ス(5，642m)があるコーカサス山脈に向った。

コーカサス山麓のロシア・ガパルデイノパルカ

ル自治共和国は、近隣に長年紛争が続くチェチェ

ン共和国があるため、外務省の渡航情報によれば

レッドゾーン (不要不急な渡航はできない地域)

に識別されている。

最初に訪れた2004年には、日本を発つ前に現地

近郊の2つの空港で航空機が墜落するテロリストに

よる事件が発生し、空港の警備・警戒も緊張が続

いていた。

エルブルース山麓へは、パクサン川に沿ったバ

クサン渓谷の中を進む事になる。

沿道には、イスラム教のモスクに似たロシア正

教会の教会やリンゴ畑、羊や牛の放牧地が広がり、

空港付近や幹線道路の検問で感じた緊張感は次第

に薄れていった。

かつては地下鉱物の採掘で栄えた街が時代の変

遺なのだろうか、廃嘘と化した地域がある。また、

この地域の最大のエルブルース村には公園事務所

があり、外国人の場合は“入域申請"の手続きが

必要となり、同行した登山ガイド‘がパスポートを

持って手続きを済ませ、山麓へと向った。

ヨーロッパ大陸最高峰エルブルースを仰ぐアザ

ウ村は、冬季はスキー場として栄えているようで、

旧ソ連時代の巨大な宿泊設備もあったが、こじん

旧 海外個人活動

まりしたペンション風の宿を拠点に、スキーリフ

トを使った高所順応や付近の散策を楽しんだ。

周囲には、 4，OOOm級ながらも氷河を抱く美しい

峰々が多くあり、氷河と雪渓をつめた登山や岩稜

登挙を楽しめるルートが多数あるとの事だ、った。

ヨーロ ッパで発祥した近代登山が、ヒマラヤ登

山の練習場としてこの地を選んでトレーニングを

繰り返し、ヒマラヤで輝かしい記録が作られた。

そういう意味では近代登山が熟成された場所と言

えるだろうね・・・とある先輩から聞いた。

同行してくれた登山ガイドは、旧ソ連時代には

山岳スポーツで国家強化選手に選ばれたほどの実

力の持ち主で、エベレストを 2度、それも無酸素

で登ったとの事。彼の時代もトレーニング登山は

コーカサス地域が多かったそうだ。このような思

いもよらない偉人との出会いも海外登山の楽しみ

の一つだと思う。

エルブルース山中へのアプローチは、ロープウ

ェイとスキーリフトを乗り継いで登っていく事に

なる。リフトの重量制限もないため、不足のない

登山装備を用意して持ち込む事が出来る。

日本で言えば、北アルプス・唐松岳に似ている

と思った。ゴンドラとスキーリフトを乗り継いで

登った先には八方池山荘があり、唐松岳は日帰り

で往復が可能だから・・・。

スキーリフトの終点、標高3，800mには鉄製の円

筒形の筒を横にした宿泊棟と食堂、 雪上車の格納

棟などでなる “ボチキ小屋"があり 、電気が通っ

ているので、小屋の中は電気ヒーターの暖房が完

備されていて、寒さを感じる事は無かった。もち

ろん携帯電話も通じる。
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ぎ降、前市

企コーカサスの峰々

数日滞在して4，200mまでの高所順応行動などを

繰り返して山頂を目指すのだが、小屋と山頂の標

高差は約2，OOOmo4，OOOm以上の標高では、かなり

ハードな登下降だが、ここで強力なサポートとな

るのが“雪上車"だ。

スキー場で言うと初級・中級コース程度の斜面

を雪上車に乗って標高4，600mにある“パストッー

コフの岩"まで登り、そこから登山が始まる。

頂上まで、の標高差は約l，OOOm、傾斜はスキー場

の中級者コース程度。しかし、標高が高く、コー

カサス特有の強い風のために体感温度は氷点下20

度以上、リュックの中の水筒の水も凍り、登行の

スピードも上がらない。

東峰・西峰のコルに達した後、傾斜が増した雪

壁を斜登行して頂上を目指すが、頂上も間近だろ

うと思って登りきった先には広大な頂上台地が続

き、チョオユーの山頂に似てピークは遥か先にあ

る。ホワイトアウトに備えた杭が点々と打たれ、

その杭を一つ一つ過ぎて頂上へ向った。

122 

ヨーロッパ大陸最高峰はとても地味な山頂だっ

たが、強い風と低温は、標高5，ωOmほどながらも、

ヒマラヤに通用する厳しさを感じた。

良い山だと思った。



皿.海外個人活動

ザトウ・ラ・パス越え
メラピークを目指して

グ・モーニングとキッチンボーイの元気な声が

する。オウと返事をし、寝袋のファスナーを開け

る。目はとっくに覚めていたが、 3 . 4人用のテ

ントに一人、厚いマットと暖かい寝袋の快適さに

ぬくぬくとしていた。

テントから顔を出すと、いつもニコニコ元気な

少年(後で聞いたところ20歳という事だったが、と

てもそうは見えなかった)が、竹のザルを花柄のピ

ンクの布で巻きつけたお盆で、ピカピカに磨いた

ステレンスカップを運んできた。大きなポットか

ら熱い紅茶を注いでくれる。シュガー? ミル

ク? と聞く、両方ともカップに入れて丁寧にス

プーンでかきまぜてくれる。ミルク・ティーを飲

みながら外を見ると、真っ白なガスが立ち込め、

雨がしとしと降っている。

キャラパンを開始してから今日で 4日目だが毎

日降られている。ルクラへの朝一番のフライトは

雲が多かったが、ほほ予定通り飛んでくれた0 ・・・

が、その日の午後から雨だ、った。今年はモンスー

ン明けが遅れている。もうすぐ明けるだろうと宮

原先輩が言っていたが、何時のことだろう。

少年が洗面器にお湯を入れて持ってきてくれた。

顔を洗い、食堂へ行き、朝食だ。

我々のキャラパン中の食事情を紹介しよう。

最初は大きな食堂テントを建ててくれたが、 3人

では大きすぎる。そこでパッティを借りて食事を

することになった。 1日目のパッティの壁は、竹

を組んだだけで外が透けて見えていた。屋根には

ブルーシートが掛けてあるだけだ。我々が食事を

する処は、士聞の上に枯草が敷いて有るだけ、ま

さに掘っ立て小屋だ、った。

しかし、キャラパンを進めるほどに段々建物が

立派になってきた。石を組んだ、もの、木造のもの、

昭和37年商学部卒 高緑繁伸

石を組んだ上に内部を板張りにしたところも有っ

た。テーブル、ベンチも置いてある小屋もあった。

ルクラから離れるにつれ、段々立派になってゆく

のが不思議だ、った。

枯草の上、あるいはテーブルの上に、花柄のピ

ンク布をテーブル・クロス代わりに掛ける。真中

にノfター、ジャム、インスタント・コーヒ一、コ

コア等のビンが並ぶ。そしてフォー夕、スプーン、

箸が一人一人の前に置いてある。

朝食は、まず初めにおかゆが出てくる。塩味が

無いので日本から持参のお茶漬けの素、海苔の佃

煮等をまぜて食べる。その後、大きな金属製のお

皿の上に、 トースト、卵焼き、野菜妙、めなどが載

ってでてくる。朝食はだいたいこんなもので、お

粥は毎回必ず、パンはホット・ケーキ、チャパテ

イへと変わった。野菜はサラダ、煮物、妙、め物の

日替わりだ‘った。たまには味噌汁が飲める事もあ

った。

昼食は、最初にラーメンが毎回出される。ぐた

ぐたに煮込まれた短くなった麺と薄い味の汁、ラ

ーメン風のスープといったところか。そして、チ

ャパティか蒸パン等。おかずはコンビーフ、ソー

セージの焼いたもの、野菜料理など。野菜はかな

り多種だ、った。キューリ、人参、なす、大根、ジ

ャガイモ、カリフラワ一、青菜、オクラ等々毎食

付いてきた。高度順化の日や行動が長引く日は弁

当になる。ホット・ケーキ、ゆで卵、チーズが定

番だ、った。昼食は、コ ック達が先回りして、我々

が昼食の場所に着くと、すくい食べられるように準

備が整っていた。

キャンプ地に着くとホット・オレンジジ、ユース

が出る。粉末ジュースだろうが、疲れた身体には

とても美味しく感じた。一休みしているとオヤツ

qa 
ワ臼

1
E
A
 



の時間だ。ビスケット、果物とコーヒーだが、た

まにはココアやミルク・ティーを飲むこともあっ

た。

夕食には、ポップコーンか揚げセンベイがまず

出てくるO 酒を飲む時には、おつまみとして良い

のだが、飲まない時はすこしもてあます。でも必

ず出てくる。米のごはん(圧力釜で炊くので割りと

美味しい)。スープ。おかずは、野菜カレー、コン

ビーフ、魚の缶詰、モモ(チベット鮫子)、スパゲ

ツティー、マカロニ、野菜料理等の日替わり。た

まにヤクのステーキ、野菜の天蓋羅、お雑煮(味噌

味)などが出された。デザートは生のリンゴ、オレ

ンジ、レモンや缶詰のくだものだ、った。

コック、キ ッチンスタッフが日本の遠征隊に参

加したせいか、日本人向きに調理をしてくれたの

で、特に美味しいというわけではないが、口に入

らないものはなかった。なによりも若いシェルパ

(我々はお兄ちゃんと呼んで、いた)が、食事中は付

きっきりで世話をしてくれた。もっとお代わりを

しないかとか、お茶を注ごうかとかサービス満点

だ、った。

キャラパンの l泊目から夕食時には、お酒をた

しなんだ。まずは、ビール(何処でもサンミゲルの

缶だ、った)。さらに、石坂先輩持参のウイスキー、

ブランデーを楽しんだ。 しかし、サーダーから

4，OOOmを越えたら禁酒をするよう申し渡された。

それで、ザトウ・ラ・パス手前のカルテケン

(4;α治m)のキャンプからは禁酒となってしまった。

登頂後、ベースキャンプでの夕食時には塩うに、

葉唐辛子などのおつまみで祝杯をあげた。久し振

りの日本酒は五臓六蹄に染み渡るほど美味しかっ

た。帰りのキャラパンではキャンプ地に着けば、

毎日まずサンミゲルの缶ビールで喉を潤し、夕食

にはロキシ一、チャン、時にはウイスキーと毎晩

よく飲んだものだ。帰国してからある OBに、そ

んな事をするのが一番の死亡事故の元なんですよ

と脅されたが、まあ何事も無く済んだので良しと

しよう。

この峠(ザトウ・ラ・パス)越えが計画の時から
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心配だ、った。この歳(65歳)で'2，600mのルクラから

3日目で、4，600mに上がるのはキツイと思われたの

で、峠手前の4，OOOmのキャンプに入る前に約

4，2∞mまでの順化日を作った。

周りは一面のガス、雨具を着けてテントを出る。

上を見上げても視界はほとんど無い。路の両側に

は白、赤、紫などの色々な花が咲いているが、サ

ッパリ名前は判らない。そして、小さな木々はも

う赤く黄色く色づき始めている。昨日順化の為に

来た大岩の少し上でトラパースになったあたりか

ら、雨は雪に変わってきた。第一の峠を越えた辺

りでは、吹雪になってきた。

まさか、こんな4犬態になるとは思つてなかった

ので、装備は全てポーターが運んで、行ってしまっ

ていた。靴は布製の短いトレッキング・シューズ

(防水は利いていたが)、手袋は軍手、防寒着は雨

具だけだ。靴が埋まる程の積雪になってきた。急

斜面を登るとタルチョーはためくザトウ・ラ・パ

スの峠に出たが、視界はゼロで周りの山々も見え

ず残念だ。それにしても寒い。峠の少し下にティ

ハウスと英語で書かれた石造りのパッティを見つ

けた。暖かいチャイを飲みホット一息をつく 。

そこから雪の付いたジグザグ路を一下りすると

今日のキャンフ。地で、4，300mだ。ここは明るく広い

場所だ。晴れていれば雪を付けた山々と紅葉が美

企メラピークに登頂。左からサーダ一、高緑、石川



しいだろう。初めての4，600mだ、ったが頭痛などの

高度障害もなく快適である。これも高度順化をし

たお陰だろうか。

ルクラから 8日目でベース・キャンプ(5，000m)

に着く 。翌日約5，5∞m迄の順化をし、第Iキャンプ

を飛ばし、一気に第2キャンプ(5，850m)に上がる。

m.海外個人活動

10月15日に石川一郎君とサーダーの 3人で頂上に

立った。 2本用意した酸素も使わず65歳で、

6，654m(N ' M' Aの登頂証明書による)に登れた

ことは幸いであった。

石坂先輩も77歳の高齢にもかかわらず、 5，300m

の第 1キャンプまで登られたのは大したものであ

る。 -2∞5年10月の記録より

キリマンジャロ登山
2006年の記録

半年もまともな休みもなしに働いた大きな仕事

が無事に終わり、次の仕事にとりかかる前の11日

間に休暇を取得することができた。しかし、これ

だけの期間で行ける海外の山となると、どこが考

えられるのか? 日程の都合から高所順応にかけ

られる持聞はないが、できるだけ標高の高い山に

は登りたい。だが、最近は困難な登山もしていな

いし、 トレーニングも不足しているので、技術的、

体力的には高望みはできない。また、せっかくの

休日なのだから、まずは楽しみたい。できれば、

これまで、に登ったオーストラリア大陸の最高峰コ

ジオスコ、ヨーロ ッパの最高峰モンプランに続く

最高峰ならベストだ。こんな思考の末、私は2006

年3月、アフリカ大陸の最高峰キリマンジャロを

目指して、成田空港を飛び、立った。

3月17日 成田→香港→ドユノTイ(空港内待機)

3月18日 ドュパイ→ナイロピ(ケニヤ)→ナマ

ンガ国境(タンザニア)→アリューシャ→モシ→マ

ラング。モシの旅行会社を通してガイドを紹介し

てもらう 。ガイドは年輩、ベテランぽい。ポータ

ー兼コックを 2人雇おうと考えていたが、 3人に

してくれと頼まれる。おかげで登山中の食事はか

なり豪勢なものになった。

3月19日 マラングゲート (1.500m)にて登山手

平成13年生産工学部卒 小林州行

続きをする。樹林帯の中の良く整備された道を歩

く。途中猿やイタチ、鳥などの小動物をみかけた。

雨季なので午後からはどしゃぶりの雨。約 3時間

でマンダラハット (2，7∞m)。

3月20日 ジャンボ(こんにちは)、ポレポレ(ゆっ

くり)、アサンテサーナ(ありがとう)、少しだけス

ワヒリ語を教えてもらった。午前中は晴れていて

も必ず午後は雨がふる。約4時間でホロンボハッ

ト(3，700m)。約半数の登山者はここで 2泊して高

所順応するらしい。ララサラーマ(おやすみなさい)。

3月21日 朝晴れて、初めてキリマンジャロの

頂上が見えた。降ったばかりの雪に覆われて真っ

白に輝いていた。約5時聞かけてキボハット

(4，7∞m)。単調な登り、広大な開けた大地が続く 。

とても富士山より高い気がしないが、急ぐと息が

きれる。ポーターとコ ックはここまで。

3月22日 いよいよアタック。23時30分にポー

ターがお茶とビスケ ットをくれる。O時30分出発。

ヘッドライトの明かりを頼りに、「君のポレポレ

(ゆっくり)は実に素晴らしいリ等とお世辞を言

われタンザニア人の心の豊かさに感動する。疲れ

をためないように歩けば、高山病の影響は出ない

と思っていたが、 5，200mくらいで、頭痛が襲ってき

た。がまんして進むがしばらくして吐き気とめま

いもやってきた。「やはり順応日を取っておくべき
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だ、ったかな」しかし仕事の都合上、止むを得ない。

「元気か? もっと水を飲め」、「有難う。僕はとて

も元気だよ」ガイドは僕を励まそうと思ったのか

「ジャンボジャンボ~J とどこかで聞いたことのあ

るメロディーで突然歌ぃ出す。その余裕がうらや

ましい。5時20分、ギルマンズポイントに着くが

あたりは真っ暗。頭痛が激しく、せっかくここま

で来たのに引き返してしまう人が多い理由が解っ

た。そこからの高度差たった2∞m、富士山のお鉢

めぐりのような道がやけに長く感じる。

6時30分、ウフルーピーク (5.895m)に着く 。赤

道直下とは思えない氷河、雪で覆われた大きな火

口。ガイドに祝福され、肩を組んで、写真を撮る。

下山ははやい。富士山の砂走りのように一気にd駆

け下りる。吐き気はすぐに治って、キボハットで

パッキング。ホロンボハットまで降りる。

3月23日 よく寝た。マラングゲートまで降り

る。観光に来ていた白人の女子高生(推定)達に祝

福され照れる。もう少し余韻に浸っていたかった

が、残念なことに親切だったガイドが豹変し、「チ

ップが少ない」としつこく僕に言う。いくつかの

資料から相場を考えて払ったのだが、どうやら彼

が言うには、日本人はチップを多く払うという習

慣を先人達(おそらく中高年)が作ってしまったら

しい。

豊かさ、貧しさとは何なのか。感謝の気持ちを

どれだけ持っていようと、本人の意思とは関係無

く、結局お金で表現すれば良いと思われている事

が非常に辛かった。日本は本当に豊かな固なのか。

タンザニアは数字だけ見れば確かに貧しい国のー

っとされているが、心だけはいつまでも豊かな国

であって欲しい。自分が登れた事が嬉しいからと

いってチップを多く払いすぎることは、後に続く

外国人登山者達、ガイドやポーター達タンザニア

人にとっても将来的にマイナスになると思う。ガ

イドと別れ、アリューシャへ(泊)

3月24日 シャトルパスでナマンガ国境を経て

ナイロピ、へ。国境でしつこい土産売り達にパスの

周囲を取り固まれた。話は変わるが、アフリカの

ドライパーは非常に運転が荒い。ハイウェイだと

言っているが、とてもそうは思えないガタガタ道

を時速100km位で、飛ばす。隣のケニヤ人は前の椅

子にもたれ、今にも吐きそうな顔をしていた。途

中横転した車の残骸を 2回、起きたてほやほやの

事故現場を 1回みた。多くの車は日本から来た中

古車で、日本で見慣れたタクシ一色の車や、 00
設備等とかかれた車、救急車の色の車も走ってい

た。僕の乗ったシャトルパスはウインカーを出す

度に「左へ曲がります。ピピーッピピーッ」と聞

きなれた日本語を流し、一時アフ リカにいること

を忘れさせた。ナイロピは非常に治安が悪いと聞

いていた。貧困からくるものと隣国ソマリヤから

大量に流れ込んだ、銃器により、昼夜場所を問わず

強盗事件が起こる。警察や空港係員、タクシーで

すら信用できない。地球の歩き方にも「歩かない

で下さい」と書いてあった。

ナイロビ、のパスターミナルから、自分にしては

珍しく高級ホテルに向かう。ホテルの入口には大

きな車止めでイ乍った S字クランク、更に警備員の

いる二重のゲートをくぐる。ホテルの中は一見平

和な感じだが、監視カメラが至る所についており、

異様な雰囲気だ、った。

3月25日 ナイロピ→ ドュパイ(空港内待機)

3月26日 ドュパイ→香港→成田

....キリマンジャロ頂上にて(左)
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キリマンジャロは、登山経験の無い旅行者でも、

条件さえ良ければ簡単に登れる山だとよく 言われ

るが、確かにその通りだ、った。実際、自分が行っ

た時は、アメリカ人や中国人、 ドイツ人の旅行者

が多かった。危険箇所は無く、行程から体調管理

に至るまで、全てガイドが導いてくれるので、何

も不安は無い。宿泊場所があり、荷物はポーター

が運んでくれ、食事も作ってくれる。そのような

スタイルがアルピニズム的に良い悪いは別として、

こういう世界もあったのだなと思った。過去を悔

いている訳ではないが、比較的時間を自由に使い

やすい学生と言う身分を利用して、大陸最高峰を

目指すというのも面白かったかなと、帰国後思う

ようになった。4年間で、コジオスコ、キリマン

ジャロ、アコンカグア、モンブラン、マッキンリ

一、できればエルブルースにも登れるといい。こ

m.海外個人活動

ういう山は、登山をしない人でも知っている山名

なので、山関係以外の人に話しでも楽しい。山岳

部の中でも数人しか超えられない様な、特別な技

術やセンスの壁も無いと思う O 海外旅行も出来る

ので、趣味を突き詰めて世界を知る事ができる。

南極とエベレストまで入ると現実味は薄いが、あ

とは本人次第だろう。卒業してからでも機会があ

れば行けるかも知れない。もちろん、目標を達成

するには未知の障壁が待っていると思うが…。就

職、結婚、子供、なかなか思うように山には行け

なくなる。体力も落ちてくる。自己の実力のピー

クも、残念ながら判ってくる。挑戦的な山行ばか

りが登山ではないと、思うようになった。日帰り

の里山でも、旅行気分の山でもいいから、山を楽

しめる事が、大切ではないかと。最後に、家族が

理解してくれた事に感謝する。

サラリーマンだけど海外遠征
-2006年南米エクアドル コトパクシ登山の記録-

一年に一度の夏休み、サラリーマンなので目一

杯とっても 9日間! 一昨年は後輩の小林州行と

ヨーロッパ遠征、昨年は単独で無念のメキシコ、

ピコデオリサパ取り付き敗退。さて今年はと思っ

たが、昨年と同じく私の無謀な計画に付き合って

くれる暇な人はなく、今年も単独が決定した。し

かし去年と同じ轍を踏んで、はいかんと「なるべく

ガイドが雇えそうな所」、「雨季でない所Jで

5，OOOm以上で、あることで検討してみたところ、あ

りました。南米エクアドル。

エクアドルは南米のアンデス山脈の北方に位置

し、 6，OOOm級の火山がゴロゴロあり、また一番惹

かれるのが、エクアドルの最高峰チンボラソ峰

(6，31Om)なのだ。実はこの山はエベレストよりあ

る意味高いのだ! それは球体をしている地球は、

完壁な球体ではなくて、赤道周辺の地表の方が、

平成10年法学部卒 村田慎也

北極点や南極点の地表よりコアからの距離が遠い

ので、ちょ っとだけ楕円形のようなかたちになっ

ている。だから、ほぽ赤道上にあるチンボラソが

世界最高峰という見方だ、ってできるのである。し

かも無謀にも、その6，000峰に 2日で登るツアーが

あるそうなのだ。でも日本の代理庖を通すと30万

円-40万円くらいかかるみたいなので、スペイン

語はウノ、 ドスぐらいしかわからんが、ええいま

まよと、とりあえず旅行代理庖のHISで航空券

だけゲットした(18万円程度)。そして、準備とい

う準備もしないまま出発の日を迎えたのでありま

した。

2∞6年8月28日(土)

搭乗便は、成田を15時に出発するヒューストン

経由エクアドlレのキト行きのコンチネンタル航空
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の飛行機である。昨日まで仕事の都合で本当に休

めるかわからないという状況で、上野でカメラの

三脚などをのんびり買っていたら、見事に一時間

に一本しかない成田エキスプレスを乗り過ごす。

ピンチ 1 しかもロンドンでテロ未遂があり、普

通は 2時間前に集合が3時間前に行かなきゃなら

んとのことで日本出国前に核心を迎えた。旅行会

社に電話してダッシュでチェックイン。まさにギ

リギリなのでありました。搭乗口ではテロ対策と

のことで液体の持ち込みも禁止。まったくもって

いい迷惑だなあと思いつつ、いつものエコノミー

シートへ。

ヒューストンはアメリカでも東部の方なので16

時間ぐらいかかり、 2時間ほどのトランジット。

中型機に乗り換え、 6時間ほどでエクアドルのキ

トのマリスカル国際空港へ到着。時差があるので

現地時間で土曜の23時。日本を発って24時間。ょ

うやくほぼ地球の反対側の南米に到着したのでし

た。その日は、唯一予約してきたキトの新市街の

3つ星のホテルシャレースイス (そうはいっても

Eαm円だけど)に泊まる。広くて快適なホテルだな

あと思ってシャワーに入ったら、やっぱりお湯は

いつまでたっても出ないのでした…。

8月却日(日)

とりあえずツアー、もしくはガイトを雇わなけ

ればならないとのことで、ホテルを 9時にチェッ

クアウトして町を偵察に出かける。キトはオフィ

スや銀行、ツアー会社などが多い新市街と世界遺

産にもなっているスペインの植民地時代の寺院な

どコロニアルな観光名所が多い旧市街に分かれる。

ツアー会社などを回ってみたが、日曜なので全部

お休み。やばいなあ、金曜の朝にはエクアドルを

出なければならんので、 5日間しかない内 1日が

つぶれてしまうのだ。まあ悩んでも仕方ないし、

せっかくだからと旧市街と赤道記念碑(その名のと

おり公園に塔が立っていてその前の地面に線が引

いてあり、北半球、南半球と書いてある)に行った。

8月30日(月)

今日こそ、山に出発しないとヤパイとのことで9

時に旅行会社の前で開庖を待つ。開庖と同時に突

撃しったない英語で「わし日本から来たんやけ
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ど、山に登りたいんやけど…」とたずねる。基本

的に旅行会社は英語でOK。旅行会社のおっさんが

「コトパクシかチンボラソか ?Jと聞いてきたため

「コトパクシや」というと、うんたら交渉の末2泊

3日ガイドと一対ーで240米ドル(エクアドルは驚

いたことに、現地通貨はなく米ドルを使用する)と

のこと。うーんインターネットでは 5人で 1人の

ガイドで150から200米ドルっていってたから、ま

あいいかと契約することにした。金を払い、ここ

から車に乗って連れて行かれるのかと思ったら

「ガイドとは現地まちあわせや、とりあえずコトパ

クシ国立公園入り口までパスでいってちょ」との

こと。スペイン語が全く理解不能な私には非常に

危険で、はあったが金も払っちゃたししょうがない。

パスでキトを出発する。ガイドとの待ち合わせの

所まではパスで 2時間程度とのこと。パスの運ち

ゃんにコトパクシ国立公園と 100回ぐらいいった

ら、何もない林道の入り口で「おいここだ」と降

ろされる。なんもないけど大丈夫かしらと思って

いたら、着いているはずのガイドも着ていない!

しまった献められたかと思ってウロウロしていた

ら、 1時間後パジエロに乗った、ガイドが到着。

「ソーリー、ソーリーなんせ今日突然言われたから

おくれちゃったよ」といかにも南米らしい。ガイ

ド、の名前はハイメイ。メキシコのボクサーみたい

な顔をした34歳。英語はベラベラ。聞くところに

よると、結婚して子供もいるんだけどもうデイボ

ース(離婚)したんだとのこと。そんなこんなで時

間はもう 14時。パジエロで林道を進む。途中国立

公園のゲートがあり、 8ドルを払う。 1時間程で

本日のキャンプ地へ、ハイメイが「俺はデナーの

用意とキャンプの用意をしてるからお前はトレッ

キングでもしてろJとのことであたりを散歩する。

そうはいってももうここは標高で'3，900m程度。富

士山の頂上よりも高い。 1時間程散歩して帰って

きたら、もう食事の用意ができてると思ったらぜ

んぜんできていない。ガイドだから手伝いをしな

くていいんだけどやたら食事の準備に時間がかか

るのだ。でも一応、スープからメインのポークま

で出してくれて、高山病対策にたっぷりの紅茶を

飲み、テントで眠った。



8月31日(火)

朝目覚めるとコトパクシが顔を出す。エクアド

ル富士と言われるように独立峰で富士山に姿、%

は似ている。朝食をとり出発。今日はホセリパス

小屋(4.800m)まで、とはいっても車でその下の駐

車場までいけて、歩いて 1時間ぐらいのところだ。

しかし駐車場から歩きだしたら、やはりさすがに

4.500mを越す標高のせいか息が苦しい。そういえ

ば、以前日本テレビの「所さんの目がテンリと

いう番組のエクアドル特集でコトパクシ登山に挑

戦という企画があったが、全員高山病であえなく

敗退していたのを思い出す。高所順化という高所

順化もしてないしなあ、と思いつつ、気合いで登

る。1時間程で小屋に着く 。

ホセリパス小屋はしっかりとしたっくりで驚い

たことに公衆電話(使えるかわからないけど)もあ

った。ハイメイはガイド仲間と親しげに話してい

た。昼食をとると、ハイメイが「シンヤ、クラン

ポンのトレーニングをするからついてこい」との

ことで30分程歩いて氷河末端でレクチャーを受け

る。でも内心「おれをだれだと思っている、アイ

ゼンでの歩き方なら俺の方が上だぜ」と思ってい

た。これがあとでとんでもないと気づかされるの

だが…。明日は深夜の 1時出発で、標高差1.000mを

頂上アタックとのことで早めに就寝。

....ホセリパス小屋にて

9月1日(水)

深夜の12時起床。高山病の兆候もなくこれなら

いけそうだ。シリアルとヨーグルトとで朝食を済
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ます。ハイメイとはここからアンザイレンをして

いく 。ヘッドライトを付け。星明りの中を出発。

氷河末端からアイゼンを装着し、閣の中をひたす

ら登る。さすがに5.000mを超えると息が苦しい。

だが出発した 5パーテイの内先頭を切って進む。

なかなかイイベースだと思っていたが。ハイメイ

は、休ませてくれない。休ませてくれというのも

恥ずかしいしと気合いで登る。まわりがようやく

明るくなり、頂上まであと 1時間というところで、

体の変調を悟った。心臓の動俸がヤパイぐらい速

く、休んでも直らない。また息が苦しくてしかた

ない。それまで高山病の兆候はなかったのだが、

そこから体が動かない。あと少しとのことで休み

休み登る。ハイメイも「シンヤあともう少しだ」

とのことで登ろうとするが 1歩すすんだらもう息

があがって登れない状態になる。どんどん後続の

パーティに抜かれる。

なんとか頂上(5.897m)まで、登ったが、感動を味

わう余裕もなく下山に入る。基本的に落ちたらヤ

パイというところはないが、登りの時よりも体の

状態はひどくなり、下山すらできなくなってしま

いそうだ。一歩足を下ろしてもすぐうずくまって

しまう。心臓は悲鳴をあげるかのようにパクパク

で本当にいっ止まってもおかしくないと思った。

これは自分では降りれないと思い。ハイメイに

「俺は動けない」と情けないながら訴えた。そのう

ち立っているのもつらくなりうずくまっていたら、

ハイメイが「シンヤここにいたら死んでしまう、

おりるんだjと斜面を*ロワーダウンで降ろしてく

れることになる。数百メートルおりると少し楽に

なってきたので、ハイメイの肩につかまり意識膿

臨の中、下山をする。ほとんど登りと同じだけの

時間をかけ、小屋についたのは昼の12時過ぎ、小

屋で少し休みハイメイと一緒に駐車場まで戻り下

山をした。

その日はハイメイの家があり、温泉地で有名な

ノくーニョスで泊まった。肺に痛みを感じつつ、エ

クアドルの温泉で体を癒す。プールみたいなとこ

に水着を着て入るからあんまり風情はなかったの

だけど。

*ロワーダウン…登撃を終えたり中止したクライマー、ま



たは救助者がロープにぶら下がって、ピレイヤー (確

保している人)に降ろしてもらうこと。

9月2日(木)

体が悲鳴をあげていたが、明日の朝はもうキト

から出発しなければならないので、パスでキトに

向かう。パスの車窓よりコトパクシが見えた。つ

らい山行になったが本当に美しい山だと思った。

機会があればまた登りたい。

9月3日(金)

朝 7時の飛行機でキトを後にする。ヒュースト

ンでその日のトランジットはなく、 一日ヒュース

トンで滞在しなければならない。NASAのスペ

ースセンターに行きたかったが時間的に無理なの

でしかたなくダウンタウンに出て、ヒューストン

アストロズ対ニューヨックメッツの試合をミニッ

ツメイドパークに見に行った。ホテルに泊まった

らl∞ドルとのことでピックリしてたら、 1万2C削

円ぐらいだから普通なのだけど、エクアドルで昨

日泊まったホテルが9ドルだ、ったから比較してし

まったのでした。

9月4日(土)

ヒューストンより成田へ、日本に帰ってきたら、

やはりもう日曜。部室に寄り、岡田さんお疲れ様

の会に出席し、福島にもどる。明日から仕事かと

思うとどっとつかれがでたのでした。

おわりに

南米は速いけど 2、3日で、6，OOOmに登れる山も

あり時間的に制約のあるサラリーマンクライマー

にはオススメ。また学生でもガイドさえ雇えば登

れるし、費用もそんなにかからないので遠征とし

て一考の価値があるのではないでしょうか。まあ

今回は高山病に苦しんだので、日本で低酸素室に

2、3回行っとけばよかったかなあと思っていま

す。しばらくは結婚もできないだろうから、来年

はどこにいこうかしらと懲りずに考えている村田

でした。 (2α16年記)

...高山病に苦しんだコトパクシ(日付の違いは、カメラの設定によるもの)
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カンリガルボとラグー氷河

一五O歳代グループのスキー探査行-

8，OOOm峰を50歳代で、経験したあと迎えた60歳代

は、未知性の高い土地で、自分たちの足と背で、

新たな登山を試してみたかった。そんな思いの中

で私たちシルバータートルのグループが出会った

のが、チベット南東部に位置する「カンリガルポ

山群」の最高峰、「ルオニー峰をはじめとする

6，α氾m級の山々と大氷河」だ、った。

私たち 『シルバータート lレJのグループ発足は、

20年ほど前にさかのぼる。50歳前後を中心とした

山好きが、 8，OOOm峰に登りたいという思いをひと

つにして、集ったグループであり、 「亀のようにゆ

っくり登山をしよ うJという目標と、年齢から来

る「シルバーJとを合わせて命名した、中高年の

登山グループである。

次に、カンリガルポ山群の位置と概要を説明し

昭和36年工学部建築学科卒 池田錦重

ょう。

ヒマラヤ山脈は、西のインダスJIIから東のガン

ジス川の上流ヤルツァンポーでナムチェパルワ峰

の聾える大屈曲部は終わりと言われるが、この大

屈曲部から東の支流の北側にネンチンタングラ山

脈があり、その南側に東西に長さ260km、南北に

l幅60kmの規模を呈するカン リガルポ山群がある。

さらに東には横断山脈が横たわり、南にマクマホ

ンラインを超え、シッキムと国境を接する。これ

を日本アルプスと比較すると、北アルプスでさえ、

日本海の親不知に始まり乗鞍岳の南の野麦峠まで

約1l0kmに過ぎないから、かなりスケールの大き

い山群である。

ヒマラヤ山脈は、ヤルツァンポーの大屈曲部の

ナムチェパルワ峰を越えると急に高度を落とし

6，OOOm台に落ちるため、ここに位置するカンリガ

東チヘ、ッ ト概念図
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ルポ一帯は、今なお登山者の目には触れにくい、

未踏破、未知の山群なのである。

この山群の最高峰を中国では「若尼峰」と呼ん

でおり、標高6.61Om。一方ロシアの地図では、こ

れが6.805mとなっている。私たちはルオニー峰と

呼んでいる。この山群の魅力は、未知なる山々が

抱えている大氷河にある。未知なる山々は、ベン

ガル湾からの湿潤な南西季節風の影響を受け、こ

こにぶつかり、大量の雪がもたらされ、特徴ある

大きな氷河を発達させている。ラグー氷河につい

ても中国科学院の調査報告では来古氷河と呼んで

おり、来古部落の学校では来果ともよんでいる。

私たちの向かうこの山域には、 2.440mの森林地

帯にまで押し出しているアザ氷河があり、この隣

には「チベットーの規模を誇るラグー氷河(来古氷

河)Jがある。さらにこの隣には、チベット最大の

氷爆を持つミドウイ氷河が存在する。

一方この未知の山域でありながら、この近辺で

の探検の歴史は古い。1882年英国領のインド測量

局パンデットのひとり、 A'Kがこの地域のアタ

カン・ラを北に抜け、さらに1933年には、英国植

物学者キングドン・ウォードが、最高峰ルオニー

を見ながら同じルートを南から北に抜けている。

その後、新中国になってから、 1973年以降中国科

学院の氷河調査隊が入札次第にこの山群の氷河

地形が明らかにされている。最近では2C削年、「ヒ

マラヤの東jの著者、中村保氏が入札曲尺から

アザ氷河と最高峰、さらにはラグー氷河の源流の

.....ラクー氷河全景

山々を写真で紹介しているが、今なおこれらの氷

河の中には誰も踏み込んでおらず、未踏破の山群

として残されていた。

「ラグー氷河探査行2000年~2005年J

まず最初の旅行として、 2000年の私たちは、モ

ンスーンの終わるころを目安として10月中旬にこ

の地域に入った。計画はこの山群の最高峰ルオニ

ー(6.805m)のアザ氷河をつめ、上部で、5，400mのコ

ルを超え、隣のラグー氷河に入る。さらにこの氷

河の源流をつめたあと、 5.500mのコルをもうひと

つ越え、源流のコルから8∞mを越える大氷爆のあ

るミドウイ氷河に下る計画を立てた。

この山群へのアプローチは、チベットの首都ラ

サからパロンツァンポ沿いに川蔵南公路をラウー

に至る予定だ、ったが、途中、 トンマイの所でネン

チンタングラ側の氷河湖の決壊により通れず、川

蔵北公路に変更。このルートはネンチンタングラ

の背稜部を走り、チャムドウを経由し、ラウーに

至るルートだ。そこから川原を進み来古部落の下

にキャンフ。を張った。

このため、日程の余裕がなくなり、この年はラ

グー氷河の探査だ、けに絞った。

来古部落への道は川床のため不明瞭で、、途中の

茶屋で来古部落の若者を見つけ、彼の案内で来古

部落に入った。そこで 2名のヤク使いを雇い、ラ

グー氷河右岸に入る。しかし、右岸上流部でアザ

氷河と結ぶ小氷河から流れ出し合流したクレパス

帯の下で動けず、まともに氷河を遡行することは

不可能と判断し、その付近の山岳の登馨とラグ一

氷河の検横-断だ、けで

翌2却O∞01年lはま、まず、来古部落からザユーに抜け

るアタカン・ラ (4.642m)に登り、次にラグー氷河

左岸のヤク・ルートをたどり、ラグー氷河上部の

「内院」と名づけた、氷河に入るルートを見つけた。

2∞2年は、上記ルートを再びたどり、「内院」の

氷河に入るが、キャラパンでは地元ダパ部落の馬

方とのトラブルと、氷河上では予想外に多いクレ

パス帯と軟らかい氷河の雪面に悩まされ、ワカン

やアイゼンでのこの氷河の遡行はままならず、右

手の5.650mの山頂を極め、ここで終了とした。
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2003年は、アタカン・ラ奥のスフコンダ山

(5，3卯m)を登頂。

2005年は ]ACスキークラブの人々とともに、

アタカン・ラと周辺の山々へスキー行を実施した。

そして今回の2006年は、以上の知見と経験をもと

に、スキーによるラグー氷河の遡行と登山を計画

した。

ラグー氷河探査行2006年

[隊員構成]

隊長 本庄健男 (64歳)

隊員 池田錦重 (67歳)

[旅程1

加藤晴久 (62歳)

田 尻賓 (65歳)

森 山勇 (67歳)

嵯峨野宏 (61歳)

川田嘉夫 (65歳)

2006年10月17日に成田を出発し、成都を経由し

ラサに入った。ここで装備・食料を調達。

10月18日、ラサ滞在中は高度順化のため、カン

パ・ラ (4，990m)に登り、順化登山をする。

10月19日、出発。道路の良くなった川蔵南公路

を東進し、パ・ラ (4，930m)でイ11真化のため5.100mま

で登る。八一領に至るまでは、すばらしいアルプ

の風景を楽しみながら下る。

10月20日、八一領を早朝出発。途中セチ・ラ

(4，515m)を超え、ナムチェパルワやギャラベリを

見ながら、ポミ (波密)に至る。途中、赤旗用の竹

竿をI∞本ほど道路わきで採集した。ポミが近くな

ると、カンリガルホ。中部の山群が視界に入ってき

た。光に輝き、漂としてそびえ立つ、日を見張る

ばかりの氷の山々である。

10月21日、ポミを出発。ラウーを経て、来古部

落手前のダパ橋のたもとに、 TBCを置いた。こ

の日のうちに、ダ、パ部落長宅を訪ね、馬とチベッ

ト人の馬方の手配をし、輸送と日程の計画をつめ

る。

10月22日朝、 TBCを出発。右岸の河岸段丘を

登り、ヤク・ルートをたどり 3日間のキャラパン
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の後、このルートの終わる4，730mのモレーン上に、

24日にBCを建設した。天気は安定し、毎日快晴

である。馬方は、 2頭に 1人っき、 1頭当たり

50kgで、カルカからカルカヘ輸送してくれた。

10月25日は、いよいよ本格的な行動開始。目前

の岩尾根を巻くように荷上げ、「内院」の氷河に入

り、 5.1伺mにデポキャンプ(DC)を建設した。

10月26日、全員で荷上げに専念する。

10月27日は、スキーでクレパス帯に入り、 5.200m

氷河上にC1を建設。

10月28日、全員荷上げに専念する。

10月29日、 C1で初めての休養。

10月30日、ルート工作と荷上げのあと、クレパ

ス帯5，2ωmにC2を建設。このキャンプを最終キャ

ンプとし、ラグー氷河奥の左手の山岳登撃隊と、

ラグー氷河源流をつめる 2隊を出すことにした。

10月31日は快晴の朝を迎える。 8時半に 2隊に

分かれて出発。夜中の気温がマイナス10度C以下

に下がるものの、雪面はスキーの踏み跡カ'lOcmほ

ど残る予想外の軟らかい雪だった。第一隊の森山、

加藤は、クレパスをよけながら、ラグー氷河右手

のスノードームと呼んだ山頂 (標高5，928m)をスキ

ーで目指し、午後 2時に登頂。高度と位置を確認

したのち、再びスキーで下山。第二隊の池田、嵯

峨野は、ラグー氷河の源流をつめ、ミドウィ氷河

の境手前で源流の山々と谷を確認した後、 3時に

引き返し、夕方 6時にC2に帰幕した。

翌日月 1日、 C3・C2を撤去し、 DCに泊まる。

11月2日には、全員でBCに下山。入山以来、

実に幸運なことに、毎日快晴に恵まれた。

11月3日、 BCで馬を待っていたが、夜半11時

に本庄隊長の体調が急変し、呼吸が乱れ、 15分後

に意識を失い、そのわずか15分のちに脈が途絶え、

死に至る。あまりの急変で手の施しょうがなく大

変無念であった。

翌11月 4日は、ダパ部落の馬方たちが上がって

くる。夜半から、雪が降り始める。

11月 5日、昨夜からの吹雪で'30cmの積雪の中、

テントを撤収して下山。途中、積雪の中、池田、

嵯峨野が、ヤクカルカのなかでルー トを見失い、 7
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...左奥ルチエンド I峰、右奥ルチエンド H峰

日にTBCに帰着。 なると、思いがけない方向に体調が急変し、死に

11月10日、本庄隊長は、八宿の病院で検死を受 至るケースが起こる様である。

けた後、車で家族の待つラサに向かった。ここで 近年、高齢者トレッカーによる突然死をよく耳

出国のため、北京から来た医師の検死を再び受け、 にするが、今回の本庄隊長の様に、マイナス要因

北京経由の飛行機で帰国した。 が重なると、「体調が急変」否、「激変」する場合

があるのだろう 。隊長も、昼間は全くおかしな様

子は見せていなかった。それが、夜中に一変し、

突然、呼吸が乱れた後、数十分後には肺水腫特有

のボコボコという音が聞こえ出し、私たちは症状

の重さを知った。死はその直後であった。

私たちシルバータートルでは、旅行中の健康管

理を、次のように行っている。朝晩の食前に、パ

ルスオキシメーターで測定し、その後、各自の食

欲を見て判断。テントは 2名以上で就寝し、お互

いに目を配れるようにしている。

今回、酸素は車に乗せてTBCまで運んだが、

全員、 5，OOOm級経験者だったのでBCには持ち込

まなかった。本庄隊長の急変に酸素を役立てられ

本庄隊長の死は、私たちに教訓を残してくれた。

隊長と私は、出発前日本で、仕事の合聞を縫って、

徹夜も含めた準備に追われ続け、疲労を抱えたま

ま現地入りせざるを得なかった。したがって、従

来の登山と同じように、キャラパンで疲労をとり

ながら、体調を整えるつもりであった。しかし、

若いときは当たり前だ、ったその習慣が、今の年齢

では難しいことが今回わかった。

本庄隊長の5，OOOm級以上の登山暦は、決して浅

くはない。若い時は7，800mのヌプツェ登山を経験

し、 50歳初めにはキリマンジャロに登り、ここ 5

年間は、このカンリガルポの地で、 3回も5，OOOm

級の山々を登っているベテランであった。しかし、

隊長には心臓系の持病があった。

持病を抱えている人は、もともと高度順化が難

しい。そこに疲労や、何らかのマイナス要因が重

なかったことが、残念でならない。

[後記]

今回の山旅は、前人未到のラグー氷河(来古氷河)
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の壮大さに感嘆し、陽の光を受けて聾え立つ氷の

山々に、かつて訪れた極地の山々の姿を重ねて眺

めた、感慨深い旅であった。その上、今年は驚く

ほど、好天に恵まれた年でもあった。

簡単にラグー氷河の概念を述べてみる。ラグー

氷河の形状は、東を末端とし、西が源流となり、

北上がりで壮大な姿で横だわっている。源流の

山々は北西から南東にかけて山脈を走らせ、アザ

氷河の最高峰ルオニー峰上に続いている。氷河南

面には小氷河が張り付き、輝く氷壁をまとった美

しい山々が連なっている。一方、氷河北面は、乾

燥した鉄分の多い赤い岩肌がむき出しになり、南

面との対比が著しい。

ラグー氷河の河岸段正層の上には、ヤク・ルー

トが奥まで続き、ヤクの放牧が行われている。気

候に目をやると、この地域の年間降水量は

1，000mmあると言われている。その大半はモンス

ーン期に降り、冬季は少ない。しかし、恵みの雨

により、 5，000m以下の地域で、は、冬季でも草が残

る。ヤク使いたちは、冬季は村に降りてしまうが、

ヤクの放牧は、そのまま冬季でも行われているよ

うである。

....ラグ一氷河源頭の山 ゲムソング (6，450m)

下部の氷河表面はクレパスの凹凸がそのまま残

り、歩きにくいラフ・アイス氷河となり、下部の

氷河湖に落ち込んでいる。

5，000m以上で、はシーズンを通し雪で、私たちが

「内院」と呼んだ所は、下部は地形により危険なク

レパス帯もあるが、その上部は広い雪原となり、

「スキーで歩く」選択をしたことが、適切であった

と思っている。

7年間、私たちはこの未知なるラグー氷河とか

かわってきたが、氷河の消長は正確にはわからな

い。しかし、戦前のロシアの地図 (20万分の1)と

中国科学院の地図(25万分の1)、それに現在の人

工衛星からの写真を比較照合すると、氷河が後退

し、このため下部の氷河湖の規模が大きくなって

いることがわかる。また、ミドウイ氷河の氷爆は、

1992~1993年に中国科学院の撮った写真と、今年

私たちが撮った写真とを比較すると、氷爆部分に

岩肌が現われ、明らかに氷河は後退している。

この未知性の高いヒマラヤの奥地にも、地球温

暖化の影響がヒタヒタと押し寄せているかと思う

と、心が痛む限りである。
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カメラ担いで大岩壁ヘ
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-NHKスペシャル「夫婦で挑んだ白夜の大岩壁Jグリーンランド取材記-

2007年春から秋にかけて、私はNHKスペシャ

ルの番組取材で、グリーンランドの未踏の岩壁登

撃に挑む山野井夫妻のドキュメンタリ 一番組制作

を担当しました。1995年チョモランマ登山に参加

させてもらった際、同行したNHK取材班の仕事

に刺激を受けてカメラマンになった私にとって海

外山岳取材は大きな目標でした。しかし、取材相

手は数々の偉業を成し遂げてきた山野井泰史・妙

子夫妻。しかも、目指したのは北極圏北緯71
0

グ

リーンランド東海岸の無人島ミルネランド。ある

イギリス人山岳ガイドによると登禁記録のない岩

壁帯があるらしい…という不確かな(よく 言えば未

知の)地域でした。

山野井泰史さん・妙子さんには、 1994年チ

ヨー・オユー登山の際のベースキャンプ以来13年

ぶりにお会いしました。しかも舞台は日大山岳部

には縁のあるグリーンランド。奇妙な縁を感じる

取材に、不安と期待の入り混じった複雑な気持ち

のまま取材を進めました。

「本当に登懇意欲を刺激する未踏の大岩壁はある

のか ?J5月、山野井夫妻と共にグリーンランド

に偵察に行きました。日本からニューヨーク経由

でアイスランドの首都レイキャピックへ。レイキ

ャピックから 2時間グリ ーンランド・ Constable

Point(コンスタブルポイント CNP)という寂し

い空港しかない地区に到着。空港の一部のような

ゲストハウス以外は、荒涼とした景色が広がって

いました。

着いた翌日、ヘリコプターで一気に大岩壁帯へ。

未踏の大岩壁があるとされるミルネランドを貫く

氷河をたどるように飛行すると、山野井さんが目

をきらきらさせて興奮する景色が迫ってきました。

クライマーでない私は、未踏の岩壁帯よりも42歳

平成8年文理学部卒 田村幸英

の男が大きな岩を見つけて興奮する様子に、間近

でカメラを向けさせてもらえることに興奮しまし

た。ヘリのローター音と戦いながら、狭い機体の

中で身をよじらせての撮影が、強烈な印象を残し

ているのは山野井さんの興奮に触れたからかもし

れません。

目標が見つかり、本番に備え物資の補給や不測

の事態に対応するため最も近い町Ittoqqortoormiit

(イトコルトミット ※現地の人はイトコトミッと

発音)を取材しようとしましたがヘリで偵察した時

の好天が嘘のような連日の吹雪。せめて町唯一の

スーパーマーケットにたどり着き食料の値段を把

握しようと、万全の装備で外に出ましたが呼吸が

満足にできない雪混じりの強風。一週間吹雪は続

クリーンランド概念図

クリーンランド

司，
，

つd
'
E
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き、唯一地元の人々の生活が撮れると思っていた

時間は奪われ帰国しました。

5年前ギャチュンカンで遭難し、奇跡的に生還

したが多くの指を凍傷で、失った山野井夫妻(泰史さ

んは右足の指すべてと両手の小指・薬指がありま

せん、妙子さんは手に指といえる状態のものはな

く、足も 8本の指がありません)は、岩壁登挙本番

は天候が安定し、最も暖かい 7月後半から 8月中

に登る計画をたてました。

今まで山野井さんは、ソロやアルパインスタイ

ルが主体だ、ったため登撃を含む同行取材は不可能

企標高差1，200mのオルカの大岩壁

でしたが今回 「ピックウオールクライミングなら

一緒に登りましょうJといっていただき同行取材

が実現しました。とはいえ、どうなるかわからな

い未踏の壁に登る取材は、どれだけ準備をしても

万全とはいえません。まして岩登りの技術が未熟

な私にと って、本番までの時間は貴重な訓練の時

間でした。山野井さん、木本哲さん(今回の登挙メ

ンバーでもあり撮影隊の面倒を見てもらいました。

凍傷で両足の指すべてがないクライマーです)に付

き合ってもらい*アッセンダーの基本操作から教え

てもらいました。鉄棒やマンションの手すりにぶ

ら下がり動作確認していて怪しまれたこともあり
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ました。

*アッセンダー…垂直に吊したロープを変るための登高器

私の仕事は、ついていくだけでは成立しないの

で、撮影スタイルも考えなければなりません。撮

影方法に悩んでいたころアーカイブスで放送して

いた 『ある人生「北壁に挑むJjという番組を見ま

した。1965年の白黒フィルム番組は、日本有数の

難ルート滝谷でクライマーの前や真横から狙いす

まして撮っている。

今回、 山野井さんがオルカ(シャチ)と名付けた

大岩壁は、私の能力でポジションを自由に変えら

れるような岩場ではありません。山野井さんらが

イ乍ったルート(固定されたFixロープ)をったっ

...望遠レンズで山野井夫妻の動きを追った
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て上下するのがやっとです。しかし1960年代と同

じか、それ以下のスタイルで「未踏の大岩壁」と

対峠することはできない。そこで今回音声マンと

して、 一緒に取材した日大理工学部山岳部OB山

主文彦さんの協力を得、伸縮自在のカーボン製の

軽い棒の先に小型カメラをつけた手作りポールカ

メラを製作し、クレー ンショッ トのようなダイナ

ミックな映像とクライマーの指先やスタンスをす

ぐそばで、撮っているような臨場感を狙いました。

実際の登琴取材は山野井夫妻・木本さんの全面

協力で、今までにないリアルな登撃を撮らせても

らうことができました。氷河を見下ろしながら、

ルートを伸ばすクライマーをファインダー越しに



狙いつづ、ける事は賛沢な時間で、す。何が起きるか

わからない緊張感、今まで人が触れたことのない

墜にしがみついている高揚感・・・。

今回の番組は、登挙そのものを撮らせてもらう

という一面と山野井夫妻の人間的魅力に迫る事が

番組の狙いでした。登るターゲットが決まってか

ら、山野井夫婦の取材や自分の訓練で何度も一緒

に山に行きましたが、岩が湿っていてコンデイシ

ヨンが悪かろうが、食事が粗末だろうが、とにか

く山にいれば楽しいというあの雰囲気は独特なも

のでした。難しいルートをどう登るか、指のない

ハンデをどう克服するかということに躍起になっ

ているのでは無く、とことん山を楽しんでいると

しか表現できない表情、会話そして登挙。妙子さ

んが泰史さんを「子供の集中力を泰史は持ってい

る」と他のメディアに話しています。子供が何か

に夢中になっている姿が最も近いかもしれません

が、もっと凄みがあるような集中力、気迫を感じ

ずにはいられませんでした。

グリーンランドの自然、山並みや氷河の雰囲気

などをもっと書かなければ桜門山岳会の会報にふ

さわしくないと思います。しかし、山野井泰史・

妙子夫妻の表情、印象に残るインタビュー・会話、

木本さんの凍傷への思いを話してくれたシーンな

どは鮮明に覚えていても、ミルネランドそのもの

は堪能することはできなかったと言わざるを得ま

せん。囲内の取材でも同じですが、自分が感動し

たり怒りを覚えたり感情を刺激された対象に出会

った時に記録する、撮影することが私の仕事。ま

だそれで精一杯なのでしょう。ボーッと空や氷河

を眺めていたのは、キジ撃ちの時ぐらいというの

は大げさですが「今、何をしたら番組が充実する

か…」を楽しみながらできるようになるにはほど

遠いのが現状です。

職種は報道カメラマンですがこれからも山岳取

材のできるカメラマンとして山の映像にこだわっ

て仕事をしていきます。今後ともご指導、情報提

供よろしくお願いします。

....自らも大岩壁を登った
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....;困沢カールと前穂高岳北尾根 (1940年7月撮影)



山と私

1940 (昭和15)年8月、前穂高北尾根五峯でのこ

とです。双眼鏡を片手に四峯の岩肌を祇めるよう

に眺めていた印さん(故佐藤耕三氏のニックネー

ム)は、「おいシャモ(私のニックネーム)、四峯の

壁をやろうと思ったらな、此処から眺めてスケッ

チをとると登れそうなルートが良く分かるぞ、双

眼鏡がないとアカヘンデjとニコニコ顔です。ま

た「岩にへばりついたらアカンデ、真っ直ぐに立

つとスリップしにくいヤロ、その上視界が広くな

ってホールドが分かりやすいjと、この話は86歳

になった今でも憶えている程の強い印象でした。

7月、掴沢での夏山合宿が終わり、その後は立

山への縦走や笠岳登山等幾つかのグループに分か

れましたが、私は奥俣白のキャンプに参加しまし

た。このグループの目的は、前穂高北尾根の岩登

り、ということで一応 5日間だ、ったと思います。

私は新人なので岩登りの基礎訓練を兼ねて、冒頭

で記した様に、印さんに連れられて北尾根の縦走

を楽しみました。また奥俣白の池で泳いだり、雨

の日は上高地ヘイワナの塩焼きを食べに行ったり

して、楽しく有意義なキャンプでした。一応キャ

ンプ終了で徳沢に下りてくると、新たに野田福五

郎さんが登ってこられ「間に合って良かった、お

土産持ってきたよ」と、モロゾフのチョコを一箱

戴きました。私が一年生で、ただ一人「岩登りの

グループ」に参加している、と言うので、気を使っ

て下さったのでしょう、感謝感激です。

その後郷里の熊本へ帰省した時、入来・上関両

先輩の言卜報に接しました。「山岳部の中でも屈指の

お二人が、何でjと、頭の中が真っ白になりまし

た。

私は子供の頃から高い所が好きで、木昇りをし

たり屋根に登ったりしていましたが、家の前から

見える金峰山(キンポウザン665m)によく登ってい

ました。登山道の途中にある峠の茶屋は、夏目激

昭和20年9月工学部建築学科卒 宮本幸男

石の小説「草枕」の冒頭で「オイと呼んだが返事

がない」の茶庖です(昔の茶屈は、場所が少し違う

そうです)。

頂上から西北西に少し下ると岩戸観音(霊巌洞)

があり、かつて昔宮本武蔵が此処で「五輪の書」

を記した、と言われています。

旧制中学の頃はよく阿蘇山(1，592m)にも登って

いました。或る時、阿蘇の根子岳に登るために友

人と共に宮地駅で下車。そこの待合室で、リュッ

クとザイルを肩にしたオジさんが人待ち顔で、立っ

ていました。汽車は出て行く、煙は残るでしたが、

待ち人来たらずの風情。私はすかさず「根子岳に

登りたいのですが、初めてなので案内して頂けま

せんか?Jと訊ねました。ガイドのオジさんは暫

く考えて「良いですよ。面白い所へ案内しましょ

うリと、話は決まりました。根子岳(l，433m)は

標高は低いのですが凸凹の激しい岩山です。私達

は初めての岩登りなので、危険な岩場は避けて稜

線の一部を辿り主峰の天狗岩に着きました。途中

ではローソク岩を登ったり、ザイルを使って懸垂

をしたり、こんな面白い山登りは初めての経験で
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才)。あだ名は小学校
以来ずっとシャモ
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はこれを読んで「はっ!Jと目が覚めた想いでし

た。

考える山登りが普段の暮らしにも溶け込み、物

事の本質を考えるようになりました。現在は山野

草の花の写真を撮りに山に行く程度ですが、 山岳

部にいる頃、高山植物や夜空に輝く星のことを知

っていたら、私の山行きはもっと大きく膨らんだ

ことでしょう。現役の皆さん、都会では見られな

い美しい星や花が、山に行けば沢山見られます。

山に登る心が、豊かになるこ とは確かです。 花も

星も、先ず名前を憶えることから始めて下さい。

....2002年3月20日九州中部にある久住山に、
山野草の花の写真を撮りに行き、牧の戸峠
で記念写真。62年の歳月を経て (80才)、
幾らか円くなり ました
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した。

私は五人兄弟の末っ子、 三兄は日大工学部機械

科卒、その友人(東京在住でワンゲルoB)が熊本

へ三兄を訪ねられた時、私は北アルプスの山の話

を聞き、体がゾクゾクして私も是非登りたいと思

いました。東京の大撃に入れば、アルプスの山に

も行けそうだ、というので三兄と同じく日大工学

部予科(駿河台)に入札直ちに山岳部に入りまし

た。

当時も日大山岳部OBの会、桜門山岳会があり、

その中に故神山勉さんがおられました。神山さん

は世話の届く方で、「よく考えて登れよ」、「大挙山

岳部の登山は、中学生の山登りとは違うんだぞ」

と言っておられました。或る目、故柏田威氏(妻の

兄)を呼ばれ、「シャモは無茶苦茶に登っているが、

少しは考える様に教えてやれ、でも怒らせるなよJ
と頼まれたそうです。柏田氏は私にパスカルの

「パンセ」を読むように勧めてくれました。たしか

明治大学(駿河台)の筋向うに白水社があって、そ

こで「パンセ」を求めたと思います。表紙を聞く

と真っ先に「人間は考える葦である」という有名

な言葉が載っていました。つまり「人聞は弱く、

川辺に生えている葦のようになよなょしているが、

他の動物と違って考える力があるからこそ、万物

の霊長として生きてゆけるjと言うことです。私



日本大学山岳部創設者

平成 6年(1994年)9月、高橋(正)君から越前の

名峰であり、深田久弥氏の百名山の一つでもある

荒島岳への誘いを受けた。運転手と車が欲しい彼

の話に乗ったところ、福井県議会議員をしている

関孝治君も来るという。久しぶりに「関君に会い

たいJ気持ちもあって、なかなか行きにくい荒島

岳に中央アルプス摺古木岳登頂の計画も加えて、

22日夜10時、雨降る高尾駅に集合しました。

中央道→名神高速→北陸道と走って、 23日朝 6

時に登山口(銀嶺荘 ・駐車場)に到着。その 5分後に、

関もやってきた。天気は雨上がりの好天。リーダ

ー高橋、下崎、中嶋、関の面々で、気持ちよく荒

島岳に登ることができました。荒島f告は深田久弥

氏の名文の通り、非常に良い山で、見た目より長

い登りでした。それにしても、百名山ブームは越

前の山々にまで波及しており、中高老年登山者が

非常に多いのには驚きました。

下山後は、関と別れ、次の目的地に向かつて大

移動です。九頭竜ダム→白鳥町→郡上八幡→下呂

→中津川→木曽福島→奈良井宿と夜10時まで車を

走らせました。その車中の雑談がもとで、摺古木

岳を諦め、 一度はしなければと，思っていた、高遠

での日本大学山岳部創設者の豊島さんのルーツ調

査に計画は急速変更。その日は、幕営地にしてい

た公園駐車場の自動販売機から買い求めた缶ビー

ルで乾杯して、テントに潜り就寝。

24日朝から賑やかな人声で起こされる。見ると

公園内 トイレ前の水場横広場に、幕営していたの

でした。視線が集まるなか、テン トをたたんで出

発。高遠へは、権兵衛峠、伊那を経由して高遠域

社に 9時に着きました。

到着後、直ちに調査をはじめようと、電話帳を

求めて電話ボックスを探すも見当たりません。役

場は休日のために閉まっていました。しかし、域

社内に出来た「信州高遠美術館Jに入札ょうや

豊島掠氏のこと

昭和34年経済学部卒 中嶋啓

く発見した暗い電話ボックスの電話帳をめくって

いたとき、堀井英雄館長に声をかけられ、豊島さ

んのお話しをしますと、幸運にも豊島家をよくご

存知とのことでした。早速、事務室に案内してい

ただき、ご自宅に電話をかけられようとしました

が、近くの女子職員から、「奥様は、いま千葉にお

られるお嬢さんのお産のお手伝いで一ヵ月位はお

留守です』とのこと。(注:現在の豊島家は、豊島

さんの甥・恕(あっし)の未亡人フミ子氏が守れて

います)

高遠町殿坂の別棟で同一住宅内におられる親戚

の豊島泰明(地元の教師)夫妻も、その日はお留守

でした。そのため、姪御(恕さんの妹)さんの夫(柿

木邦夫氏)に電話していただき、豊島フミ子さんが

おられる千葉のお嬢さん宅の電話番号をお聞きす

るのが精一杯でした。

殿坂は、高速城祉への大手門出入口付近にあた

り、バイパスがすぐ下手を通っています。桜の時

期「高遠の桜Jに数回でかけた経験から、桜の時

期は一番混雑する界隈だと思います。兼ねてから

先輩諸氏には、医者の家系と聞いておりましたの

で、はじめは廃業したような高遠病院(バイパスの

下)と勘違いをしていましたが、通りがかりの人が

教えて下さり、すぐに豊島家は判りました。

帰宅後に千葉のお宅に電話をしましたら、堀井

美術館々長さんと豊島家とは日頃から懇意にして

居られるとのことでした。堀井館長のお話しのな

かには、豊島家の擁(ひろむ)・恕(あっし)の両氏

のことを知り尽くしておられる様に感じれ、お寺

(町の中心の満光寺)の場所も丁寧に教えていただ

きました。

満光寺は由緒ある立派な寺で、豊島家の墓地は

本堂と接した場所に位置し、大きな豊島家の墓碑

の隣に豊島家代々の墓となっている広いお墓です。

銘碑には、「哲誉浄披居士j昭和13年1月6日死去
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亨年35歳と記されています。また、豊島家の当主

(長兄の長男)恕(あっし)氏は平成 4年3月2日に

亡くなられていました。

豊島家の墓地や満光寺を写真に収めて、門前の

華留運(ケルン)というソパ屋で昼食を済ませまし

た。ソパ屋のご主人は元山岳救助隊員とのことで

す。

帰りは、道路代節約と高速道路の混雑を予想し

て、杖突峠→入笠山→富士見→甲府→笹子峠→大

月→高尾駅前、と国道20号線を久しぶりに走り、

延べ走行1，側同余の山旅を無事終了し、高尾駅前

で祝杯を挙げて解散しました。

この旅のあと、千葉(豊島家のご親戚)や伊東・

伊豆高原にお住まいで、豊島氏の奥様だった植村政

子さん(擁氏逝去後に旧姓に戻る)へのお電話をさ

せていただきました。また、植村政子さん宅には、

数回訪ねさせていただき、下記の事柄が判りまし

た。

① 豊島描(ひろむ)氏(明治37年5月19日生)…父

である恕平氏(現]R飯田線の前身である伊那

電鉄(株)創設者の 1人)の三男として生まれ、

大正11年3月に長野県立大町中学卒業。大正

11年4月に日本大学法学部に進学。卒業後は、

外務省の外郭団体に就職されたとのことでし

た。墓所の高遠町満光寺(町中心部→杖突峠に

向かう杖突街道入口・消防署横)にて永眠。桜

門山岳会会員名簿(昭和15年高速にて病死)は

間違いで、昭和13年が正しいです。

②現在の豊島家(長野県上伊那郡高遠町殿坂)・

掻氏の甥、豊島恕(あっし)氏は、既に亡くな

り、フミ子氏お一人となっており、同一敷地

内には、ご親戚の豊島泰明氏ご夫妻がお住ま

いになって居られました。

③ 豊島フミ子氏とのお電話で、次の事が判明し

ました…豊島蹟氏夫人の政子さんは、披氏没

後ご実家(植村家)に戻り、お嬢さんの植村由

美子さんのご一家と暮らされていました。な

お、フミ子夫人のお話しでは、植村政子さん

は、美術評論家の故植村鷹千代氏とは従兄弟

同志で、東洋音楽学校出の才媛とのことでし

N. 寄稿

た。

④ 植村政子さんのお話(明治37年5月18日生当

時90歳)…お電話した時は、非常に驚かれた

様子でしたが、「お会していろいろと豊島さん

のことや昔の山登りについてお聞きかせくだ

さい」との申し出を快諾して下さいました。

早速、翌週の10月1日の午前中に伊豆高原の

別荘にお邪魔し、お話しを伺ってきました。

また、大切なアルバムをお借りしてきました。

接氏とは、 YWACで山登りをされていた時に、

山でお知り合いになり、結婚されたそうです。

擁氏のお仕事は、外務省の外郭団体に勤務し、

翻訳等をしていたとのことです。政子さんは、

麹町学園、都立一橋高校で約40年間教諭をな

されると同時に]OAK(NHK)放送で唱歌隊

(音楽学校出の合唱団)指導を約40年されてい

たとのこと。また登山やスキーを趣味とし、

当時の女流登山家と呼ばれた、黒田初子、村

井米子、今井登喜子氏らと登られていたそう

で、拝借したアルバムからも「女性登山家の

先駆者jであったことが察せられました。

この初対面以降、植村さんの伊立高原のお宅に

は、女房ともどもよく出かけることがありました。

伊豆方面には、熱海・網代に崎固さん、赤沢温泉

に早稲田ラグビーの古老と私の知り合いが多いの

も一因です。

政子さんは非常に多趣味で、初めて訪問した日

も、前日はカラオケに行って、夜遅くまで、唄って

きたとのことでした。また、絵画を卒業(個展を開

催したので)して、陶芸をしており、毎週土曜に通

っていらっしゃいました。若い頃、登山やスキー

をしていたので、足腰も丈夫。多種多彩な生活を

なさっているご様子でしたから、日ごろ車での送

迎をされておられる、お嬢さんのご主人様より、

お元気に見えました。そんな政子さんを、ともに

音楽好きの女房は「スーパー婆チャンjと申して

おりました。

平成 7(1995)年 7月15日には、 三田・建築会館

で行われました、 1995・チョモランマ報告会にも、

遠路を伊豆高原よりご出席していただきました。
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しかし、平成12年8月6日に亡くなられました。

享年96歳です。亡くなられる前年には、確か足の

大腿部を骨折されたとの賀状が届きましたので、

女房と伊東市立病院にお見舞いに行きましたが、

夜遊び、(カラオケだか…)の帰 りに転んだと仰って

いました。

会報34号発刊にあたり、 70周年誌編纂中に書き

上げていました「日本大学山岳部創設者 〈豊島撞)J

の一部に手をいれましたが、豊島横氏を理解する

ための一助になればと、拙文を寄稿させて頂きま

した。 (2∞8年2月28日記)

続・会報について

「会報について」は、今から11年前に発刊された

「会報32号」に掲載された村口さん(昭和55年卒)

の寄稿である。その続編を後輩である私が村口さ

んに無断で書くことにする。村口さんは、エベレ

スト南東稜を三浦雄一郎さんらと登っている最中

である。今年は、 2008年である。世界最高峰の尾

根上との通信手段もあるだろう o しかし、それに

は及ぶまい。「おー。そーかjと承諾してくれるは

ずだ。

「会報についてJをかなり乱暴に要約すれば、「会

報づくりに長く関わりすぎた。これからの会報は、

1年間の山岳部の活動をチーフリーダーがまとめ

ること。毎年の発行が理想だが、 2-3年ごとに

は出していくこと」というものである。計算して

みると、村口さんが会報の編集をしたのは記録で

27年間分、時間で16年間だ。

しかしその後に会報が発行されたか? わず

かに平成 8-12年度の活動をまとめた33号のみで

ある。村口さんの提案が無視されている。33号の

製作には、 OGになっていた鈴木快美(平成8年卒)

等があたっている。27-32号の原因雅子(昭和61年

卒)、34号の若林裕子(平成17年卒)、この20年間の

会報は3人のOGの侠気 (おとこぎ)なしには、あ

りえなかった。

さて、私である。村口、原田のコンビで会報が

コンスタントに刊行されていたが、私も28-32号
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昭和59年文理学部卒 山本修

では山岳部の記録のチェックや学生の寄稿等の校

正をしていた。そして、 32号発刊のときの「もう、

会報つくらなくていいぞ」という村口さんの言葉

もあって、会報に関わることはなくなった。山岳

部からも距離をおいて離れていった。

その私に、「会報34号Jをつくるようにとの声が

あった。声の主は、たった一人の同期で桜門山岳

会理事長の古野である。7年分の記録が溜まり、当

時のリーダーたちの多くが東京に在住、在勤して

いないとあっては、仕方ないだろう。会報づくり

は、昨年の7月から始まった。

山岳部活動記録について

会報における肝(きも)の部分は、山岳部の活動

記録である。これは、 言い切っていいだろう 。会

報の製作に取り掛かると、若林から大量の山岳部

の行動記録とともに、手紙が送られてきた。その

手紙には、「どのように記録を編集していったら、

よいのでしょうか ?Jとあった。その問いに対し

て、私は、次の①から③を問い返した。

① 会報は誰が読むためにつくられるのか?

② 誰でもがわかる記録になっているか?もちろ

ん、誰でもと言っても、ある程度の山の知識を

有している人)

③表記が統ーされているか?

以上のことについて、これから述べていきたい。



誰を読者として考えるのか? ①の答えは、山

岳部の現役部員である。無論、 OBも大切な読者

であるし、他大学の山岳部にも会報は届けられる

だろう 。しかし、まず会報は日大の山岳部員にと

っての最良の手引書であり、参考書でなくてはな

らない。私も日常的に後輩のリーダ一部員には、

こう言っていた。「まず、会報26号を読みこめ」と。

昭和44~57年度の記録が収集されている26号は、

アイデアの宝庫と言えるかもしれない。また、収

録されている昭和53年度春山合宿の日高山脈全山

縦走の記録には、山岳部の学生が、どのように合

宿を考えていくべきかの一つの理想形が示されて

いた。斉藤大輔(平成 7年卒)日く、「会報26号は、

バイブルであるj。

今回、この参考書をまとめるのが若林と私であ

る。学生時代の若林は、総務として大学の保健体

育審議会との連絡などを主な活動にしていた。登

山の経験は少ない。私と言えば、以前ならコーチ

として、合宿などの計画を把握していたが、この

10年は部員の前に顔を出すことも、まれになって

いた。そんな 2人で会報を作成するのである。

最初に、学生の行動記録を若林が要約する。そ

の文章と原文を山本が読み合わせて、さらに削っ

たり、ときには原文にかえって加筆したりした。

これからの部員が、参考にするものである。その

ときのリーダーが、どのように考え、行動し、ど

のような反省があったのかが伝えられているのが

基本である。

例えば、平成14年度冬山合宿の12月25日の行動

記録は、ほほ全文を掲載している。中崎尾根から

槍の肩を目指しつつも、悪天のために千丈沢乗越

から引き返すことになった日だ。〈冬山合宿を終え

て〉という原淳リーダーの文章では、「何しろ25日

の天気、これがなければ考え方は違っていただろ

う。それくらいその後の行動に影響を及ぼした。

逆に言えば良い勉強になった。(後略)Jとあった

ことを尊重してのことである。

もっとも、何に重きをおいて伝えていくかは、

当時のリーダーによるべきことである。この号は、

1980年代前半に現役時代を過ごした私の感覚に左

N. 苦手和i

右されている。

山岳部の記録は、合宿を中心にまとめられてき

たが、これも編集していて、不十分だったと思っ

ているところだ。平成15年度は、チーフリーダー

鳥居の「合宿主体ではなく個人山行主体の計画で

行く」ということだ‘ったらしいのだが、若林から

私に送られてくるのは、合宿の記録ばかりであっ

た。これでは、リーダーの考えが伝わらないと考

え、山岳部のホームページから夏のヨセミテの記

録を引きずりだし、鳥居君に加筆をお願いした。

春のタイの記録は、鈴木君が当時を思い出しなが

ら執筆をしてくれた。十分ではないが、何かしら

が伝えられていると思う。

しかし、他でも合宿以外の山行記録の散逸が気

になった。何とか埋め合わせるようにしたが、記

録の管理については、ホームページでの運用も含

めて現役部員に再考してもらいたい。

次いで②について。もちろん、わかりやすい文

章が基本である。そして、誰でもがわかる記録に

なっているか? そのときのメンバーや部員なら

おもしろいことも、他人には理解しづらい身内受

けの話は省け、ということである。

ただし、平成17年度夏山合宿 8月8日の記録で、

雷鳥の親子を見つけた石垣と鵜原が、 irかわいー。

癒しだあー』と感激した直後に、 f鶏肉食べたーい。

子どもだからやわらかいかな-jなんて言ってい

る」という無邪気な文章は、多くの OBも共感

(?)できるのではないか、と思って原文から復活

させた。

また、言佐でもがわかる記録;になっているか?

ということで今までの会報では、ほとんとεなかっ

た注釈をつけることにした。ピンスカー、エイリ

アン・・・などなど、学生のクライミングの記録には

私に理解できない用語が並んでいた。

古野には、「そんなのも知らなかったの ?Jとた

しなめられたりしたが、平成14~17年度に監督を

務め、学生とも沢登りなどを楽しんでいた岡田さ

ん(昭和47年卒)も私以上にクライミング用語を知

らなかった。一方で、戦前の記録のなかにも、私

の知らない言葉が散見された。「トテシャンって、
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いったい… ?J
会報の読者は、 18歳から80歳以上という幅の広

さがある。自分たちでは常識的な用語や言葉も、

世代が異なれば通用しない、という問題を少し解

決したつもりである。もちろん、「もっと注釈がほ

しい」、「この注釈は不要ではないのか ?Jという

両方の意見があるだろう。

最後の③である。いままでの会報を読み返すと、

ちょっと恥ずかしい。場所や用語の表記が統一さ

れていない。きっと読者は理解してくれていると

思うが、あまり見栄えはよくない。見栄えの悪さ

だけならいいが、混乱をさせてはいけないと思い、

表記の統ーを図った(統一しきれていませんが)。

どのような統ーをしたかについては、ここに当

時のリーダーたちに会報の原稿を送付したのと、

ほぽ同時に送ったメールを一部修正、加筆のうえ

転載する。

********************** 
・合宿名は、「夏山合宿」、「冬山合宿」というよ

うに「山」を加えました。一部の計画書や記録

で「夏合宿」、「冬合宿」という表記がありまし

たが、我々は山岳部です。山中湖湖畔で合宿す

るテニス部や菅平で合宿するラグビ一部ではな

く、「山」の合宿で鍛えられ、経験、知識を得

ていくということが基本だと私は思いますの

で、「山」を加えました。だ、ったら、「初夏合宿」

はどうなるのだ、という毘理屈はなしです

-合宿名と付随して、夏山合宿の前半でBCを設

けて、雪訓や岩登りをする合宿を「本合宿」と

している年度もありましたが、夏山合宿中の期

間を区切る場合には、<定着>に統一しました。

文章の中では、「本合宿」という表現を残して

いることもあります

「雪訓」という言葉を皆さんは「雪上訓練」の

略語として用いていますが、私たちの時代は初

夏合宿、夏山合宿のときは「雪渓訓練jを略し

て「雪訪IIJといい、 11月の富士山合宿のときは

「氷雪訓練」を略して「雪訓」と言っていまし

た。皆さんが編集していれば、「雪上訓練」で

もかまわないと思いますが、私個人の感覚で

「雪上訓練jとはしがたいので、その日の行動

の概略では略すれば同じになる「雪訓」と表記

しました。行動記録の文中では、「雪上訓練J

という言葉をそのままにしていることもありま

す

また、略語は世代が違うと一般的ではないこと

があるので、略語にしないようにしている用語

があります。例えば、「ルーファイ」は理解で

きますが、私たちの世代では違和感があるので、

「ルートファインデイングjにしています。ま

た、「ヘツデンjは、もっとも一般的な「ヘッ

ドランプ」に直しています。日大山岳部では伝

統的に「リヒト」と言っていましたので、私自

身は「ヘッデン」という言葉には違和感以上の

嫌悪感を抱いてしまいます。「ラテルネ」と発

音するクラブもあり、昔からヘッドランプをど

う言うかは、合同登山隊の小さな大問題(? ) 

でした。ただし、ヘッドランプで大事なのは、

その呼称ではなく、予備の電池と電球を持つと

いうことです

-地名は、昭文杜の「エアリアマップ」を基準に

しました。例えば、夏山合宿の縦走でよくテン

トを張る「薬師峠Jですが、夏山の期間は「薬

師峠キャンプ場」でしか、幕営できないはずで

す。「薬師峠」、「太郎兵衛平」ももちろん正解

ですが、表記は「薬師峠キャンプ場」で統ーし

ています。最近の表記では「剣岳源治朗尾根」

も、「銅岳源次郎尾根jに変わっていますね。

ただし、 一部で「エアリアマップjの表記と異

なることもあります。例えば、「利尻岳」です。

「エアリアマップ」では、「利尻山Jですが、あ

れだけの難ルートを誇るのに「利尻山」ではし

まらないな、という個人的な感覚を優先させま

した。深田久弥氏の「日本百名山」でも、「利

尻岳」です

・山行の期日は、交通機関の最終地点から歩き始

めた日を初日と考え、交通機関に再び乗る地点

まで歩いてきた日を最終日としています。それ

ぞれの行動記録では、東京を出発した日が初日

になっていたりする記録もありますが、このよ

うな考えで統ーしています。ただし、海外登山
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では、その限りではありません

-当日の天気の表記に関しては、「吹雪」と「風

雪Jは「風雪jに統一しました。また、 「ガスj

という表現は「霧」に直しています

********************** 
以上のような観点で、山岳部の記録を編集した。

反感を持った後輩がいたかもしれない。あのとき

の熱い思いが伝えきれていないと思っているかも

しれない。しかし、それは「自分たちで記録をま

とめるべきだった」ということだ。逆に言えば、

私では各リーダーの真意を引き出すことができて

いないと思うのである。

山岳部のリーダーとして、どのような考えで合

宿や山行を計画し、行動し、どのような課題が残

ったのかは、自分たちの手で、まだ見たこともな

い後輩にも伝えていくべきだろう 。記録を読んだ

後輩が「こんな山行を考えていた先輩がいたのか」、

「この山について、もっと調べてみよう」と思って

くれたら、何よりのことだと思うのである。

08からの寄稿について

ここでは、海外活動、海外個人活動も含めたO

Bからの寄稿について述べていきたい。

今回、さまざまな年代の文章を取り扱うことに

なったが、 7年間の積み重ねは多大な量になって

いて、ときには白山の深雪のなかでラッセルをし

ているような気分さえした。そのなかで、私の作

業に勢いをつけてくれたのは、私がコーチの時代

に接していた後輩たちの記録だ‘った。

「あいつもがんばっているなあ」と思える文章に

出会えたことは、素直にうれしい。とくに千葉

(杉山)、村田(ともに平成10年卒)という中央アル

プス空木岳の事故で、同期の斉藤伸司君を失った

2人が、海外登山を実践してきたことには感じる

ところが大きい。

この34号では海外活動で 2人、海外個人活動で

9人、寄稿で 3人の原稿を扱っている(重複はあ

る)。若林が海外登山をされたOBに原稿依頼を丹

念にしてきた証拠でもあると思う。しかし、逆に

もっと身近な山行の話があってもかまわないとも

思うのである。
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11年前の 「会報について」でも「本来なら もう

少し身近な話題(例えば現在の短信のような内容)、

通信的な意味も含めた山登りについての特集を組

んでみたりと、考えりゃいろいろ浮かんでくるの

が…。だいたい、こんなことを真面目に考えてん

のは、オレと大ボケ原田とひねくれ者の山本修と、

えーとあと何人ぐらいいるのか知りたいぐらいだJ

とある。村口さんからの宿題と思って、少し特集

企画を考えてみた。

********************** 
特集企画① r桜門山岳会我らの百名山J
内容:桜門山岳会会員による名山の人気投票を行

います。標高の高さや深田百名山に縛られること

なく、山岳部時代に鍛えられた山、故郷の自慢の

山などを 1-5位に順位づけして投票してもらい

ます。それぞれの山の思い出、その山のアピール

ポイントを短文に書いてもらい、人気順位ととも

に紹介します

ねらい:人気投票+短文ということで、だれでも

が参加できるページになるでしょう 。OBにも、

現役部員にも、これからの計画のヒントになる山

名があがってくると思います

企画者から:深田久弥氏の「日本百名山」は、深

田氏が個人的に選んだものに過ぎないにもかかわ

らず、登山界に大きな影響力を与え続けています。

多くの登山者が、この百名山の完登を目的に山に

出かけていますが、も っと独自性があってもいい

のではないでしょうか? そこで山岳部です。日

本全国から集まって、日本各地の山に登ってきた

先輩、後輩が、こんなにいるじゃないですか!

私の予想では、 1位に輝くのは鋼岳。楽しみなの

は、得票数が 1票の山です。その山にこそ、知ら

れていない魅力がある気がします

特集企画② 後輩、先輩にすすめたい山の本J
内容:だれでも登山に関する愛読書、影響を受け

た一冊があると思います。その一冊を先輩や後輩

にすすめる形で文章を書いてもらいます

ねらい:書いてもらう OBの世代が異なれば、推

薦図書も異なるでしょう。その一冊を読むことが、

相互理解の一助にもなるでしょう



企画者から:私の高校時代の愛読書は、新田次郎

著「孤高の人」でした。加藤文太郎のストイック

な登山スタイルがまだ純粋だった私の心に響いた

のかもしれません。ストイ ック といえば、私の好

きな作家である沢木耕太郎氏がついに「凍」で山

岳ものに取り組んでくれました。ボクサーの取材

もので大いに名を成した氏のことですから、クラ

イマーを扱ってもきっと傑作ができるに違いない

と信じていました。しかし、山野井夫妻のどんな

苦境のなかでも、お互いを強く信じあう姿を活写

した「凍」は予想を上回るレベルでした。また、

登山というよりハードな山旅ものというべき作品

ですが、「ジョン・ミューア・トレイルを行く ー

パックパッキング340キローJ(加藤則芳著 平凡

社刊)は、計画を達成するための筆者の執念と周

到さがよく伝わる一冊でとても気に入りました。

北米大陸の自然が持つ豊かさ、凄さも随所で語ら

れています。しかし、山の愛読書といえば、やっ

ぱり「会報26号J というオチか| という声

が聞こえそう)

特集企画③ r下山クルメ 私のお気に入り」

内容:山に通って何年という OBになれば、下山

後に立ち寄る庖や食べてくる名物料理があるので

はないでしょうか? そのお庖や料理を紹介して

もらいます

ねらい:グルメ番組全盛の昨今でもあります。山

屋同士で松本や富山の名庖、名物料理を教えあえ

ば、山行計画がいっそう楽しいものになるでしょ

っ
企画者から:私のお気に入りは、山梨県塩山の

「七福」という庖です。まいたけなどの具だくさん

で、あつつあつのほうとうは雪山帰りの冷えた体

をほっかほかにしてくれます。ご主人の昔話もお

もしろい。駅弁なら富山駅の「ますのすし」。定番

中の定番ですね。横須賀線の鎌倉駅などで販売さ

れている大船軒の「特上 鯵の押寿し」もビール

とベストマッチ。ちょっと登山とは言いがたいで

すが、鎌倉の鶴岡八幡宮の裏山とも言える「鎌倉

アルプス」は、海のながめもよくてファミリーに

は最適のハイキングコース。でも、今の流行りは
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高速道路のサービスエリアのランチメニューです

ね。もちろん、地酒の紹介もありでしょう 。地酒

のお気に入りは、伯番大山の麓の澄んだ水からつ

くられている「八郷(やごう)Jという酒。日本酒

らしい、しっかりとした味わいがします

********************** 
「くだらないJとか「山岳雑誌で見た気がするJ
と言われるかもしれないが、できるだけ多くのO

Bから、また地方在住の方からも寄稿してもらえ

る企画を考えたつもりである。会報は学生と OB

を、あるいはOBとOBの聞を取り持っていく何

かの役割ができると思う。一方でこのような企画

は、ホームページでこそ生きてくる気もする。

これら以上にくだらない特集企画も考えた。そ

れは、生まれた年の干支によって、山岳部OBを

分類して、表にしようというもの。アイデアのき

っかけは、秋葉原での飲み会。集まったのは先輩

の岡田さん、後輩の鈴木快美、西尾、武藤(3人と

もに平成8年卒)、そして私。みな丑年なのだ。牛

なのに馬が合うのか「丑年飲み会」は、不定期で

開催されている。そんな席で私が「丑年は、人材

がそろっていますよね」なんて、たわけたことを

言って岡田さんを喜ばせていたのだが、最近にな

って、そうでもないと思いはじめた。それは、申

年が山岳部的には優秀なことに気づいたのだ。村

口さん、山本茂久(平成 4年卒)ばかりか、若林に

よると鳥居君(平成16年卒)もそうらしい。猿だけ

に、我がクラブの代表的なクライマーぞろいだ。

何だか、飲み会が少ししらけた。

さすがに、この企画は「かなりくだらない」と

自負している。何の役にもたたないが、年代が離

れた先輩や後輩に、ちょっと関心をもつことがで

きるのではないだろうか?

もっと小さなところでも、読者により関心をも

ってもらうことが会報のなかでできると思う。そ

れは、写真のキャプション。今回の寄稿「山と私」

の宮本さんの「シャモ」という仇名だ、ったのに、

それから「幾らか丸くなりました」という時間を

感じさせる 2枚の写真とご自身に書いていただい



たキャプションがちょっといい。

私たちが、その域に達するのは、まだ先のこと

だが、自身がアップで、写っている写真に登山以外

の日常も書いてもらえるとうれしい。「営業で出か

ける得意先で登山の話が意外と受けて、受注が増

えました」とか、「子どもが5歳になったので、家

族でハイキングにも行きたいのだが奥さんが大の

虫嫌いJなんであると多面的に人聞が伝わって、

より親しみももてる気がする。

「会報35号j製作者へ

この「会報34号」は、「会報27号」を見本として

作成した。「会報27号」は、原田雅子浬身の力作で、

ある。ここまで、 26号ばかりを賞賛してきたが、

27号もなかなかいい。とくに、寄稿がバラエティ

に富んでいておもしろい。

27号を真似た最大のポイントは、文字の大きさ

である。文字が小さい32号から、 33号では文字が

読みやすく大きくなっている。32号では標準的な

文字で、 1ページ、に約2.100字だ、ったが、 33号では

約1，5∞字になっている。もちろん、ご高齢のOB

のことを考慮すれば、文字は大きいほうがいいは

ずだ。

しかし、文字を大きくするということは、ペー

ジ数を増やすことであり、印刷費や製本費をアッ

プさせることになる。27号では、 1ページに約

1，8∞字であった。中嶋さん(昭和34年卒)の了承を

いただいて、 34号では27号並みの大きさの文字を

使用している。34号は、 27号より 1年分多い記録

を収録しているが、同じ文字の大きさでページ数

は予想より増えた。

つけ加えると、本文の用紙が27号と同じくクリ

ーム色がかっているので、目にはやさしいはずで

ある。

写真については、多くの方にご協力をいただい

た。しかし、提供した方からしてみれば、「なんで、

あの写真を載せてくれなかったのりとか、「もっ

と写真を大きくして欲しかった」という気もする

だろう。問われでも、「これは、編集者の感覚」と

しか、答えようがないものもある。

N.寄稿

ただ、私が大きくして掲載したかった写真でも

大きくできなかった写真がある。最近は、デジタ

ルカメラでの撮影が当たり前になってきたが、 一

部の写真の解像度が不足していて、大きく引き伸

ばせなかったのだ。とくに、山岳部活動記録の写

真のデータについて、このことが当てはまる。

山岳部の写真を収集する際に、 ①山の楽しさが

伝わる写真、②山の厳しさが伝わる写真、 ③地形

が把握できる写真、の 3点を念頭において集めて

くれるよう若林に依頼した。しかし、思うように

集めることができず、山頂での記念撮影が多くな

ってしま った。私が山岳部の山行をよく理解して

いれば、選ぶ写真が違っていたかもしれない、と

も思う。

7年間の記録をまとめていくことは、予想通り

に苦労したが、インターネットやEメールの普及

で以前より楽になった面もある。この文中で「加

筆jと印刷されていても、実際はパソコンのキー

ボードをたたいている。すべての原稿が手書きだ

ったころと比較すれば、整理はしやすくなった。

気づいてみれば、「会報34号」より21世紀の記録の

掲載が材各的に始まっている。

ながながと拙文を読んでいただき、ありがとう

ございました。

でも、こんな意見もあるだろう。「印刷費や製本

費のア ップを気にしているなら、このページこそ、

無駄なページではないのか ?J
言い訳がある。通常、会報のような冊子は、 16

ページ、あるいは32ページ単位で印刷・製本され

ている。つまり 16ページの倍数で効率のよい印

刷・製本ができ、コスト的にも有利になる。16ペ

ージ以下になると、 16ページの1/2の 8ページ、

1/4の4ページ、 118の2ページで印刷・製本され

る。34号の本文のページ数は208ページであり、 16

ページの倍数になっている。34号の製作では、身

近にレイアウトができる人がいなかったので、印

刷会社にレイアウトもお願いした。原稿と写真を

入稿した数日後に、それが何ページになったのか

が、分かる仕組みである。そして、入稿が遅くな
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っていた追悼文の初校が出てきて分かつた! こ

の会報は202ページになると。この数字はよくない。

16X 12+8+2=202 だ 2ページ減らして、

2∞ページにすると落ち着きがいいが、今からどう

して2ページを減らそうか…。この「続 ・会報につ

いて」を無くそうか、とも考えたが、「それならば、

いっそ」とばかりに、ページを増やした。白いペ

ージに、「メモJと題して罫線だけのページを作成

してもいいのだが、ほとんどの人が使わない「メ

モ」のページより、何かが書いてあるほうがまし

だろう 。この部分は、皆さんの原稿の初校が出た

あとに書き加えている。いや 「入力jしている。

会報自体が今後も紙に印刷されて発行されるの

か、次号はホームページで閲覧することになるの

かわからないが、コンスタントに刊行されていく

ことが理想なのは変わらない。もう 一度「会報に

ついて」を読み返そう 。

r(会報作成が)r意欲をもって取り組めるかJと

いう問題は、会の活動が楽しく円滑に行われてい

るかといったこととも比例する。作る側が負担と

感じ取るかどうかの多くは、そんなところにある

んじゃないのかな。もう少し湖って考えてみると、

会のあり方に対して改良すべき点がいくつも問い

ただされてくるはずだJ

「確かに…」と大きくうなずく私である。

(2∞8年5月)
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v.追悼

企剣岳



追 '1寧

会報33号発行後、下記の方々が逝去されました。謹んでご冥福をお祈りします。

平成12年 享年 歳

享年86歳

享年 歳

享年85歳

享年67歳

享年90歳

享年 歳

享年80歳

享年87歳

享年89歳

享年92歳

享年77歳

享年74歳

享年80歳

享年69歳

享年78歳

享年82歳

享年77歳

享年82歳

享年99歳

享年75歳

古河正文(専法8)

鷲頭正美(専建13)

秋保 実 ( 建9)

星野辰雄(建15)

青木 繁 ( 法34)

団連正夫(建13)

篠 田 則良(法文12)

帆足興之(法24)

崎田 照 ( 電16)

武田哲男(機13)

藤田 実 ( 建10)

樫井昭(法28)

木村勝久(芸29)

落合 晋 ( 電24)

福島繁雄(経34)

岡本如矢(経26)

横津利武(土22)

北村 二 郎(化27)

渡謹恭三(土21)

置塩光(建14)

大蔦正芳(土31)

榎本匡伸(法34)

平成12年11月8日

平成14年8月29日

平成15年1月10日

平成15年5月19日

平成15年5月25B 

平成16年 I月21日

平成16年4月19日

平成16年4月22日

平成16年11月21日

平成17年I月17日

平成17年 1月25日

平成17年5月17日

平成17年12月30日

平成18年9月1日

平成19年2月13日

平成19年10月25日

平成19年11月15日

平成19年12月19日

平成20年 1月3日

平成20年 1月17日

平成10年10月15日 享年63歳 {会報33号~追悼文、未掲載者}

今号では、岳友諸氏による追悼文にとどまらず、山岳部生活の山行記録を掲載することで、亡くなられた

諸先輩の勇姿を思い出して頂けたらとの思いで編纂にあたり、掲載序列は卒業年順としました。

故人を知る方々に寄稿依頼をしましたが、思うような結果にはなりませんでした。

寄稿者を得られなかった先輩には、ご親族に簡単なプロフィール・アンケートを送付させて頂きました。

ご返事を頂けなかった方にはお電話にて聞き取りをさせて頂き、山行記録の最後に掲載しました。

古河(転出先不明)・篠田(電話不通話)両先輩は連絡がつかず、秋保さんはご返事を頂けませんでした。

陽の目を見ることのなかった 70周年記念誌 {げーとる 二十号}の編纂にあたった一人として、当時、

寄稿して頂いた方々の寄稿(文)を遺稿(文)として掲載しました。

山行記録については、足跡を残すことで、今後の山仲間たちが故人らを知る一助になればと掲載しました。

なお、会報33号~追悼欄での未掲載者および(げーとる 二十号〉に寄稿された方も居られましたので、

多くの頁を頂きました。

(文責・中嶋啓)

-154一
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三F厄克 12~全手(会報33号) .t;(~年、主駈三三とさオ""Lf;こコぢ lZ> 此I 千子言己多黍
〈年齢)1慎~会報未掲載者も含む〉

t:!:t i可.:iE.~こ(専法 8) 平成12年 享年歳

⑧転居先不明、名簿住所手紙も電話も連絡不可。(19年12月・アンケ← ト送付戻る)

昭和 6(1931)年5月16日 新入部員歓迎会新宿白十字にて古賀正.文〈古河の間違いと思われる〉

7 (1932)年12月 日本大学山岳部々報 1号 12月12日発行編纂委員を務める

8 (1933)年 1月18日 卒業生送別会初見、藤田(齢、平野(弘〉、窪田、皆川、森保)、村越らと同期卒

7 月 6 日 ~198 穂高生活

老Aく佐呆 三尾(建9) 平成14年8月29日;逝去 享年 歳

昭和 5(1 930)年 7月 13 日 ~26 日 白馬・小黒部・錦・立山 三浦、西山、秋保、漬回、本城、櫛引、人夫~平田

昭和 6(931)年5月16日 新入部員歓迎会新宿白十字にて

7月16日N28日 針ノ木より餌百瀬準、秋保賞、菊地定男、間専人

雇通毎日ヨ 三尾(建10) 平成17年 1月17日逝去 享年92歳
昭和8(1933)年7月6日-19日 穂高生活

9(934)年 5 月 5 日 ~6 日 石老山新入生歓迎ハイキング

追記{京王文化探訪ー沿線の歴史を訪ねて}より抜粋

『祖父~新撰組隊士 斎藤 一 (サイトウハ:;j)(天即時間lト大正4年9月28日、幹72む江戸生まれ。

新撰組副長助勤3番組長o油小路や天満屋事件等、京で活躍。会津に転戦中に山口次郎と改名

維新後会津藩士の娘と結婚、藤田五郎と改名し、幕末、明治、大正と生きた。』

存薬日1 貝U.I主u法文12)平成16年 1月21日逝去 享年 歳

⑧年末の発送物は届く、会員名簿の舎は現在使用されてません。

昭和8(933)年4月 橡科文科委員

昭和 9(1934)年4月 器具委員

7 月 15 日 ~8月 3 日穂高生活

12月 22 日 ~29 日 熊の湯スキー合宿

昭和10(935)年 2 月 8 日 ~22 日 熊の湯スキー合宿合宿後、11日~浅倉栄太郎・ガラン谷にて行方不明となり、

22日発見。捜索にあたる。

4月 記録委員

5 月 4 日 ~5 日 谷川岳

7 月 19 日 ~8 月 3 日北アルプス縦走(槍→三俣蓮華→薬師→飯浮〉及ひー夏山鯛淳三田平生活

10月 18 日 ~22 日 穏高岳

12月 22 日 ~29 日 熊の湯スキー合宿

昭和11(1936)年4月 昭和11年度総務(渡濯克己とリーダーを努める)

10月 16 日 ~18 日 甲斐駒ヶ岳

10月25日 裏高尾懇親会

昭和12(937)年5月30日 水越一郎君追悼会~先輩として挨拶される

11月20日代，238 富士山幕営(0B参加〉

昭和13(938)年2月10日N13日 蓬峠スキー行

昭和14(1 939)年11月 21 日 ~24 日 富士山第二班で参加

平成5(993)年11月 13 日 ~14 日 秋季天幕懇親会越後湯沢ペンション・ノア OB参加の最後でした。

孟吃日1宅主要ヨ(機13) 平成16年11月21日逝去 享年89歳
昭和10(935)年7月23日N8月3日餌岳生活〈銀淳三田平〉

12月 22 日 ~29 日 熊の湯スキー合宿

5 月 17 日 ~18 日 三ツ峠懇親会

10月25日 裏高尾懇親会
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昭和11(1936)年11月9日

12月18臼

昭和12(1937)年4月

楼門山岳会発合式に水越一郎、渡遼克己と本部学生として出席する

楼門山岳会機関誌{岳人1号}発行島村幹一、香川英明らと携わる

岳人編集委員

7月25日発行

昭和12(1937)年12月21日-30日

昭和13(1938)年 1月25日

{岳に眠る故水越一郎君之霊に捧ぐ》武田哲男、薄知一、増田忠一〈編)

熊の湯スキー合宿

楼門山岳会機関誌 {岳人 2号H月25日発行

武田哲男、薄知一、増田忠一，，)11崎信三、福武義夫(編)

+ご家族アンケートより 〈武田安代〈次女〉記〉

・トヨタ自動車入社~戦争~戦後・高丘工業(現7イシン駈)-キャタラー工業(現打円ー)-平成元年退職

・友人「掛川市にいら っ しゃるかたと ~J とあるので、多分'鈴木克己さんだと思います。

渡違恭三さん~親戚なので、年は離れているが、山の話をしていた~、 6-7年前はサビタピッケルを

磨いてるのをみたそうです。昔過ぎて、山の話は殆どしませんでした。

匠1主豊工Eタミ(建13)平成15年 5月25日逝去 享年 90歳

昭和 9(1934)年 専門部工科委員

9 (1934)年 5月5日-6日 石老山新入生歓迎ハイキング

5月18日-22日 穏高岳

12月22日-29日 熊の湯スキー合宿

昭和10(1935)年 1月1日-4日 乗鞍岳

2月8日-11日 霧ヶ峰スキー行

3月12日-24日 細野スキー合宿

4月28日 谷川岳(山頂よりスキーにて下る〉

5月23日-27日 白馬岳

12月22日-29日 熊の湯スキー合宿

昭和11(1936)年3月20日-4月6日銀岳生活

6月12日寸5日 八ヶ岳

10月25日 裏高尾懇親会

昭和12(1937)年4月25日-27日 苗場スキー行

12月21日-30日 熊の湯スキー合宿

清宮豆頁工E三尾(専建13)平成12年11月8日逝去 享年86歳

昭和10(1935)年7月14日-25日 南アルプス〈白根ー駒・仙丈〉

12月22日-29日 熊の湯スキー合宿

昭和11(1936)年 5月17日-18日 三ツ峠懇親会

7月23日吃9日 穂高岳生活

昭和12(1937)年4月 専門部工科委員

4月25日-27日 苗場スキー行

7月16日-29日 穂高岳生活

11月20日-23日 富士山幕営

12月21日-30日 熊の湯スキー合宿

+ご家族アンケートより {鷲頭満里子~長女(記)> 
'横浜市役所、長岡市役所を経て、昭和25(1950)年設計事務所設立

・山岳部の事は余り話しません、長岡に戻り、市民スキーを50年続けました。74歳の時、交通事故に遇い、

その後、10年余は辛かったと思います。何しろ、山・スキーが人生の半分、仕事はその余りという生活で、

娘4人にスキーを教えたり、お酒とスキーと登山の人生だったと思います。

・一度、言っ た事は実行する、とても自分にも人にも厳しい人でした。

霊童土毎 夕'e(建14) 平成20年 1月3日;逝去 享年99歳

昭和 7(1932)年4月30日 理科山岳部新入部員歓迎会ライオンベーカリーにて

5月7日-8日 奥多摩天幕懇親会(理科主催〉
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5月29日N6月5日五月の穂高生活

7月22日N8月 1日針ノ木越→平→五色→上高地

昭和 9(1934)年5月5日N6日 石老山新入生歓迎ノ、イキング

5月18日N22日 穂高岳生活

12月22日N29日 熊の湯スキー合宿

昭和10(935)年2月8日N11日 霧ヶ蜂スキー行

4月 昭和10(1935)年度専門部工科委員

7月14日N25日 南アルプス〈白根・駒・仙丈〉

12月22日N29日 熊の湯スキー合宿

昭和11(1936)年5月17日N18日 三ツ峠懇親会

10月25日 裏高尾懇親会

12月20日N29日 熊の湯スキー合宿責任者を務める

&里 子 E三友佐(建15) 平成15年 1月10日逝去 享年85歳
昭和11(1936)年5月17日N18日 三ツ峠懇親会

10月16日N18日 日光天幕懇親会(光徳沼〉

11月1日N3日 八ヶ岳

11月20日N23日 富士山

昭和12(1937)年3月25日N4月11日春季叙岳生活{水越 一郎~前叙頂上付近にて遭難~岳に眠る・参照)}

5月19日N23日 甲斐駒ヶ岳

7月16日N8月29日穂高岳生活及び、北アルプス縦走(上高地→薬師→叙)

10月1日N4日 理科天幕懇親会・奥日光光徳沼

11月20日N23日 富士山幕営

昭和13(1938)年3月198N31日 春季スキー合宿

4月 昭和13(1938)年度器具委員

7月 霧氷7号発刊にあたる{古畑、上江田、星野・崎回〉

7月10日N18日 後立山縦走

10月4日N7日 奥日光光徳、沼天幕懇親会

12月21日N30日 熊の湯スキー合宿

昭和14(1939)年4月 昭和14(1939)年度リーダ一合(刷、断、酔、刷、師、約 一員となる。

5月27日N30日 塩見岳

7月9日N23日 夏山銅岳生活 (C Lを務める)

11月21日N24日 富士山

12月24日N26日 熊の湯スキー合宿

昭和15(1940)年3月15日N4月11日春季穂高生活{極地法による・岳津~天狗のコル→北穏~槍ヶ岳}

4月 昭和15(1940)年度副総務 (SL)を務める

4月27日N29日 乾徳山

11月22日N24日 富士山(南豊以下29名、個々の参加者名不祥、 OBN渡遷克己とある)

12月20日必9日 熊の湯スキー合宿〈記録不祥~個々の参加者名不祥)

12月25日 入来・上関追悼集{若き山霊に捧ぐ)12月25日発行

崎回、星野、南、佐藤〈耕〉、真島、野田(編)

平成元(1989)年8月24日 佐伯文蔵氏を囲む会 杉田屋にて

⑧佐伯文蔵氏~平成3(1991)年6月10日午前1時逝去される。

8月25日N27目 標門山岳会叙津集会〈高橋計介N33回忌、水越・伊知地両氏を忍ぶ会〉

平成2(990)年8月28日N31日 シルバーOB会・仙丈岳山行に参加{北沢小屋(泊〉まで〉

平成3(1991)年10月2日N5日 シルバーOB会{紅葉の弥陀ヶ原と芦餅寺・佐伯文蔵と水越一郎氏の墓参〉

平成4(1992)年6月19日N29日 楼門山岳会・創津集会

平成6(1994)年10月3日N5日 シルバーOB・立山集会(水越一郎・佐伯文蔵氏の墓参など)杉田屋にて

11月6日 シルバーOB集会(水越一郎氏の墓参、上野原町~龍泉寺にて〉

平成8(1996)年 10月8日N12日シルバーOB・立山集会 杉田屋及びロッヂ立山連峰

平成15(2003)年 12月6日発行 山岳第98年(通巻156号〉追悼欄(234N236P)にて、松田雄一氏により記述。

-157一



匝時目 黒~ (電16) 平成16年4月22日逝去 享年87歳

昭和11 (1936)年 5 月 17 日 ~18 日 三ツ峠懇親会

7 月 23 日 ~29 日 穂高岳生活

10月 16 日 ~18 日 日光天幕懇親会〈光徳沼〉

11月 1 日 ~3 日 八ヶ岳

11月 20 日 ~23 日 富士山

昭和12(937)年 3 月 25 日 ~4 月 11 日春季銅岳生活〈水越一郎~前叙頂上付近にて遭難~岳に眠る・参照))

4月 昭和12(1937)年度・予科理科委員委員

5 月 19 日 ~23 日 甲斐駒ヶー岳

5月30日 水越 山郎君追悼会新宿白十字理科山岳部代表として出席

7月 霧氷7号発刊にあたる 〈古畑、上江田、星野、崎回}

(⑧~奥付落丁のため~発行年月日不祥〉

7 月 16 日 ~8 月 8 日穂高岳生活及び北アルプス縦走(上高地・薬師・銅〉

10月 1 日 ~4 日 理科天幕懇親会・奥日光光徳沼

10月 24 日 ~25 日 三ツ峠

12月 21 日 ~30 日 熊の湯スキー合宿

昭和13(1 938)年 1 月 19 日 ~23 日 富士山行

3 月 20 日 ~4 月 2 日穂高岳

4月 昭和13(1938)年度記録委員

5 月 18 日 ~25 日 穂高岳

7 月 15 日 ~8 月 4 日夏山叙岳生活

昭和14(939)年4月 昭和14(1939)年度リーダー舎〈神山、松代、笹本、崎問、星野、南)の一員となる

10月 13 日 ~19 日 穂高岳

昭和15(1 940)年 3 月 15 日 ~4 月 11 日春季穂高生活{極地法による・岳津~天狗のコル→北穂、~槍ヶ岳〉
昭和15(940)年4月 昭和150940)年度総務 (CL)を務める

4 月 27 日 ~29 日 乾徳山

5 月 30 日 ~6 月 2 日穂高岳

7月 16 日 ~31 日 夏山穂高岳(潤津〉生活

8 月 4 日 ~10 日 第二次穂高岳(潤津)生活、入来・上関~奥又白・前穂高東面にて遭難

8 月 11 日 ~14 日 穂高岳(澗浮〉

8 月 15 日 ~24 日 佐藤(耕)とともに捜索・事故処理にあたる

10月 16 日 ~18 日 奥日光光徳沼・秋季天幕懇親会

11月 22 日 ~24 日 富士山(南豊以下29名、 OB~渡透克己とあるが~個々の参加者不祥〉

12月 20 日 ~29 日 熊の湯スキー合宿(記録不祥~個々の参加者不祥)

12月25日 入来・上関追悼集{若き山霊に捧ぐ)12月25日発行

崎回、星野、南、佐藤〈耕〉、真島、野田(編〉

昭和16(941)年 3 月 17 日 ~4 月 5 日春季飯豊山山行{実川部落→大日岳→飯豊山(大日岳で引き返す) ) 

4月 昭和16(1941)年度総務 (CL)を務める

5 月 24 日 ~25 日 三ツ峠天幕懇親会

6 月 8 日 ~13 日 入来・上関両君のケルン建設行〈建設後、聞10ト三田貞夫と北穂高北壁登君主)

12月 工学部電気工学科卒業

昭和17(1942)年4月 東京中島電気(株)に入社、航空機用電気機械設計及び検査に従事

11月 20 日 ~24 日 富士山 OB参加

平成元(1989)年8月24日 佐伯文蔵氏を囲む会 杉田屋にて

⑧佐伯文蔵氏は、平成3(1991)年6月10日午前 1時逝去される。

模門山岳会銅津集会〈高橋計介~33回忌、水越・伊知地両氏を忍ぶ会)
シルバーOB会・仙丈岳〈広河原→北沢峠→馬の背(泊〉→仙丈→小仙丈→北沢峠〉

シルバーOB集会{秋の弥陀ヶ原と芦船寺ー佐伯文蔵と水越一郎氏の墓参}

楼門山岳会・観津集会

シルバーOB・九州集会九重ハイランドホテル及び高千穂・和田旅館

シルバーOB・立山集会《水越一郎・佐伯文蔵氏の墓参など}杉田屋にて

8 月 25 日 ~27 日

平成2(990)年 8 月 28 日 ~31 日

平成3(1 991)年10月 2 日 ~5 日
平成 4(992)年 6 月 19 日 ~29 日

平成5(993)年 6 月 11 日 ~14 日

平成6(994)年10月 3 日 ~5 日
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V.追悼

11月6日 シルバーOB集会 (水越一郎氏の墓参~上野原・龍泉寺にて)

平成7(1995)年 9月24日-27日

平成8(1996)年10月8日-12日

シルバ-OB・徳沢集会徳沢園にて

シルバーOB・立山集会 杉田屋及びロッヂ立山連峰

設藍主豊若長三三(士21)平成19年12月19日;逝去 享年82歳

昭和17(1942)年 5月18日-20日 鳳風三山天幕懇親会

10月15日-18日 奥日光光徳沼天幕懇親会

昭和18(1943)年 2月10日サ5日 熊の湯スキー合宿

3月12日-4月5日春山穂高生活(北尾根〉

4月24日-25日 甲斐駒ヶ岳〈日野春→五丈小屋~登頂出来ず〉

5月3日-5日 谷川岳(ーノ倉津に入るも雪崩のため中止〉

7 月 24 日 ~8 月 9 日夏山叙津生活及び北アルプス縦走(叙→平→南津→烏相子→槍→徳、本峠→島々〉
昭和20(1945)年 8月15日 太平洋戦争終結

平成2(1 990)年 5 月 12 日 ~13B 楼門山岳会・石鎚山懇親山行

8月28日-31日 シルバーOB会・仙丈岳{広河原→北沢峠→馬の背(泊)→仙丈→小仙丈→北沢峠〉

10月 6 日 ~7 目 標門山岳会・凋津集会(菊池富雄・中村達男両君の 33回忌集会)

11月9日-11日 秋山郷~苗場山

平成3(1991)年10月2日-5日 シルバーOB集会{秋の弥陀ヶ原と芦船寺・佐伯文蔵と水越 一郎氏の墓参}

11月9日-11日秋山郷・苗場山(腹痛のため、津南病院に緊急入院〉

平成4(1992)年11月14日-15日 日本大学山岳部・秋季天幕懇親会日大理工学部八海山セミナーハウス

平成 5(1993)年 6月11日-14日 シルバーOB・九州集会九重ハイランドホテル及び高千穂・和田旅館

7月10日-11日 楼門山岳会・早池峰山山行、帰途、12ト13日~鳥海山・雨で登れず、吹浦にて

秋田沖地震に出会う o

平成 6(1994)年10月3日-5日

平成7(1995)年 9月24日-27日

平成8(1996)年10月8日-12日

シルバーOB・立山集会 {水越一郎・佐伯文蔵氏の墓参など〉杉田屋にて

シルバーOB・徳沢集会徳沢園にて

シルバーOB-立山集会 杉田屋及び室堂山荘

布賓誇事玉手リ耳去二(土22) 平成19年10月25日逝去 享年82歳

昭和17(1942)年10月15日-18日 奥日光光徳沼天幕懇親会

12月24日-29日 熊の湯スキー合宿

昭和18(1943)年 2月5日-8日 富士山

3月12日-4月5日春山穂高生活(北尾根〉

4月22日-25日 五竜岳(神城→遠見小屋→頂上〉

5月9日 丹沢山天幕懇親会

6月12日-14日 八 ヶ岳(茅野→夏津鉱泉→赤岳→横岳→夏津峠→本海温泉〉

昭和18(1943)年 7月24日-8月9日夏山叙津生活及び北アルプス縦走(餌津→薬師→槍→徳本峠→島々)

昭和19(1944)年 2月7日-13日 唐松岳〈細野~黒菱小屋まで〉

5月 五龍岳

昭和20(1945)年 8月15日 太平洋戦争終結

昭和21(1946)年4月 総務 (CL)に就任、工学部セクション責任者を兼務

6月2日-10日 谷川岳南面

6月23日 部員総会兼鳩ノ巣天幕懇親会横沢以下-15名

7月29日-8月6日夏山錫津生活横沢以下-16名

10月12日-18日 奥日光光徳沼天幕懇親会横沢以下10名とあり

10月26日-31日 穂高生活

11月23日-26日 富士山

12月21日-29日 熊の湯スキー合宿

昭和22(1947)年3月26日-4月3日熊の湯スキー合宿

7月16日-27日 夏山鋭浮生活〈横沢以下20名とあり〉及ひ'北アルプス縦走(鍋→平→針ノ木〉

昭和28(1953)年11月21日-23日 官士山合宿 OB参加

12月26日-1月5日蔵王スキー合宿 OB参加
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昭和29(953)年10月98-11日

昭和30(1955)年 1月5日-10日

昭和41(966)年11月27日

平成7(1995)年9月24日-27日

平成8(996)年10月8日-12日

秋季天幕懇親会奥日光光徳沼 OB参加

万座スキー合宿 OB参加

富士山十三回忌 三合目ケルン

シルバーOB・徳沢集会徳沢園にて

シルバーOB・立山集会

巾凡正巳夢尊ぶ竺(法24) 平成16年4月19日逝去 享年80歳

昭和17(1942)年7月20日-8月7日夏山創岳生活及び‘北アルプス縦走(餌津→平→南沢→烏帽子→槍ヶ岳〉

10月15日寸8日 奥日光光徳沼天幕懇親会

12月25日-1月8日冬山岳津生活

昭和18(943)年2月10日-15日 熊の湯スキー合宿

3月12日-4月5日春山穂高生活(北尾根〉

4月24日-25日 甲斐駒ヶ岳(日野春→五丈小屋~登頂出来す)

5月9日 丹沢山天幕懇親会

7月24日-8月2日夏山銅津生活

昭和20(945)年8月15日 太平洋戦争終結

昭和21(946)年4月 法文学部セクション責任者に就任

7月29日-8月7日夏山鯛津生活〈横沢以下-16名)及び、北アルプス縦走・薬師ルート

(7日ザラ峠から下山〉

10月26日-31日 穂高生活

11月23日-26日 富士山

昭和22(1947)年3月26日-4月3日熊の湯スキー合宿

7月3日-4日 丹沢表尾根

7月168-29日 銀津生活〈横沢以下20名〉及び北アルプス縦走(薬師ルート〉

昭和24(949)年3月28日-4月16日春山生活(遠見尾根~鹿島槍ヶ岳)

5月27日-30日 谷川岳マチガ津生活 OB参加

+ご家族アンケートより {帆足光代夫人〈記)> 
・計理士、税理士、中小企業診断士、公認会計士等を経て、昭和50年4月~浦和市議会議員を7期、

58年~浦和市議会議長を努める O

・エピソード~新婚旅行は上高地に行き、西穂高に登山致しました。

ホテルの料理に蜂の子が出て思い出になっております。

冬の事、夫婦で言い争いを起こし、帆足家(鹿児島県士族〉伝来の日本万を持ち「私が

家をでます」と云って外に出て、暫くして「雪が降って来た、寒いので帰って来ました」と i

兎に角、駄ジャレとユーモアの豊富な人でした。

「伝統ある日本大学山岳部の増々のご発展をお祈りしております。ご関係の皆様に宜しくお伝え下さい

ますよう」とのお言葉を頂きました。

手喜壬当「 幸重f(電24) 平成17年12月30日逝去 享年80歳

昭和22(1947)年7月3日-4日 丹沢表尾根

7月16日-29日 劇津生活(横沢以下20名とあり〉及び北アルプス縦走(南津ルート〉

昭和23(1948)年2月15日 卒業生送別会 神山宅

3月23日-4月5日春山穂高横尾谷生活(横尾岩小匡をBCとして、奥穂・北穂・唐津岳の登拳)

4月 関東学生登山聯盟幹事に就任

7月16日-25日 夏山叙津生活{伊地知宏君、 7月21日ニ一ドル付近雪渓にて遭難}

+ご家族アンケートより 〈落合穣(長男〉記}

・(株)朝倉書庖を定年退職後、数年して自立し、落合電気管理事務所を設立

・エピソード~旅行、囲碁、社交ダンス、尺八等、多趣味で活動的で、70歳台まで日本百名山を目指して

いた、最後は雲仙。晩年、一人暮らし時は料理も得意に、カレーをよく作っていました。

「父は私を山の道にと考えていた様でしたが、富士登山を企画~キャラパンシューズを購入しましたが

残念ながら実現しませんでした。」
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v.追悼

I司ヌド女口三そ(経26) 平成19年2月13日逝去 享年78歳
昭和22(1 947)年 3 月 26 日 ~4 月 3 日熊の湯スキー合宿

6月 谷川岳マチガ津

7月3日N4日 丹沢表尾根

7月11日N29日 劇海生活先発隊より参加及び北アルプス縦走(薬師ルー卜〉

昭和23(1948)年7月16日N25日 夏山叙浮生活{伊地知宏君、 7月21日ニ一ドル付近雪渓にて遭難}

昭和24(1949)年 5月14日寸5日 掛川懇親会出合の場静岡県小笠郡真砂温泉にて

5月27日N30日 谷川岳マチカ、津生活

7月15日N29日 夏山飢津〈別山平〉生活及び北アルプス縦走〈薬師ルー卜~槍→穂高〉

10月1日N6日 奥日光天幕懇親会

11月19日N26日 富士合宿

12月 20 日 ~30 日 高座スキー合宿

昭和25(1950)年 1月1日N7日 冬山八ヶ岳生活

3月20日-4月16日春山餌岳生活

4月 昭和25(1950)年度~リーダー会(石坂・丸山・松田)の一員を務める

5月12日-14日 新人歓迎天幕懇親会 甘利山〈南アルプス前衛〉にて

石坂以下33名〈新人17名)、瀬能山岳部長も参加

5月26日N30日 谷川岳生活谷川岳東面マチガ淳

7月15日N8月2日夏山鋭津生活及び北アルプス縦走〈黒部→後立山〉

8月2日N7日 天上平第二次合宿

9月29日寸0月1日奥日光光徳沼天幕懇親会

10月 28 日 ~11月 4 日秋山合宿及び冬山荷上げ北鎌尾根天上平~石坂以下18名
目月23日N26日 富士山合宿

12月12日Nl月19日冬山合宿(槍ヶ岳北鎌尾根~北穂高岳往復〉

昭和29(1954)年10月9日N11日 秋季天幕懇親会奥日光光徳沼 OB参加

昭和33(1958)年7月15日-8月3日夏山叙津生活 OB参加

11月25日N28日 富士山合宿五合日佐藤小屋 OB参加

オ七本寸二二良区(化27) 平成19年11月15日逝去 享年77歳
昭和22(1947)年6月 燕岳→槍ヶ岳縦走

7月16日N29日 夏山銅浮生活及び北アルプス縦走〈南津ルート)

11月20日~ 富士山

12月24日N30日 熊の湯スキー合宿

昭和23(1 948)年 7月 16 日 ~25 日 夏山叙淳生活{伊地知宏君、 7月21日ニードル付近にて遭難}

昭和24(1949)年 1月3日N8日 神城スキー合宿

1月9日N16日 冬山遠見生活

3月28日N4月16日春山生活(遠見尾根~鹿島槍ヶ岳)

昭和24(1949)年5月27日N30日 谷川岳マチガ海生活

7月15日N30日 夏山鯨津(別山平)生活及び北アルプス縦走(薬師ルート~槍→穂高まで〉

10月1日N6日 奥日光天幕懇親会

11月19日N26日 富士合宿

12月 20 日 ~30 日 高座スキー合宿

昭和25(1950)年 1月1日NI0日 冬山遠見尾根生活

3月20日-4月16日春山叙岳生活

5 月 12 日 ~14 日 新人歓迎天幕懇親会甘利山〈南アルプス前衛〉にて

石坂以下 33名〈新人17名〉、瀬能山岳部長も参加される。

6月 1日NI0臼 槍ヶ岳北鎌尾根

7 月 15 日 ~8 月 2 日夏山銅浮生活及び北アルプス縦走〈薬師ルート〉

8月2日N7日 天上平第二次合宿

9 月 29 日 ~10月 1 日奥日光光徳沼天幕懇親会

10月28日N11月4日秋山合宿及び冬山荷上げ 冬山荷上げ隊
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12月 12 日 ~l 月 19 日冬山合宿〈槍ヶ岳北鎌尾根~北穂高岳往復)

昭和26(1 951)年 3 月 21 日 ~4 月 1 日春季スキー合宿 弥陀ヶ原追分小屋

4月 昭和26(1951)年度総務 (CL)に就任

4 月 2 日 ~158 春山創岳生活

5 月 4 日 ~6 日 新人歓迎天幕懇親会甘利山

5 月 6 日 ~9 日 甲斐駒ヶ岳

5 月 30 日 ~6 月 6 日穂高横尾生活

6月6日 奥又白偵察

7 月 10 日 ~8 月 8 日夏山銅浮生活及び北アルプス縦走黒部→後立山
8月 4 日 ~8 日 奥又白谷第二次合宿

10月 6 日 ~9 日 光徳沼ザイル祭・秋季天幕懇親会瀬能部長、北村以下 18名

10月 30 日 ~11月 11 日秋山合宿(冬山器具食糧の荷上げと偵察及び縦走〉 北村以下 13名

11月 3 日 ~5 日 縦走~槍ヶ岳→天上→高瀬

11月23日-26日 富士山合宿

12月 5 日 ~l 月 4 日冬山穂高生活 リーダー北村以下13名
〈極地法による奥又白谷、前穂高より鎗往復及び、前穂高東面ノ〈ットレスの登祭}

昭和30(1 955)年10月 8 日 ~9 日 秋季天幕懇親会奥日光光徳沼OB参加

平成14(2002)年 6 月 8~9 日 富士山 50回忌行事 三合目ケルン前及び妙法寺、富士ビューホテルにて

業嬰チ千二 日百〈法28) 平成17年 1月25日逝去 享年 77歳
昭和24 (1949)年 5 月 27 日 ~30 日 谷川岳マチガ津生活

昭和25 (1 950)年 5 月 12 日 ~14 日 新人歓迎天幕懇親会甘利山(南アルプス前衛〉にて

5月26日-30日 谷川岳生活谷川岳東面マチカ、海

7 月 15 日 ~8 月 2 日夏山館津生活及び北アルプス縦走(薬師ルート〉

8月2日-7日 天上平第二次合宿

9 月 29 日 ~10月 1 日奥日光光徳沼天幕懇親会

11月 23 日 ~26 日 富士山合宿

昭和26(1 951)年 5 月 4 日 ~6 日 新人歓迎天幕懇親会甘利山

5月6日-9日 甲斐駒ヶ岳

昭和29(1954)年 5 月 2 日 ~3 日 新人歓迎天幕懇親会入笠山 OB参加

昭和田(1988)年4月29日 藍綬褒章を授与される

平成 3(1 991)年10月 2 日 ~5 日 シルバーOB集会{秋の弥陀ヶ原と芦舶寺・佐伯文蔵と水越一郎氏の墓参〉

ァド二本寸居券クに(芸29)平成17年5月17日;逝去 享年74歳

昭和30(1955)年4月 日本大学芸術学部写真科卒業後、毎日新聞社写真部入社

昭和34(1959)年 4 月 ~5 月 日本山岳会ヒマルチュリ登山隊~毎日新聞よりカメラマンとして参加

その後、楼門山岳会に入会

昭和35(1960)年 慶応大学ヒマルチュリ登山隊

昭和44(1969)年 日本山岳会エベレス卜二次偵察隊、毎日新聞よりカメラマンとして参加

昭和45(1970)年 日本山岳会エベレス卜隊、毎日新聞よりカメラマンとして参加

平成17(2005)年12月 1 日発行〈山岳第100年〈通巻158号〉追悼欄(316~318P)} 田遜霧(慶応OB)により記述《
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コた走事工E::h(土31)平成20年 1月17日逝去 享年 75歳

昭和27(1 952)年 5 月 3 日 ~ 4 日 新人歓迎天幕懇親会入笠山

5 月 31 日 ~6 月 8 日初夏穂高合宿及び~::ftアルプス縦走(槍ヶ ー岳→烏帽子岳・〉

⑧ 6月7日~槍津小屋消失事件〈会報12号参照〉

7 月 21 日 ~8 月 9 日夏山銅津生活及び北アルプス縦走(鋭津→東津→槍ヶ岳〉

昭和28(1953)年 3 月 6 日 ~19 日 春山スキー合宿志賀高原発崎 日大工科山の家

4 月 6 日 ~9 日 妙高・火打山スキー行梅松、大蔦、平山、永田、林

5 月 2 日 ~3 日 新人歓迎天幕懇親会奥多摩・日原 CL梅松以下 28名参加

5 月 31 日 ~6 月 9 日初夏穂高合宿

V.追悼

7 月 22 日 ~8 月 5 日夏山鯨津生活及び北アルプス縦走(叙津→白馬→鹿島槍ヶ岳〉
10月 11 日 ~13 日 秋季天幕懇親会奥日光光徳沼

10月 31 日 ~11月 6 日秋山・南アルプス縦走 〈赤石岳パーテー〉

11月 21 日 ~23 日 富士山生活 吉田口五合目・佐藤小屋

11月 23 日 ~30 日 初冬穂高生活〈横尾岩小屋〉

12月 26 日 ~l 月 5 日蔵王スキー合宿(蔵王コーボルトヒュ ッ テ〉

昭和29(1 955)年 1 月 7 日 ~13 日 五龍岳山行(積雪期技術訓練)

5 月 2 日 ~3 日 新人歓迎天幕懇親会入笠山

5 月 27 日 ~29 日 初夏・北アルプス縦走 〈常念→大天井→燕岳〉

6 月 5 日 ~9 日 初夏・北アルプス縦走〈徳本峠→徳沢→槍ヶ岳→高瀬〉

7月4日 奥多摩山行・鋸尾根より大岳山

10月 9 日 ~11 日 秋季天幕懇親会奥日光光徳沼

10月 27 日 ~11月 3 日秋山・南アルプス縦走 〈鳳風三山→北岳→農烏岳→塩見岳〉
11月 27 日 ~28 日 富士山合宿吉田口五合目佐藤小屋

28日〈良雪〉五合目小屋から大津を登り、再び夏道に出て八合目に至る。

風雪ひどく小屋に引き返すべく下降中・七合目小屋下にて雪崩に遭遇するo

〈時・ 10時40分> <追悼ー富士に眠る仲間へー参照}

昭和30(1 955)年 2月 28 日 ~3 月 6 日春山生活(遠見尾根より、五竜→唐松〉
4月 昭和30(1955)年度総務 (CL)に就任

5 月 7 日 ~8 日 新人歓迎天幕懇親会人笠山

7月2日 三ツ峠岩登り訓練

7 月 17 日 ~8 月 4 日夏山鯨津生活及び北アルプス縦走〈銅浮→薬師→槍ヶ岳〉

9月9日 富士山ケル ン建設行

10月 8 日 ~9 日 秋季天幕懇親会奥日光光徳沼

10月24日，、，11月1日秋山横尾生活及び北アルプス縦走 〈横尾→槍ヶ岳→高瀬川〉

11月 24 日 ~27B 富士山生活 吉田口五合目佐藤小屋

12月 18 日 ~l 月 6 日冬山遠見尾根生活

昭和31 (1 956)年 3 月 1 日~ 1 0日志賀高原・発崎スキー合宿日大工科山の家

3 月 12 日 ~4 月 5 日 春山叙津生活〈銀岳西面から八 ッ 蜂・源治郎尾根の登拳〉

5 月 7 日 ~8 日 新人歓迎天幕懇親会入笠山 OB参加

6 月 16 日 ~18 日 谷川岳〈マチガ津)強化合宿 OB参加

7 月 12 日 ~8 月 3 日夏山観津生活及び北アルプス縦走〈銅津→薬師→槍ヶ岳) OB参加

10月 13 日 ~15 日 秋季天幕懇親会奥日光光徳沼 OB参加

10月 30 日 ~11月 2 日穂高岳白出谷第二次偵察 OB参加

昭和34(1956)年12月 24 日 ~l 月 6 日妙高山麓笹 ヶ蜂牧場スキー合宿 OB参加

帰途、中嶋と乙見山峠越え小谷温泉へ

昭和田(1960)年 7 月 20 日 ~8 月 6 日夏山銅津生活 OB参加

11月27日 富士山七回忌法要 三合目ケルン前

昭和39(1 964)年 8 月 27 日 ~31 日 菊池・中村両君の七回忌法要奥穂高岳溜淳

昭和40(1 965)年10月 9 日 ~10 臼 秋季天幕懇親会軽井沢日本大学寮

昭和62(1 987)年10月 17 日 ~18 日 楼門山岳会有明山懇親山行
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昭和田(1988)年10月15日ぺ6日

平成14(2002)年4月17日

楼門山岳会雨飾山懇親山行

富士山 50回忌準備・ こ合目ケルン偵察行大蔦、村石・中嶋

6月8日-9日 富士山 50回忌 三合目ケルン前及び妙法寺、富士ビューホテルにて

予雪71'ζ 雪~(法34) 平成15年 5月19日逝去 享年 67歳

昭和30(1955)年 7月17日-8月3日夏山叙津生活及び北アルプス縦走叙〉薬師〉槍〉徳沢

10月8日-9日 秋季天幕懇親会奥日光光徳沼

11月24日-27日 富士山生活五合目佐藤小屋

昭和31(1956)年 3月1日-10日 志賀高原・発晴スキー合宿日大工科山の家

5月7日-8日 新人歓迎天幕懇親会入笠山

5月30日-6月4日初夏山行・南アルプス縦走北沢峠→仙丈岳→仙水峠→甲斐駒ヶ岳

10月 13 日 ~18 日 秋季天幕懇親会奥日光光徳沼及び光徳招→金精峠→四郎峠→尾瀬

昭和31(1956)年10月 三ツ峠

11月25日-28日 富士山生活五合目佐藤小屋

昭和32(1957)年 5月7日-8日 新人歓迎天幕懇親会入笠山

5月 木曽駒ヶ岳→空木岳

昭和32(1957)年 7月12日-30日 夏山・叙様生活 ⑧ 28日~高橋計介・源治郎尾根にて遭難

昭和33(1958)年 3月29日-4月4日妙高笹ヶ峰・火打山スキー行

5月 燕岳→槍ヶ岳

昭和34(1959)年 8月 蒲田温泉→笠ヶ岳→槍ヶ岳

昭和35(1960)年 9月228-26日 菊池富雄君~追悼山行横尾→穂高岳

昭和61(1986)年5月24日-25日 富士山・佐藤小屋~八合自にて時間切れ登頂ならず

8月22日-24日 楼門山岳会・掴津集会

昭和田(1987)年 5月30日-31日 富士山・吉間口五合目佐藤小屋.

7月30日-8月2日棲門山岳会・創浮集会

昭和田(1988)年 6月11日-12日 湯の花温泉~団代山→帝釈山往復

平成元(1989)年4月15日-16日 第I回楼岳会(同期〉山行~春日温泉と琴科山〈雨の為、高遠城祉楼見物〉

7月29日-30日 木曽駒ヶ岳→宝剣岳頂上木曽小屋

8月24日-27目 標門山岳会・飯津集会

{高橋計介君-33回，忌、創岳に眠る水越・伊地知両氏を忍ぶ会}

平成2(1990)年 6月9日-10日 巻機山〈新緑と雪渓と山菜の山旅〉

10月6日-7日 楼門山岳会・掴津集会〈菊池富雄・中村達男両君の33回忌集会)

平成3(1991>年11月9日-11日 秋山郷・苗場山と鬼無里・福島山荘

千成4(1992)年11月6日-8日 秋山郷集会ひだまり荘

平成8(1996)年 6月7日-9日 守門岳・浅草岳五味津・音松荘

7月12日-13日 天城・万二郎→万三郎

11月8日-10日 秋山郷・苗場山

平成9(1997)年 9月26日-29日 餌津小屋集会

10月18日-19日 楼門山岳会・日本大学山岳部~斎藤伸司君・慰霊碑参拝山行

10月31日-11月9日楼岳会〈同期〉・ヒマラヤツアー〈エベレストビューとポカラに遊ぶ)

平成10(1998)年 3月6日-7日 赤城・黒桧山

4月17日-19日 浅草岳音松荘

5月15日-17日 上州・武尊山

6 月 4 日 ~7 日 銀津集会

9月22日-26日 銀津→池ノ平→黒部→榛平

11月13日-15臼 秋山郷ひだまり荘

平成11(1999)年 2月19日-20日 御坂山塊・黒岳

4月16日-17日 菅平・四阿山

6月13日-7月4日ヒマラヤ・トレッキングエベレスト街道~カラパタール

11月19日-21日 秋山郷ひだまり荘
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v.追悼

平成12(2000)年 5月20日吃l日
6 月 9 日 ~ll 日

10月22日

{第l回信州上回市郊外の里山歩き》参加 田沢温泉・富士屋ホテル

銅津小屋集会

11月 10 日 ~12 日

榎本匡伸君の33回忌法要 台東区・光佳寺にて

秋山郷集会と田沢温泉行

平成13(2001)年 1月20日々l日

6 月 8 日 ~9 日

6月18日

長者ケ岳〈回貫湖より〉 休暇村・富士

富士山50回忌参加〈ケルン参拝、法要・追悼会〉及び石割山

9月7日刊8日

下肢静脈癒大伏在癌の手術を受ける、)11崎市宮前区有馬~有馬病院にて

信州・青木村田沢温泉集会国民宿舎{富士}

不冨&き雪~宏佐〈経34)平成18年 9 月 1 日 享年 69歳

昭和30(1955)年 7月17日N8月3日夏山叙津生活及び北アルプス縦走〈叙津→南津→給→徳津〉

10月 24 日 ~29 日 秋山・横尾生活

11月 24 日 ~27 日 富士山生活 五合目佐藤小屋

12月 18 日 ~1 月 6 日冬山遠見尾根生活
昭和31 (1 956)年 3 月 1 日 ~10 日 志賀高原・発時スキー合宿日大工科山の家

5 月 7 日 ~8 日 新人歓迎天幕懇親会入笠山

5 月 31 日 ~6 月 3 日初夏山行・北アルプス縦走(徳本峠→槍→高瀬→大町)

7 月 12 日 ~27 日 夏山・飯津生活 ⑧叙津・赤痢事件のため、撤収荷物を担ぎ下山する。

10月 31 日 ~11月 6 日南アルプス縦走(平岡→本沢→聖干→赤石→大聖寺平)

昭和32(1 957)年 5 月 7 日 ~8 日 新人歓迎天幕懇親会入笠山

5月 木曽駒ヶ岳→空木岳

7 月 12 日 ~30 日 夏山・飯浮生活 ⑧ 28日~高橋計介・源治郎尾根にて遭難

昭和34(1959)年 2月 石打スキー行

昭和35(1960)年 2月6日々日 土樽スキー行

9 月 22 日 ~26 日 菊池君追悼山行横尾→穂高岳

12月 30 日 ~1 月 3 日甲斐駒ヶ岳→仙丈岳

昭和36(1961)年 1月22日 磐梯山スキー行同期仲間~塩谷君に、ゲレンデにて会う

2 月 11 日 ~13 日 菅平スキー行

3月21日-26日 尾瀬スキー行(彪岳・至仏山に登頂〉

9 月 22 日 ~26 日 鳥海山と男鹿温泉行 (周期仲間と〉

12月 30 日 ~l 月 3 日岩手山山麓・網張温泉スキー生活 (同期仲間~高山、中嶋、中里、斎藤〉

昭和38(1963)年 1 月 26 日 ~29 日 赤倉スキー行

昭和40(1 965)年 2 月 13 日 ~15 日 山田温泉スキー行

昭和61 (1986)年 5 月 24 日 ~25 日 富士山・佐藤小屋~八合目にて時間切れ登頂ならず

昭和61 (1 986)年 8 月 22 日 ~24 目 標門山岳会・沼津集会澗津ヒュ ッテ

昭和63(1 988)年 6 月 11 日 ~12 日 湯の花温泉~田代山→帝釈山往復

9 月 17 日 ~18 目 標門山岳会~入来ー上関氏50回忌ケルン詣で夫妻で参加

10月 15 日 ~16 日 楼門山岳会・雨飾山集会 小谷温泉・山田旅館にて

平成元(1989)年 4月 15 日 ~16 日 第1回楼岳(同期〉会山行・事科山〈雨の為、高遠域社楼見物〉春日温泉

平成 2(1990)年 6 月 9 日 ~10 日 巻機山(新緑と雪渓と山菜の山旅〉

平成3(1 991)年11月 9 日 ~ll 日 秋山郷・苗場山と鬼無里・福島山荘

平成4(1 992)年 3 月 14 日 ~15 日 御岳山集会憩山荘

9 月 11 日 ~14 日 鬼無里・福島山荘

平成5(1 993)年 5 月 1 日 ~3 日 鬼無里・福島山荘

9 月 11 日 ~12 日 戸隠山・福島山荘より

平成8(1 996)年 7 月 12 日 ~13 日 天城・万二郎→万三郎

平成12(2000)年10月22日 榎本匡伸君の33回忌法要台東区・光佳寺にて

平成14(2002)年6月8日 富士山50回忌法要・追悼会に列席勝山村抄本寺等

平成15(2003)年11月 22 日 ~24 日 鬼無里・福島山荘

平成16(2004)年5月14日 日本大学山岳部・楼門山岳会⑮年度年次総会四ツ谷・プラザ・エフ

O B会への顔出しが最後となりました。
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を夏三転匡三f申(法34) 平成10年10月15日逝去 享年 63歳
昭和30(1955)年 5 月 7 日 ~ 8 日 新人歓迎天幕懇親会入笠山

7月17日々8日 夏山創浮生活

11月 24 日 ~27 日 富士山生活吉田口五合目佐藤小屋

昭和31(1956)年 1月 沼尻スキー行

5 月 30 日 ~6 月 4 日初夏山行・南アルプス縦走北沢峠→{山丈岳汁Ih水峠→甲斐駒ヶ岳
10月 13 日 ~18 日(会報13号~9月 13 日・誤り〉秋季天幕懇親会奥日光光徳沼

天幕懇親会後、光徳沼→金精w，:→四郎峠→尾瀬

10月 31 日 ~11月 6 日南アルプス縦走平岡→本沢→聖平→赤石→大聖寺平

昭和32(1957)年5月 木曽駒ヶ岳→空木岳

8月 槍ヶ岳→針ノ木岳

10月17日 磐梯山

昭和33(1958)年 1月 志賀高原スキー行

4月 浅間山

8月 銅浮山行→針j木岳 付夏山鋭揮生活中の菊池、中嶋に会う}

昭和34(1959)年 2月 蔵王熊野岳・)(IJ回岳スキー行

8月 蒲田温泉→笠ヶ岳→槍ヶ岳

昭和田(1960)年 2 月 6 日 ~ 7 日 土樽スキー行

9 月 22 日 ~26 日 菊池君追悼山行横尾→穂高岳

昭和36(1 961)年 2 月 11 日 ~13 日 菅平スキー行

昭和38(1963)年 1月初日々9日 赤倉スキー行

昭和40(1 965)年 2 月 13 日 ~18 日 山岡温泉スキー及び赤倉スキー行

昭和60(1985)年 8 月 30 日 ~9 月 1 日妙高・笹ヶ峰→高谷池→火打山

昭和61 (1 986)年 5 月 24 日 ~25 日 富士山・佐藤小屋~八合自にて時間切れ登頂ならず

昭和62(1 987)年10月 17 日 ~18 日 楼門山岳会・有明山懇親山行中房温泉・有明荘

昭和63(1988)年 2 月 13 日 ~14 目 標岳会(同期)・御岳山集会憩山荘夫妻で参加

166 



V 追悼

星野辰雄さんと崎田照さん

昭和34年経済学部卒 中嶋啓

星野、崎田両先輩の思い出話(追悼文)は、正直 に連れて行ってくれ!Jと云われ、二つ返事でO

云って非常に重荷であり 、戦前のOB諸氏に申し Kし、 23日に調布市の多摩川住宅のお嬢さん宅に

訳ない気がするのである。 出向き、 二人で熱海市網代の崎田邸にお邪魔しま

両先輩には、私が昭和62年、棲門山岳会理事長 した。然し、お二人の話題は、痴呆症の話で盛り

就任後、大変お世話になりました。後ろ盾として 上がっており、私は、 二人の聞に入るわけも行か

協力をしてくださると共に、崎固さんは網代に居 ず、遠くから見つめるだけでした。崎田さんはこ

を移したばかりにも拘わらず、役員会に出席され、 年後、自宅階段での頭部打撲事故で入院され、以

戦前OBの中心的立場で協力を惜しまず、私が意 後亡くなるまで闘病生活をされたとの事です。

図した戦前 ・戦後OBの融和には大いに賛同頂き、

各種の山行、集会には顔をみせて下さいました。

両氏とも、昭和11年4月に日本大学予科理科に

入学し、星野さんは建築工学科、崎田さん電気工

学科に通われました。その頃の日本大学山岳部は、

理科山岳部が中心をなしていたようです。松田雄

ーさんが、当時の様子を「山岳jに f-戦前の黄

金時代と云われ、部員も多く、よい仲間に恵まれ

ていた。』と記述しています。

然し、昭和12年4月の春季創岳生活(3月25日~

4月11日)では、水越一郎さんの遭難事故が起きて

しまいました。

また、崎田さんは、昭和15年 8月には、第二回

穂高生活(8月4日-10日)後、 8月13日に前穂高

岳奥又谷での入来、上関両氏の事故に遭遇されて

います。

昭和16年10月13日には、白馬岳大雪渓上部で疲

労凍死された大木彦久、棲井白弘、長谷川幹男三

氏の事故もありました。当時チーフ・リーダーを

務めていた崎田さんは、「日本山岳会会報16号J(昭

和17年4月)に「白馬岳連難顛末(日本大学山岳部}

と題して、一行の予定及び経過の推定等を記して

います。

昭和16年12月8日には、太平洋戦争に突入、多

くの苦難が待ち構えていました。そして、昭和20

年8月15日。太平洋戦争敗戦で日々の生活は厳し

いながらも、希望を持ち得る時代を迎えたのです。

平成10年(1998年)5月、楼門山岳会総会に久し

ぶりに出席された星野さんから、「中嶋、崎田の所

剛直な星野辰雄さん

星野さんとの出会いは、確か昭和32年 8月7日

~高橋計介君の遭難報告会~の席上だ、ったと思い

ます。

昭和32年夏山(翻j畢)生活は、 7月28日の高橋計

介君の事故で慌ただしく打ち切られたのです。

立山山麓 ・芦|跡寺でお通夜と茶毘を済ませ、ご

両親と部員全員が帰京したのは31日でした。

私の山日記によると遭難報告会は当時、 三崎町

にあった法文学部校舎前の大学本部三階・会議室

で聞かれています。

星野さんは、在京の諸先輩に対して、終始厳し

いご意見を述べられていたのが、今も脳裏に残っ

ており、最後には、楼門山岳会脱退を宣言されて

退席されました。

その後、 OB会とは縁を切ったのか、 〈時報HO

Bと山岳部聞の情報手段であった)には名前が載る

ことはありませんでした。もっとも札幌在住で高

校教諭という職にあったので、無理からぬことだ

ったのでしょう。

昭和62年、楼門山岳会理事長に私が任じられた

のを契機に、 〈時報〉に代わる 〈短信〉を始めさせ

て戴きました。既に 〈時報〉は廃刊されており、

地方の先輩や戦前の諸先輩への情報発信が満足に

されておらず、 一部の主だ、った方々には、計画書

等の発送はされていましたが、全体には発信され

ていませんでした。

〈短信〉発送で一番先に反応を戴いた先輩が、星野、
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崎田両先輩でした。戦前活躍された方々は、昭和

ω年代には、シルバーOB会の名の下に両氏の外、

鈴木(克)、津村、佐藤(耕)、野田さんらが中心に

なって活動されていました。

私も戦前・戦後のOB聞の距離を縮めるために、

各地での集会を勧める中で、星野さんからは「中

嶋君、北海道でやってくれJと云われましたが、

とうとう北海道まで足を延ばすことは出来ません

でした。

ある在京先輩には r~旅行社みたいなことをし

て~J との批判がありましたが、立山・創は毎年

のように実施し、遠くは現地OBの手助けを受け

て、伯香大山(本片山、松井)や四国の石鎚山(和田、

山崎、山平)、久重・高千穂(宮本、和田、中津留)、

早池峰山(菅原)と各地で開催し、星野・崎田両先

輩も良く参加して下さいました。

平成の御代(1989年) になった、 8 月 25 日 ~26 日

「創に眠る仲間(水越、伊知地、高橋)の追悼会」前

に、星野、崎田両先輩の要望もあり、 8月24日に

立山駅前の杉田屋で「佐伯文蔵氏を囲む会」を聞

きました。土肥、真島、崎回、星野、野田、田中(昇)、

新田、渡逼(恭)、松井、石坂らの先輩が集まり、創の

大将こと佐伯文蔵氏との懇親を楽しみました。

私が杉田屋から、芦僻寺の文蔵氏宅へ車でお出

迎えに行く途中、猛暑の中、 芦餅寺での墓参を終

えた石坂さんと出会い、車で再度文蔵さんをお迎

えに行きました。車を待つ文蔵さんの姿はそわそ

わしていたのが、見え見えでした。

杉田屋に到着しますと、卒業以来とのお言葉通

り、星野さんは文蔵さんと抱き合って、親交を懐

かしんで、いました。

「山岳JVo1.98(2∞3)に掲載され松田雄ーさんの手

による追悼文によると、 U941年4月、日本大学工

学部建築工学科を卒業、主任教授の推薦で、満州

に渡り国策としての建設事業に従事した。』 とあり、

また r~敗戦後の満州、|では、 二人の幼児を抱え大

変な苦労をされたが、昭和21(1946)年の年末から

翌年 1月にかけ、ょうやく待望の帰国を果たすこ

とができ、実家のある函館に戻った~.1とありま

す。
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我々の同期(棲岳)会に出席された際、わが家へ

の招待を申し出たところ気持ちよく受けて下さり、

女房との話の中で、朝鮮からの帰国船の話をされ

ていましたが、帰国船を何とか探しだし、命から

がら朝鮮から日本にたどり着いたと申しておりま

した。その事が後に家族の身体を壊す原因になっ

たとも仰っていました。

女房とは非常に話が盛り上がっていましたが、

今思えば、一緒に良く聞いておけば良かったと思

っています。

〈山岳〉によると『星野氏とミキ夫人との聞には、

長女初美、長男克器(かっき)が在満中に誕生した

が、長男を1976年(昭和51)年に膝原病で亡くし、

最愛のミキ夫人が1956(昭和31)年に乳癌の手術を

受けてからは、以後29年の長きにわたり看病に明

け暮れた。このようにミキ夫人が1985(昭和60)年

に先立たれるまでの、札幌時代の大半は、家族と

の闘病生活にあたられた。 ~.l と述べています。

平成 7年12月の同期(棲岳)会にお招きした際、

出席された大城、下崎、安田、高緑の面々に、厳しい

言葉を発せられていました。星野さんの中には、

「四年問、山ー岳部生活を送った者しか、 OB資格は

ない」との持論が強くありました。お会いした時

の挨拶等にも非常に厳しく、 r~挨拶がない。」 の言

葉は星野さんから良く聞きました、要は礼儀を大

切にしろと云う事で、非常に律儀な方だ、ったと思

います。

『先日はお宅にまでお訪ねして、奥様にまでご迷

惑をお掛けしてしまって、誠に申し訳なく，思って

おります。ゆっくりと考えて返事を仕様と思って

おりました二十七日、突然。札幌の教え子の死亡

の電話が入札翌二十八日急ぎ札幌に帰り、 三月

一日通夜、二日告別式、三月四日教え子の家へ行

ったりで、今晩家に帰って ホッとしている所で

す。 ~(略)~君の考えを聞きに行った件のことで

すが、はっきり申して私の力は如何とももう吾々

年寄りの出る幕はない様です。

君等や君等よりも若い連中がやる時が来ている

のでせう。只これだけは申し上げておき度いと思

います。現役時代膿臨部員で殆んど山へも行かず



顔も出していなかった人間には決して、集りに顔

を出させたり、発言させたりしないで下さい。そ

の様な人間は部員で、はなかったし、勿論楼門山岳

会員でもない筈ですからです。

四月の川111奇(鶴見と間違え)の総持寺での行事は

鈴木(克己)先輩の以前からの発案です。兎に角行

なわねばならない事です。願わくば計画の進行に

-"ら
"""，， :-. 閉 伊帯説 J・

V.追悼

君も加わって手伝って貰い度いと思います。よろ

しく

先づはご健闘を祈ります。返事とお願い迄

三月五日夜星野辰雄J
中嶋 啓様

平成九年三月五日付の札幌からのお手紙です。

....立山・芦餅寺墓地公園にて 故水越一郎氏・佐伯文蔵氏の墓参平成 3(1991)年10月2日

0印一招待学生(共に 3年部員*印-故人と

なられた方々

谷君(翌年山岳部を退部、 12月末に北岳バットレ

スにて遭難する)
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〈文蔵の友・星野さんの遺言による~} 9月の銅浮・

故星野辰雄氏追悼山行

。日時 平成15年 9 月 9 日 ~12 日

.メンバ一 石坂、松田、山口(靖)、中嶋 4名

9月9日

松田、中嶋~(高尾駅発~ 6 : 00)→安房峠→神

岡→笹津→大山町→立山→室堂→立山連峰ロッヂ

(泊)

途中、芦断寺に立ち寄り、四氏(佐伯文蔵、水越一

郎、板倉勝宣、佐伯富男<福泉坊>)の墓碑を参る。

石坂~旗捨→黒四より入山、室堂パスターミナル

にて、松田、中嶋に出合い、合流し→連峰ロッヂ(泊)



山口~松田、中嶋と同じコースにて一足先に入山

し、ーの越→竜王岳と歩き→連峰ロ ッヂ(泊)

9月10日 曇後風雨

天気の悪化を予想し、 7時40分に連峰ロ ッジを立

つ、雷鳥海中腹より大雨となり、三人共ずぶ濡れな

ので、乗越小屋で一休止して、翻浮小屋に下る。ポン

チョは帆の如く強風に煽られ全く用をなさず。

今日、帰郷予定の山口氏は雨のため、雷鳥浮途中

(大曲り付近)にて下山する。

連峰ロ ッヂ発(7: 40)→別山乗越(9:50~ 1O・05)

→濡れネズミで創淳小屋到着(10: 50) 

9月11日雨後曇り

雨聞をみて、多少の風雨は覚悟して、 6時20分頃、

翻津小屋を立ち、黒百合のコルに向かう。幸い雨は

上り、 雲間には前創や八ッ峰の下半、後立山の唐松

岳や白馬岳が望まれ、雨に遭う事もなく 星野さんの

追悼山行を済ますことが出来、 8時20分頃には創津

小屋に帰舎する。

天候回復は見込み薄なので大日岳を諦め、下山す

る事とし、友邦さんの奥様にお願いして芦跡寺の民

宿・キ目真坊を紹介して頂き、急いで下山する。立山到

着後、夕立に遭うも濡れずに宿に到着する。

翻津小屋発(8:30)→四高ケルンにて路を間違え

(私の判断ミス)→霧の中、別山への急登を強いら

れる。

これも星野先輩の「少しは山を登って来いリの

命令と、山頂手前の稜線まで登る。別山→別山乗越

→雷鳥(1宰)平(11: 4O~12 :∞)と歩き、雨に遭うこ

ともなく室堂に帰着03: 20)。室堂(13: 40)→美

女平(14: 1O~20)→立山駅(14 : 30~ 15 : 00)→芦

餅寺・相真坊着(15: 15)。今日は、杉田三江子さん

はリハビリ通院日のため、留守なので、芦勝寺 ・相

真坊に入る。相真坊は民宿とは云え、大旅館並の行

き届いた施設と低料金(二食付・税込み~7(削円) に

驚かされる。

9月12日 晴れ

再度、佐伯文蔵、佐伯富男、水越一郎、板倉勝宣四

氏の墓碑を参り、千毒ケ原に戻って、杉田三江子さ

んにご挨拶をし、帰路に着く 。
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《追記として》

星野先輩は、昭和14年度の夏山・創浮生活の

C ・L(当時、チーフ・リーダーは、各合宿毎にリ

ーダ一会メンバー中から C.Lを務めた)をされ、

当時の 〈創の大将〉、故佐伯文蔵氏も一員として参

加(39名)されており、お二人は懇意な間柄でおら

れたご様子です。

昭和12年・ 春山(4月)の水越一郎さんの事故、

そして夏山(別紙参照)には上高地から槍→薬師→

鯛の縦走を文蔵氏を伴い、崎田、 真島、 富沢さん

らと歩いており (その時の写真は今でも、翻津小屋

の食堂に飾られている)、C.Lを努めた昭和14年・

夏山では銅i峯生活を文蔵氏と共に過ごされており

ます。

星野先輩にと って、創岳ci畢)は佐伯文蔵氏と重

なり、大切な思い出の地だ、ったと想像するにつけ、

半世紀ぶりの再会に、 二人が抱き合って喜ばれて

いた姿がありありと思い出されます。

卒業と同時に苛酷な戦役(旧満州)を経た星野さ

んは、戦後も秋田工業高校・札幌工業高校での教鞭

生活で、思うような山登りも出来なかったと思い

ます。しかし、妥協を許さない言動は、 OB会で

の物議をもたらすこともありました。

私は、シルバーOB会等で剣j撃に飾られて居る

方々 (星野、崎田、 真島、野田さんら)にお会いす

る度に、何とか星野、崎田さんを剣津小屋まで、お

連れしたいと再三お勧めしましたが、残念ながら夢

は叶いませんでした。創・立山での星野さんの最後

のお姿は野田さんと登られた雷鳥津でハイマツ帯

まで登り、お二人で「ここで辞めとくよ ~J と 云わ

れ、見えなくなるまで、お二人で、立っている姿です。

崎田さんは数回、創浮集会でソj、屋へ行かれてい

ますが、文蔵さん亡き後、食堂飾られた写真をみる

事が出来ませんでした。一度、崎田、 真島さんを

踊し騎し登りましたが、真島さんが別山乗越まで

で、崎田さんは別山乗越少し下までが、精一杯で、し

た。

創j宰小屋に飾られた写真は、崎田、真島氏らが中

心に作られた「佐伯文蔵アルバム」から、子息・友邦

氏が引き伸ばされたものです。今は両先輩と文蔵

氏との交流写真をお見せする機会がなく去ってし



V.追悼

まい、誠に残念でならないです。 が、我々の時代は個人装備の非常食同様に山日記

平成4年(1992年)、北里病院で大動脈癌を手術 は必携品であった。

されてからは、調布市在住のお嬢さんを頼って上

京し、シルバーOB会u1行に数多く参加され、石

坂さん、松田さんとも非常に懇意にされていました。

松田さんは葬儀の仕切り役を果たされ、又、 一

周忌には松田さんと私が出席させて頂きました。

ご家族の依頼で実施した 〈翻浮・追悼山行〉には、

石坂、松田両氏も参加されましたが、大雨の洗礼

を受けての翻津山行でした。

剛直な心を持って、若き日の日大山岳部精神を

最後まで、大事に持ち続けた先輩でした。

チロルハットが似合う 崎田照さん

故神山勉氏の追悼集 『雲表の友』及び 『会報6号』

の中に、 〈山日記周辺〉と題した神山さんの寄稿文

が掲載されている。

「頑固な金坂で思い出したが、今度の山日記十五

輯の編集は崎田と金坂が張切って面白かった。~

(略目とあり、なおも I~ (略) ~山日記の編集に

は、崎田は崎田らしい、金坂は金坂らしいやり方

をやったので、それらしい逸話が大分ある。結局、

崎田は岩山に発破をしかけて少し位の凹凸はかま

わずパンパンとトンネルを堀りすすめてゆく人だ

し、金坂は先ず丹念に型や方向を定めたら、それ

を又実に正確に堀りすすめてゆく人だ。

小さな問題も細心に処理してあって、へたな文

句をつけようものなら、周到な考えのもとに出さ

れた結論として説明されると、逆ねじを喰ったよ

うな気にすらなる。それなのに傑作なのは、金坂

は融通のきいた仕事を しよ うと思っているらしい

し、崎田は綴密な仕事を しようと思っているらし

い事だ。そういう時、結構二人とも聞のぬけたこ

とをやっ ているから愉快だ。 ~ (略) J と記述され

ている。

戦後、昭和20年代の山日記編集は神山さんの下

で金坂、崎田両先輩や多くの先輩や学生が現地情

報収集に駆り出されたように先輩諸氏からは聞か

されていた。山日記は日本山岳会発行のハガキ大

の赤い山岳手帳で、内容は山小屋情報が半分位を

占めていた。確か1988年版を最後に廃刊となった

星野、崎田両氏は昭和10年代の日大山岳部隆盛

期の方とはお聞きしていま したが、 よく知る よう

になったのは、私が昭和62年に理事長に就任して

からです。

この度、両氏の追悼文執筆には、星野さんにつ

いては 『山岳.J(日本山岳会機関誌)には松田さんが

記述され、会報は私が書くことになりました。崎

田さんについては、ご一緒に山を登られた諸先輩

(津村、笹本、 真島氏等)に執筆をお願いしました

が、どの方もご家族の方の承諾を得られませんで

した。結局、 『山岳Jには掲載できず、戦後の山日

記に尽力されたことを思うと、後輩として非常に

残念でした。会報34号には、この様な私ごとき者

の拙文で掲載致すことをお許し下さい。

崎田県氏は、大正 6年2月8日渋谷生まれ、本

籍地が渋谷区概ヶ丘とあります。学歴には、豊島

師範付属小学校から青山学院中等部とありますか

ら、渋谷のお坊ちゃまで育ったのではないかと思

います。チロルハット姿の崎田さんは、ダンデイ

ーな紳士でした。

昭和11(1936)年4月日本大学工学部電気工学科

入学、同時に入部もされたようです。と云うのも

別紙の物故者の山行歴一覧表にもありますが、 三

ツ峠懇親会(5 月 17 日 ~18 日 ) に参加されているか

らです。

昭和12(1937)年の春季翻岳生活 〈前鋼頂上付近

にて遭難~岳に眠る・参照〉には、新人として崎

回、星野、本山の三氏が参加されており、 4月6

日の水越一郎さんの事故当日は、「リ ーダー松代、

鞍回、崎田、 星野、文蔵の五人で天狗平小屋へ残

した荷を取りに行く ~J とあり、器具係に笹本、

崎田、星野の名が列記されています。

4月14日の上野原(水越さんの出身地 ・山梨県上

野原市)での本葬では、予科理科山岳部代表と して

弔辞を述べられています。又、 5月30日の水越一

郎君追悼会でも理科山岳部代表として出席されて

います。

昭和12(1937)年度は、予科理科委員、昭和13年

可
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度は記録委員を務め、昭和14年度には、星野さん

と共にリーダー舎(神山、松代、笹本、崎回、星野、

南)の一員となられています。 昭和15~16年度は、

総務(チーフ・リーダー)を務められて、卒業は半

年遅れの昭和16年12月でした。

〈上高地一槍一薬師一銅 山岳膝栗毛〉は、昭和12

年・夏の北アルプス縦走記で、縦走中や文蔵宅で

の写真は、昨年の夏まで、創津小屋の食堂に飾られ

ていました。

お二方の資料を読む中で、昭和13年3月に発刊

された 〈日本大学理科山岳部々報「霧氷J8号〉

に掲載されました、紀行文「上高地一槍薬師

銅 山岳膝栗毛jを転載する事で、両氏の一面が

判るかと思います。

又、佐伯文蔵氏を伴つての貴重な記録でもあり、

文蔵さん、真島さんをもご理解頂けたらと勝手に

思って掲載致しました。但し、当時は謄写刷りの

上、旧仮名遣文の文面ですので、判読に苦しむ箇

所もあり、私の間違いがあることをご承知ください。

崎田さんは、我々が現役の昭和30年代は海外生

活をしておられたので、 OB会でも殆どお会いす

る機会がなく、当時は会員名簿上で拝見する珍し

いお名前の方という程度の認識でした。

私が理事長を就任後、大変お世話になり、特に、

70周年行事に向けて楼門山岳会 ・山岳部資料等に

ついては、鈴木克己、佐藤耕三、野田福五郎、真

島恒雄氏らと共に、励ましとご協力を頂きました。

平成元(1989)年4月頃に熱海市網代に越されてか

らも、遠路にもかかわらず楼門山岳会の主要会合

には出席され、平成 8(1996)年2月には日本山岳

会〈第24回山岳史懇談会〉の講演では 『日大「楼

門の山Jjと題して講演されました。網代のご自宅

にも仲間と、度々、お邪魔させて頂きました。

たまたま、伊東市赤沢には、ラグビーの恩師が

おりますので、女房連れでも数回お邪魔させて頂

きました。

そもそも私が理事長就任したのは、山岳部員ゼ

ロの危機に追い込まれていたころです。大枚を叩

いて部員募集をとの声で、先輩各位に募金をお願

いしたところ、地方の先輩からも多くの募金を頂

戴いたしました。その130万円余の基金で、広告代

理店でパンフレットを製作し、さらに校門前でア

ルバイト女性が配布するという作戦(大学側からの

注意でアルバイト女性による配布は、すぐにやめ

ることになりました)もあって、何とか10名の新人

を確保いたしました。その後も作成したウインド

ブレーカーやチラシの効果か、数年後には部員数

30名を誇るまでになりました。

「棲の狂い咲き」とも暖かれましたが、崎回さん

や佐藤(耕)さんらの陰の力が大きな支えでした。

シルバーOB会を勧め、戦前に活躍された仲間

と歩かれていました。平成 5年 6月には、遠く九

州・九重の山を歩かれました。熊本・清和天文台

の初代台長を務められた宮本さんのお招きです。

「星の日本一美しい村」という宮本さんの言葉でし

たが、残念なことに当日は天気が良くなく夜空は

望めませんでした。この旅は、和田(哲)君の里・

高千穂まで足を延ばす強行軍でしたが、久住で怪

我をされた真島さんのお世話役も引き受けてくだ

さいました。

その他、徳沢や立山、真島さんの関係で、沼津、

浜松、松本の厚生年金休暇センターを利用した懇

親会では、常に中心的存在でおられました。

崎田さんは海外でのお仕事が長く、奥様からの

お話しでは、海外でも米軍関係の下請け仕事が多

く、ベトナム戦争下のサイゴン生活は大変だ、った

とのことです。

-昭和32年 5 月 ~39年 4 月 アフガニスタン政府

のカンダハール国際空港及びカブール大学キャン

パス及び諸建物建設工事の監督管理業務に従事

-昭和39年 4 月 ~40年 4 月 世界30余国(中東、ヨ

ーロ ッパ諸国等)に、視察を兼ねてご夫婦で旅行

-昭和40年 5 月 ~42年 3 月 ベトナム ・サイゴン

(ベトナム戦時下)主として米軍施設の電気設計業務

・昭和42年11月 ~45年 4 月 G.E(ゼネラル ・エレ

クトリック)杜による敦賀原子力発電所建設、現地

に派遣

・昭和45年8月 Paci:fic Consultants International 

に入社。昭和48年 1月まで、クエート国際空港設

計やクエート政府公共事業者及び電気水道省との
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折衝、責任者として本国における設計行程の促進

業務に従事

-昭和48年 2 月 ~49年 1 月 サウジアラビア カ

ラーTV放送局等のプロポーザル作成業務

-昭和49年 2 月 ~49年 8 月 フィリピン政府のマ

ニラ及び周辺洪水対策設計業務の電気部門業務

-昭和49年11月 ~50年 3 月 イラク政府パクダッ

ド国際空港プロポーザル作成業務

-昭和50年 3 月 ~50年 7 月 クエート国際空港内

サブステーションの追加設計

-昭和51年0976年)9月 自己退社しましたが、

その後もカブールや横須賀の米軍基地、イラク・

ヨルダン両政府の下での電気関係の仕事を少し受

けておりました、と奥様は話しています

シルバー OB会の中心的な立場で応援を頂き、

私は理事長としての役目(戦前戦後70年の部歴をつ

なげる)が出来ました。最後にお会いしたのは、平

成10年0998年)5月23日。星野さんから「中嶋、

崎田の処に連れて行ってくれないか~J とのお誘

いで、星野さんを網代の崎田邸にご案内した時が

最後となりました。お二人はアルツハイマー病に

遺稿より

v.追悼

ついて、熱く語っておられました。

奥様のお話しでは、その後、ご自宅での事故(二

階から脚立を降ろす作業中に、脚立が鴨居に引っ

掛かり階段半ばから頭から落ち、廊下の柱に頭部

強打)後、約 6年間の闘病生活を強いられ、結果的

には自宅での階段事故が命取りになったとのこと

です。

今年、正月三日には、崎田さんが眠る、小平霊

園に出掛けてきました。途中、富士山のきれいな

日でしたが、周囲の開けすぎもあり、霊園では場

所を選ばないと見えませんでした。

(2∞8年 4月15日記)

企網代の崎田宅にて。崎田氏(左)と星野氏

上高地-槍-薬師一鯛

メンバー 崎田県、星野辰雄、 真島恒雄、 富沢

潤之助(途中下山)、佐伯文蔵

7月31日曇後晴

30余人もの移動ルンペンが隊伍を組んで酒淳か

ら下ったのは四日前の廿八日だ、った。次の日も、

次の日も雨、どうやら今日になってオテントウ様

も御気嫌を取りもどしたらしい。穂高餅をお別れ

に食ひ、第五十個目のこれを切に、他の縦走班の

人々に送られて張切って出発した。

思ったより多い荷物にアゴを出しながら徳

沢を過ぎた。 コースもコースだが今日はいやに

山岳膝栗毛

崎田照、星野辰雄

本Madchenに合うが、思はぬ慰みに幸か不幸かア

ゴが引込んで色気が出さうだ。ーの俣小屋を過ぎ

た所で成瀬教授に会ふ、大槍からの帰りとの事。

赤沢の岩小屋の辺は例によって相当なアゴ、だ、った。

槍沢小屋はすっかり改築して槍沢ホテルと成す。

大槍小屋下の登りにかかる所にテントを張ってエ

ンコと決す。この時鰹節とグランド・シーツを忘

れて来た事に気が付けども既に遅かりき。(崎田記)

上高地(9: 00)→徳沢(10: 20~ 10 : 45)→横尾

出合(12: 00)→ーの俣小屋(13: 05)→大天井・槍

分岐点(13: 15~ 14 : 00)→赤沢岩小屋(15: 00)→ 
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大槍小屋下(16: 20)天幕泊

* Madchen'"メッチェン。ドイツ語で女性の意

8月1日晴後豪雨

天幕場発8時20分、初めは皆好調子であったが、

登行しぼして富沢調子悪く崎田氏と遅る。殺生小

屋にて自分、真島、文蔵キ章食をとり二人を待った

が来ない。仕方が無く吾々三人はまた先行す、槍

の肩にて待つ聞に槍の頂上へ向ひ、頂上着 1時15

分、頂上で休んで、居る聞に雨がポツボツ落ちて来

たが、その聞にかなりひどくなって来た、慌てて

下り肩の小屋に避難した。小屋へ入る迄に殆どづ

ぶ濡れになってしまった。

小屋へは戸口から雨が地面を流れて入って来て

見る聞に土聞が洪水になる始末、崎田氏と富沢を

心配しているとやがて二人はそれこそ本当のドブ

鼠になって入って来た。雨は止みそうにもない。

土間も洪水なので上に上り、もし雨が晴れたら

すぐに出発する。晴れなかったら小屋で泊る事に

決めたが、小屋の親父の顔と云ひ態度と云ひ気に

喰はなく出たくて仕様がない。二時半頃ょうよう

小止みになって来た、ソレッと云ふのですぐ用意

して出発だ。兎に角行ける所まで、行って天幕張ろ

う、尾根歩きで道は遠い、少しでも双六の近くに

天幕を張りたい。弱る富沢を勘まし勘ましようよ

う双六の癌一つ手前(硫黄乗越川こ天幕を張った。

時に 5時20分、すぐそばに雪どけの水があり絶好

の天幕場だ、った。

運のいい時はいいもんで天幕を張り終ってリュ

ックを中に入れた途端にザーツと雨がやって来た、

猛烈な雨だ、 j葬も堀ったし、天幕に降らなけりゃ

いいと云ふんで苦労して御飯も食べず、早々にし

て寝につく、富沢も明日は大丈夫らしい。(星野記)

天幕発(8: 30)→殺生小屋(11: 28~ 12 : 25)→ 

槍頂上(13: 15)→肩の小屋(13: 50~ 14 : 45)→硫

黄乗越天幕場(17: 20) 

*主食…昼食のこと

8月2日晴夕立有り

前夜来の豪雨もいつしか審(晴)れて、空腹に眼

を覚される。思へば昨夜は雨の為飯も食べずに寝

たのだ。

今朝は一点の雲もなくいやが上にも晴れ渡って

いる。テントを這ひ出すとこれは又、素晴らしい

光景が眼を射る。名にし負ふ槍からは鋸の歯の如

き北鎌尾根が聾立し、南側には穂高連峰の飛騨側

の壁が未だ覚めやらずにどす黒く静まり返って居

り、朝の輝かしい陽光の下に刻々と色を変へて行

く、キジを打ちながら、ふと眼を落とせば其の辺

一面に美しい可憐な花が咲き乱れている。

今朝の飯はライスカレー、皆昨夕の分と今朝の

分、おまけに明日の分迄貧り食ふ。

八時半出発、間もなく双六小屋に着く、この小

屋はサービス悪い小屋で、ある。思はず茶代も頭を

はねざるを得なくなる程である。上高地出発以来、

胃の悪かった富沢は縦走を断念して引返す。

小屋の後を登りつめると双六岳、此処にはかの

さより姫の侍説に名高い黒百合の花が咲き乱れて

居る。

双六から三俣蓮華へかけての尾根は実に女性的

なのんびりした尾根だ。二時半頃より雨降り出す、

黒部五郎の小屋へ.~IRけ下りて泊す、夜は小屋番の

取りたての岩魚の塩焼に、兎の肉に舌鼓を打つ。

(崎田記)

硫黄乗越(8: 30)→双六小屋(9: 20~ 10 : 45) 

→双六岳(12: OO~ 13 : 00)→三俣蓮華(13:40)→ 

黒部五郎小屋(泊、 14: 50) 

8月3日晴

昨日は雨の中で天幕も張れず、嫌々ながら(あの

時はこんな気持ちで居たらしい)黒部五郎小屋に泊

ったのだが、今朝は早く起きて出発の用意だ。富

沢が居ないので何だか淋しい。同宿の山師連中よ

りも先に出発しようと思って居たが、遅れて出る

のも又一興と考へ直して、わざとゆっくりした。

彼等が出た後、彼等の悪口雑言を(いや、ほんの噂

だけだ‘ったかな)云ったらしい。吾々がである。

夢々他人の悪口は就中山師の悪口は云ふべきも

のに非ず。何故なら富沢は立派な山師ぢゃないか。

朝霧に濡れながら七時三十分小屋発、どうせ遅れ

たんだ、それに縦走だ、ゆっくり歩こうやあ一て

な気持でゆっくり歩く 。黒部五郎尾根の登りのガ
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レ場で私は失敗をやっちゃった。詳細は書けない

何故なら手が震へて、只私の体よりも大きい石と

抱合心中を仕出かす所だったんだとだけ書いてお

きませう。

遅々と して進まず、太郎平小屋に着いたのが一

時半、ここでしばらく振りで女を見た、見たと云

っても小屋に付属している女なんです。文蔵には

誠に申し訳ないが芦餅にもこんな女が居るのかな

あ~と驚いた程の'トテシャンでした。外に薬師の

方から来た小学校の先生らしい女二人を見ました

が相手にしなかったです。

天幕を張らなければならないので薬師を半分程

グングン登り水場を見付けて天幕を張りました。

文蔵が兎捕りのワナをかけたが、文蔵じゃ取れそ

うにもない、幸ひ雨が降らなかったのでのんびり

寝に付く。(星野記)

黒部五郎小屋発c7: 35)→黒部五郎尾根(9: 26 

~ 9 : 40)→飯(10: 20~10 : 55)→太郎平小屋

(13 : 35~ 14 : 20)→薬師平下06: 45)天幕泊

*トテシャン…とても美人のこと。不美人はドテシャン

8月4日 晴後曇一時小雨

ふと目を覚せばテントは燃える様に赤い、今朝

も快晴だ。体を起すと、馬鹿かにだるい、もう動

くのがいやだ。今日は一日休養としたい、皆(穂高)

生活以来の疲れが出たのだろう。

九時頃出発、薬師のアゴ登りだ。

薬師を下った所で、取って置きのジャムを出し、

雪を溶かしてシャーベットを作る。富士アイスの

アイスクリームが何だ、之には及ぶまい。

二時頃須郷(スゴ)小屋下にテントを張る。此の

辺一帯森林地帯にして蒸気多し。小屋の櫨辺で爺

さんに貰って食った干鱈は実に旨かった、 ドブロ

クも決してまずくはなかった。(崎田記)

天幕(9: (0)→薬師岳(10:30)~休憩 (11 : OO~ 

12 : 00)→2585米三角点(13: OO~ 14 : 10)→須郷

(スゴ)乗越(14: 40) 

8月5日 晴一時曇・夕立有り

昨晩のドブロクが未だ体にあるせいか、どうも

調子が悪い、今日はどうせ五色より先へは行けな

v.追悼

いと云ふので、出発は悠々として九時二十分、途

中雪渓の雪とジャムを溶け合はせて氷ジャムを作

つてのみ、すぐ後で、熱い紅茶を作つてのんだりし

た。うまかったぜ、これが悪かったのか、それと

も文蔵が五色で天幕を張るまで飯は食はせんと云

って歩いたのが悪かったのか、五色ケ原へ入る頃

から腹が痛み出した。

二時頃小屋の少し先に天幕を張ったが、張り終

るや、ウンウン捻って寝てしまった。

三人はう まさうに飯を食っている、この時程口

惜しかった事はなかったよ。一時間ばかり苦しん

だか毘を二発三発ブッ離したらケロリと直ってし

まった。毘も時と場合によって良薬なり。

腹の痛みのために五色ケ原の景色は見る所の騒

ぎではなかったが、あの時は霧で一色ケ原だ、った

ように記憶している。床に入る時には雨が降って

居た。明日は待望の鯛へ入るので今日は皆な早く

寝る。(星野記)

須郷(9: 20)→五色ケ原天幕張(14:∞) 

8月6日雨

四時頃眼が覚める、待望の鯛j畢入の日だ。外は

雨が降っている。今日は何があっても、翻i峯へ行

かうと決心して六時半雨の五色ヶ原を発つ。黙々

として歩く、休もうとすれば、体に浸み込んだ雨

が冷えて寒い。

八時頃浄土の避難小屋へ着く、此処でそそっか

しい董食を食ふ。腰を屈めれば冷たいシャツが体

に触る、止むなくガタガタ震へながら竿にかかっ

た洗濯物の体宣しき恰好だ。

五里霧中(? )で浄土・立山を過ぎ別山に来る。

此処から一気に銅津小屋に駆け下る。この日正味

四時間でブッ飛した訳だ。相変わらず翼禄たる源

次郎爺さんにもてなされ、上から下まで濡れた着

物を乾かし、豪雨の音を子守唄にのびのびと蒲団

にくるまって寝る。(崎田記)

五色ヶ原 (6: 30)→浄土・避難小屋(8: 30~ 

9 : 10) →立山 00 ・ 00~1O・ 20) →創津小屋 (11 ・

45) 

8月7日雨
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今日も雨、それもドシャ降りの雨、折角細か、

八つ峰を登る積もりで、居たのが雨なので、がっかり、

晴れそうにもない。寝て見たり、起きて見たり、

昨日出されたアヅギ(汁粉かも-?)がのみたい。

それかと云って金を出してのみたくもない。文蔵

銅(浮)へ入ってから俄然元気だ。

小屋附きの女性が二人居る、文蔵にも悪いし、

話す気にもなれない、女なんて何だい、穣らはし

い、下界に帰ればいくらでも…オットット。兎に

角富沢が途中引返したとは云へJド常に面白かった。

各人自分の女性観も発表したようだ、文蔵の惚

気も聞いた。文中崎田氏、真島氏の名前が余り出

なかった様だが、二人共非常な張切り方で、あった

事は勿論です。(星野記)

8月8日 雨後快晴

眼を醒ますと雨の音、少なからず憂欝になる。

もう鯛津にもネパって居られないのだ。今日はど

んなに雨が降ろうと鎗が降ろうと下山と決心して

渋々仕度に取りかかる。此頃から段々空模様も静

まり、終には青空も顔を出す仕末、かうなると下

山が如何にも残念だ。後髪をヲ|かれる偲ひで、制

を振り返り振り返り眺めながら創I撃を登りつめる。

鶴ヶ御前の尾根を鯛へ向ふ二人の登山者のピッケ

ルが時々紺碧の空にピカツピカツと輝く、エイッ

口惜しい一。

乗越小屋には相変らず(すっ)とんきょな顔した

雄之がちょこんと帳場に坐って居た。

いよいよ創に「さよなら」を告げて雷鳥沢をブ

ツ飛ばす、地獄谷はどうも不気味だ。今年も一人

湯につかった侭アノ世へ行ってしまったそうだ。

ブクブク硫黄を噴いて居る穴からは地球の内部が

よく見えましたョ。

鏡石の小屋(天狗平小屋-?)辺からは行者がう

ようよ居て邪魔だ、逃げる様に飛ばせば、大勢の

子分を引連れた中年の行者は「あの重い靴で、え

らく早いもんだのう」と一人で感心している。

追分(小屋)を素通りして弘法小屋で輩食をとる。

弥陀ケ原は雪の無い季節は楽ぢゃあない。弘法小

屋にいた女の子は文蔵が正光(佐伯政光?-源治郎

の息子)に横取りされた女の子だそうだ。

歩き出しでからも文蔵は振り返り振り返り如何

にも未練がありそうだ。

稿(称)名の急坂を下ると谷が随分荒れて居る。

急に下界の夏を思ひ出す、東京はさぞ暑い事だら

う。栴名ホテル下の自動車の待合所に着く 。後か

ら悠々下って来た爺さんはどうも見覚えがある。

立山雄山神社の神主だそうだ。二三日前に立山を

通った時には白い装束をつけてどぜ、う髭をしごい

て如何にも謹厳そうなつらをして居たが、イワシ

の目玉の様な赤い眼をして水筒から酒をグイグイ

飲んで、いる。

立上っては千鳥足でよろめきながら、とんでも

ない事ばかり喋っている。自動車のタイヤのパン

ソコ張りを手侍って神主様々と同乗す、後から思

い切揺るとやうやくエンヂンが目を覚まして寝ぼ

けた声を捻り出す。

今の世の中にこんなヅンドウ車は*キ一トンと此

処の運ちゃんしか持って居まい。

途中ケツに附けた荷が振り落される。あわてて

見れば自分の本ルックと神主様々の菅笠と荷物、

「アレマア」と云った様な顔をしたアルコールの神

主様には笑はせられた。

懐かしの芦僻に着き、長い長い道中つつがなく

愉快な膝栗毛を終る。(崎田記)

創j峯小屋(9: 40)→別山乗越(10: 20-10 : 40) 

→地獄谷(11: 10-11 : 40)→鏡石(12: 00)→弘法

小屋(13: 20-14 : 10)→パス終点(15: 40) 

*キ一トン…チャールズ・チャップリンと並び称された喜

車11俳優のパスター・キ一トンらしい

*ルック-リュックザックのこと

〈昭和12(1937)年~夏山 ・穂高生活後の槍一薬師一

創縦走記録(霧氷第8号)より転載〉

( )内は、中嶋による追記

********************** 
文中の表現が、現在では不適切と思われる箇所が

ありますが、原文のままを掲載させていただきま

した。(編集委員)
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v.追悼

追悼 渡遺恭三君に

先日、中嶋啓君より連絡が有り、渡溢恭三君の

追悼文を頼むとのことで、 一応承諾したものの、

私自身もそろそろ追悼される年であり、追悼文に

なるかどうか、解りませんが、何か思いつくまま

に書いて見ょうと思います。

我々は、昭和17(1942)年日本大学入学で同期入

部の中、既に帆足興之君が逝き、横i峯利武君、今

回・渡溢恭三君が逝き、残って居るのは素木喬三

君と私の二名のみとなってしまいました。

昭和17年と云うと丁度、太平洋戦争も本格化し

た頃であり、昭和18年には文系の学生は徴兵(学徒

動員)されるし、理系の学生は工場等に動員される

ような時代だ、ったので、今から思うと大変な時代

でありました。

山岳部も昭和18年の暮れには一時休部と云うよ

うな状況になり、続いて戦後の混乱期に入って行

きました。

戦後は戦後で、昭和20年代、 30年代は戦後処理

が充分ではなく、特に建設業界は改革がおそく、

休日等は盆と正月以外は無いに等しい状態でした

ので、山行等はとても山などに出掛けられる状態

ではありませんでした。再び山に行き出しだのは

定年後位の頃からで、 i度遁君は特に百名山を目指

して居たようですが、途中病を得て、完成出来な

かったようです。

しかし、抗ガン治療をうけながら、あちこち山

を眺めに行って居りましたので、あれで、良かった

と思います。

今は唯、彼の冥福を祈るのみです。

(平成20年2月15日記)

昭和21年工学部土木学科卒 松井 正

居られ、坂さんは山岳部の先輩にあたると同時に

勤務先(鹿島建設)でも大変お世話になられたとの

事でした。

鹿島建設では、戦後復興の企業戦士として働か

れていたと思います。坂さんともご一緒にお仕事

されていたようで、赤井君とも親しく、明るく、

非常に親しみ易い先輩でした。非常に残念です。

また、昭和10年代に活躍された武田哲男(機14)

氏の親戚筋にあたることが、この度の物故者アン

ケートで、武田安代(二女)さんからのご返事で判

りました。f(6 ~ 7年前)サビサピのピッケルがあ

り、渡遁恭三さんが磨いてくれた」と記述してま

した。

シルバーOB.浜松集会の際、 二日目の昼食後、

急濯、渡遁さんの友人が営む、造り酒屋に大挙し

て押しかけた事がありました。出来たばかりのお

酒を瓶一杯だされたが、実に美味しいお酒でした。

確か、浜松(1日浜北市)市宮口という所だったかと

思います。国道362号線の田舎町の中心にあり、昨

年4月立山帰りに、伊那街道を横切り、親父の実

家に立ち寄り、東名高速を避けてのんびりと酒倉

(追記)渡過さんには、坂省三さんのお通夜 〈昭和

臼(1988)年10月22日〉の席で初めてお会いしました。

棲門山岳会へお誘いした所、快諾され、以後、

楼門山岳会への寄付はもとより、各OB山行や行

事には多く参加されていました。山岳部には戦中 企仙丈ヶ岳より下山 (左から崎田、渡濯、真島、田

時在籍され、同期には横淳、松井、素木さんらが 中の各氏)

司

J
司
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横を通ってみると、最近は狭い道ながら、観光パ

スの駐車場も立派になり、みやげ庖もあの時に較

べると、品揃えも多く感じられました。出来れば、

もう一度あの酒を飲みたいと思うのです。

遺稿より

『雑感jは70周年記念誌編纂の際、寄稿して頂

いた文章です。遺稿として掲載させて頂きました。

(中嶋記)

雑感

私が入部した昭和17年4月はあの太平洋戦争が急

速にアジア・南方に拡大中でした。

そんな或る日、入部の誘いのスピーチ(新田業さ

ん~? )が教室でありました。話の中身はよく覚え

ていませんが、話に引き込まれて、何となくポー

ッとなり気が付くと同じクラスの松井正、横i幸利

武両君がいました。急に親しみが湧いてきた次第

です。さて、部生活の思い出を少し取り上げます。

。そのー 鳳風三山天幕懇親会(昭和17年5月)

初めての山岳部山行です。然し、あの日は

ドシャ降りでした。そしてドンドコ淳をト

ボトボと歩き通した。ピショ濡れになって

山岳部生活とはこんなかなぁと思いつつ、

情けなかった。

然しそんな中でも、これで部員になったと

いう気がしてホンノリとした喜びを感じた。

O その二 穂高春山生活(昭和18年3月)

横尾の岩小屋での生活でした。当時の装備、

食糧は今では思いもよらない貧弱なもので

す。

毎日降り込められての岩小屋は寒かった。

そして雪眼の上に、煙い眼は蒔きの煙りよ

るものです。

朝食のオートミルがうまく炊けなくて、団

子混じりを呑み込んで貰うには新人部員と

して随分恐縮しました。そして行動に入っ

てはエビの尻尾(ザイルが払い落とす)が顔

に当たる痛さなどなどで山の厳しさを知り

渡遺恭三

ました。

@ その三夏山鋼津生活および縦走(昭和18年・

夏)

鯛揮の生活を打ち上げて待望の縦走に移っ

た。薬師(岳)廻りと野口五郎(岳)廻りに分

かれて槍淳経由の終点・徳浮で有る。私は

後者の班でした。

夏山第二生活(縦走)はまさに「今日は野を

越え、明日山越えて~J ルンルン気分です。

三俣蓮華(岳)で薬師廻りの横津君が丸くな

って走り下って行った。一緒に寝転んで、、

青空を思い切り眺めて身体中が空っぽにな

った。終点・徳j撃では素木(喬三)コック長

指揮の「ガマのツケ焼」で打ち上げパーテ

ィーである。然し、網の上では裸のガマ(蛙)

が火に倍られて手足を動かします。

その複雑な思いと裏腹に美味かった。全員

無事縦走の成功の満足感を噛み締めました。

さて、戦争の旗色が悪くなり、総力戦と精して

昭和19年には我々も動員された。そして戦争が終

わっても帰って来ない先輩同輩も沢山いた。当然

ながら山どころではなく、押し出されるように卒

業してしまった。

わが愛する山岳部も立ち消え状態となり、私に

は短い山岳部生活となってしまった。然し乍ら、

今こうして創部70周年の隆盛を見ることが出来た。

このことは先輩後輩の努力、愛情の成果であるが、

その中で横浮君に一言だけお礼を言いたい。それ
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は卒業を延ばし、信濃大町で貧乏の中でも後輩に

差し延ばした部への思い入れです。

私としては、そんな苦難の歴史の中でホントに

追悼横津利武さんと帆足興之さん

規

[会報33号 〈平成 3(1991年 2月1日発行)).1以降

の物故者一覧1中嶋作を見てび、っ くりしている。

特にここ数カ月の聞に、渡過恭三 (2007年12月19

日)、横浮利武(2007年10月25日)、岡本如矢(2007

年2月13日)、北村二郎(2∞7年11月15日)、大蔦正

芳(2008年 1年17日)と亡くなって、それ以前、帆

足輿之(2∞4年4月19日)、落合晋(2∞5年12月30日)、

棲井昭(2∞5年 1月25日)、木村勝久(2∞5年5月17

日)と一緒に山登りした人が召されている。どの一

人を思い浮かべても、皆かかわりがあって、じっ

くり書いてみたいのだが、もうちょ っと根気が続

かない。

それでもどうやら探し出した資料を広げて、さ

て何からと思ってみるのだが、今日もオロチョン

(横深さん、あだ名)さんの 『雑学塾.i(1999年 5月

初版、 2∞7年10月二版)に読み耽っている内に、も

う夕方になろうとしている、全く情けない。私の

割当は、帆足さん、岡本のようだが、 一人一人で

は手に余るので、先延ばしにして、戦後の部の発

足当時のことを書いてみたい。

これとても、オロチョンさんの“山岳部終戦前

後のこと"七十年史 〈ゲートル20号~平成 8(1996) 

年 2月1日発行〉につきている。何もしないこと

が一番。つるむのはきらい、すすめない、とめな

い。一人でも生きられる、などと会報33号に森下

(吉雄)さんの追悼文を書いているところをみると、

そのころから欝々と一人の世界に閉じこも ってい

るようだ。

協田昭(会報26号、 1978年 9月18日)、金坂一郎

(会報27号、 1986年 7月19日)、初見一雄(会報29号
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V. 追悼

短い一蹴ですが、山面部生活を共に送ったことを

誇り tこ思っています。益々の発展を祈ります。

昭和26年経済学部卒 石坂昭二郎

1991年 2月6日)。程島三郎(会報32号、 1995年 9

月9日)と追悼らしきものを載せてもらっている。

その中でも、程島や金坂さんのところには、私の

入学 〈昭和20(1945)年4月))や入部 〈昭和21(1946) 

年5月〉の頃をちりばめである。

芝田(稔)入学 〈昭和21年(1946年)4月〉 ・入部

は私と同時期だ、ったろうが、 二人共初夏合宿、 夏

山には参加していない。その年の冬のスキー合宿

に、 富士で一緒した、芝田は「ドイタドイタ~リ

と存分に活躍し、 一人残った新人である。私は参

加しなかった。

どういうことだ、ったのだろう、 〈昭和22(1947)年

2月14日-16日〉に甲斐駒ヶ岳へ行った。

この年は昭和20(1945)年の大雪の流れがまだ続

いていて、日野春駅で、積雪30cm位で、新宿を午後

出たものだから、横手の中山さん宅に着いたのは、

もう夜中だ、った。

翌朝は 6時過ぎに出て雪をかき分けて登ったの

だが、私などは軍靴で結構こたえた。途中からワ

カンをつけたが笹の平目前で山口(摂郎)OBがさ

っさと戻ってしまい、後に残された者も何となく

意気が上がらず、下ることになった。森下(吉雄)、

横浮(利武)、相浮(正樹)、石坂、 青柳だ、った。一

人一人がなにをしていたか、うすれているが、何

故か忘れられない。

三月 〈昭和22(1947)年 3月25日-4月3日〉に

もう一度、熊の湯でスキー合宿をやることになり、

今度は私も参加した。当時はスキーの車内持込禁

止で、確か冬のスキー合宿に参加し、春にはこな

かった白井さんのレース用のスキーを借用した。



森下、横淳、帆足、増田(弥寿郎)、 芝田、石坂、

青柳、岡本(如矢)、恩田(敏造)、 OB-真島恒雄・

村田顕の一行だ、った。

この合宿中、オロチョンさんのリーダーで石坂、

青柳が一緒に岩菅山に行くことになった。一日で

往復出来そうもないので、最初からビパークの予

定だ、った。二人が選ばれたのは、前記の甲斐駒行

があったからか~。

r3月29日午前3時、友の声に起こされる、「そう

だ今日は岩育行だ!J。早速服を着替え、荷物を整

理してザックに詰め込む。横i畢さんは流石に早い。

リヒトの淡い光で熊の湯を後にして、前山のゲレ

ンデに取付く、少しクラストしているので仲々大

変だ、 一気に登りきる。渋池を通り、鉢山への直

登にかかる。

東の空は段々に明けてゆく 。林間に一線が開け

てくる頂だ。遠く赤石山から寺小屋、岩菅への尾

根が、我々を寄せ付けぬが如く堂々としている。

.Â.~.見足さんとの甲斐駒行(左から丸山、帆足、小島、

石坂、北村の各氏)

早速、地図と磁石で方向測定だ。登りは快適なシ

ールも、下りになるとちょっと引っ掛かる。ガラ

ンの谷を注意しつつ滑る。

赤石(山)への登りは相当の痩せ尾根で、少々苦

しめられる。大沼池が夢の如し、赤石の岩壁は一

寸としたもので、チラチラ舞い出した雪に風も加

わり始め、手顔が相当に冷たい。壁下を左へクラ

ストの斜面に手こずりながらトラパースする。そ

れより横ツリに尾根へと取り付く 。

奥寺小屋へはシールをきかせて進む、空はすっ

かり薄雲で岩官は見えない。最後の登りにいささ

かアゴを出して11時半頃に着く 。腹は相当(かなり)

すいた。リュ ックをおろして一本立てる。吹きつ

ける雪に、不安の内に飯に噛りつく 。

12時、最後の道を岩菅の尾根へと取る。右側に

ずっと雪庇が出来ていて、仕方なく中腹を巻こう

とすれば、クラストと樹林に苦しめられ、結構大

変だ。ピークが次から次ぎへと出現して、地図か

らは一寸と考えられない悪い所だ。一度、間違っ

た尾根に踏み込んだりもしたが、ょうやくにしてノ

ッキリへと取付く 。正面に雪庇が出ているので、左

仮IJをトラパースしながら登る。時は午後4時である。

吹雪はピューピュ一、見上げる岩菅は荒れ狂っ

ている。「まあ飯でも喰う」と横浮きんが口を聞く、

登頂は望み薄だ。明日の天候は、ビ、パーク、敗退

~次々と思いは巡る。

「一先ず、下ろう」との横j撃さんの一言で下り始

めるが転んだら起き上がるのに一苦労、皆泣き笑

い、「ビ、パークだj、横浮さんの断が下る。鞍部か

ら、もたもた30分位下りた尾根に一夜の準備を進

める。素早く 雪洞を掘り、杉の葉を敷いて、その

上にグランドシーツ、そしてツエルト。

外で一寸火を焚いてみたが直ぐに消えて、上手

く行かないので一人ずつツエルトの中にもぐる。

靴はすっかり濡れてしまった。ザックの中から乾

いたものを出して履き替える。

相変わらず吹雪いている。中でコッヘルを焚く 。

案外暖く、快適だ。何とかシュラフに身体を入れ

る。二人用は窮屈だが、何時しか、うとうとした

ようだ。

5時半頃であろうか、青柳と横浮さんは起きた
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らしい。窓の雪をはらっていたと見えたが、 「快適」

と叫ぶ。「おお!青空だ」私も思わずず、声をあげる。

皆の顔は明るしい、、。早速コツへルで

て腹一杯喰らう (食事をする)入。靴はカチカチに凍

つてしまつたのでで三腹に抱きながら、 6時半外に出る。

東の空は次第に雲が薄れ、 青空が広がる。 7時

に出発する。昨日30分もかかった所を15分でノ ッ

キリにたどりつく 。

そこでセータ一、食糧だけを持って最後の登頂

にとりかかる。富士から、南・北(アルプス)・頚

城アルプスまで一望のうちだ。頂上に期待して上

へ上へと、風は相当強い。一時間程で遂に頂上に

立った。

秩父宮登頂記念碑に目をひかれつつ、スキーを

脱ぐ。おおなんとも雄大な眺望。皆に眺めてもら

いたいものだ。岩小屋も雪を掘って入ったら何と

か使えそうである。

何時かは裏岩菅から烏帽子にも行きたいものだ。

非常食の乾パンがうまい。岩菅に別れを告げて、

スキーを滑らせたのは 9時頃であった。陽は照り

つけ少しの不安もない。デポ地まで快適。いよいよ

これから又林間くぐりかと思うと少々がっかりだ。

ルートは相変わらず厳しく、流されたら最後、

容易には起き上がれない。私も何度か青柳の手助

けをしただろう。スキーを履いているような感じ

は少しもおきない。

無数のピークを巻いて行く、どうにか寺小屋も

間近だ、やっとのことで奥寺小屋を右に巻いて寺

子屋との鞍部に出る。

またまた非常食を一時間パクついたり、シール

を取ったりして、最後の下りにかかる。長い気持

ちの良い滑り、懐かしい湯の煙り 。発晴で飲んだ

芋汁粉の味も忘れられない。足の小指が大分痛む。

遂に凍傷らしきものにかかっ たか~? 。 ここから

の滑りも良い気持だ、った。タ聞は間近にせまり、

志賀高原への登りだ、*クリスターを効かせて登り

きった。熊の湯は近い、ヤホ一、さあ出迎えだ、

何故か誇らしい。

私の原点の山だ。』

*クリス ター ・スキー板の裏に塗るワックス

V.追悼

平成18(2006) 年 8 月 21 日 ~24日には山口(靖) の

世話で毎年実施している oB (シルバー)山行で、

小田切(吉夫)が知っている宿・志賀高原一ノ瀬ス

カイランド・ホテルに本片山、田中 (昇)、新田、

松井、 i度遅(恭)、石坂、山口、下崎の面々が集ま

った。

8月22日~リフトに乗り、寺子屋から、オロチ

ョン・ルートを60年ぶりに少し進んだのだが、記

憶は薄れている。岩菅まではとてもとても届かず、

引き返す。翌日は下崎と二人上条用水路のルート

からノ ッキリを経て岩菅に登った。ビパーク地は

探し出せなかったが、懐かしかった。帰途は勿論

オロチョンルートをたどった。当時は、これ又、

とうに見捨てられたオロチョンさんに連絡するつ

もりだ、ったが、結局はしなかった。全 くダメな男

です。

甲斐駒とスキー合宿で消えた青柳という男は、

日大の卓球全盛期時代の先駆をなした。身体能力

は優れた奴た、った。

昭和22(1947)年になると丸山、小田切、小島、

落合、北村、松田等が入部して来て、 一応、山岳

部もにぎやかになった。その問のことは七十年史

「戦後の山岳部J(ゲートル20号)に書いた。

ざっと触れている、 〈甲斐駒ヶ岳(昭和22(1947)

年10月 2 日 ~29日~帆足・石坂・丸山・小島・北

村〉をもう少し詳しく 書いて見ょう。

帆足さんがこの山にこだわったのは、前回 〈昭

和18( 1943) 年 4 月 24 日 ~25 日 〉 には登れず、前記

の山行には参加しなかったので、思いが募ったも

のだろうか~。

帆足さんとの記憶を辿ってみた~。

W26日 新宿(23時35分~当時は夜行が当たり前)

で日野春へ。

27日 モルゲンロートに映える南アルプスの

峰々、中でも駒が一番美しい。雪は五合目

から上をまばらに染めている。横手部落の

手前で、丸山の登山靴に履き替える。山靴

は実に快適だ。

中山さん宅に伺ったが留守のようだ。稲

刈りに出ておられると聞き、しばらく神社
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に向かつて行く 。

左手の(所)で元気な中山さん一家を見出

す。十日程前、渓谷道を通ったとかで、

我々もその道を登路とする。 9時頃出発す

る。不動滝の辺りで女性二人の登山者と連

れだ、って行く 。

その内、雨にもたたられて、お連れの一

人が少々疲れたようなので、本沢落合から

30分程遡った地点でビパークと決めた頃に

は、もう暗くもなってきたし、腹も減った。

28日 明るいぞ、晴れたぞ、女の人も元気づい

たか炊事の支度など、細々とやってくれる。

早速支度して、直ぐ五合目へと出発する。

いささかアゴ出し坂だ。駒が朝日に輝いて

美しい。

五合目の小屋で、飯を食べ、サブザックも

軽く出発する 。 七丈小屋辺から積雪(1O~

15cm)を見る。

ここで女の方と別れて、頂きへと向かう。

ピークが次々と現れて、結構シゴかれる。

頂上着(17時)近くで、霧があたり一面を

覆い、視界はきかない。部歌を唄って一目

散にかけおりる。八合目の鳥居で霧の晴れ

聞から北岳の勇姿を見る。

暮れて行く山々が陽に映えて名残り尽き

ないが五合めがけて下る。この辺で私は左

足首を捻挫してしまう。やっとのことで五

合目小屋までたどり着く、足が腫れ上り、

士山、熊の湯スキー合宿には参加出来なか

った。』

横j撃さん、帆足さんとの山行で、私は久しぶり

楽しみもし、疲れもした。もうこれ以上書く元気

も出ない。昭和18(1943)年春の極地法による前穂

高岳北尾根では頂きも踏めず敗退している。当時

は、私は中学二年生、暮れは岩原(スキー場)で、

正月は山本山(336m)でスキー合宿をやっていた。

戦後、その時の新人、横淳・帆足・素木・渡遺

(恭)の諸氏に大いに助けられたのだから、その他

の皆さんともども忘れられるものではない。

「山登りは其中一人(ごちゅういちにん)J

J書

痛いこと、ああ情けない。 企横還さんとのスキー合宿(左から岡本、青柳、村

29日 一寸触っただけでも、づきづきと痛ん 回、芝田、石坂、森下、増田、帆足、横還の各氏)

でもうどうすることも出来ない。帆足さ

んと丸山に交互に背負われて下る。笹平

辺より、松葉杖を作って、それにすがっ

てよたよたと、暗(暮れ)ゆく空に月が美し

い、 一行は歌を唄っている。中山さん一

家の歓待に私もほっとする。

30日 皆に迷惑をかけてはと、 一行より早めに

駅に向かう。松葉杖でしょぼしょぼ歩く私

を、村人が怪冴そうに見送る。でも日野春

(駅)までよく歩いたものだ。私はそれ以後、

金坂さんによる冬山偵察や、森下さんの富
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v.追悼

遺稿より

山岳部終戦前後のこと

創部七十周年記念エベレスト北東稜が成功、心

からお祝いを申し上げます。やはり伝統の重み、

積み重ねがいかに大切か、改めて思いを深くして

いる次第です。

七十年といえば、私の年齢とほぼ同じです。部

の歴史の中で、戦争で活動が中断、また復活した

時期に居合わせた一員として、当時のことをお話

しておきたいと思います。しかし、私は戦災で記

録も写真も全て失いました。半世紀も前のことを

思い出しながらですが、記憶違いがあるかと思い

ます。お許しください。

日米開戦は昭和十六年(1941)の十二月。私の入

部はその翌年の四月のことでした。創部より 二十

年ほど後のことです。草創期の豊島横、初見一雄、

贋田憲治さん達の活躍は、既に伝説的な話として

聞くのみでありました。殆どの先輩は戦地に赴い

ていたからです。

三田貞夫、遠藤二郎、伊藤康長、田中昇、 寺嶋

信一郎、宮本幸男、湯浅英世、麓大三、村田顕、

新田業さん達が先輩部員としておられました。工

科系の学生が主力で、三田さん、湯浅さんは間も

なく出征(戦地に赴くこと。理工科、医科系の学生

は、特例として卒業まで徴兵を延期)されました。

当時の山岳部の学校内の立場について触れてお

きます。山岳部は体育会に所属しておりませんで

した。

その理由を詳しく知りませんが、多分、山岳部

のリベラルな雰囲気を学校側が好まなかったので

はないかと思います。戦時色が濃くなるにしたが

って、登山は賛沢だという風潮もありましたから、

止むを得なかったかも知れません。ですから同好

会的な存在で、部室も無ければ、部の予算もあり

ません。駿河台校舎の廊下の片隅に器具箱を置か

せて貰っているという、誠に冷遇された環境にあ

横津利武

りました。今回のエベレスト北東稜の学校を挙げ

ての後援をみて、今昔の感を深く致しております。

その頃の学生登山界は、早大、慶大、北大、立教、

明治、旧制松本高校(現信州大)が主流でしたが、

我が山岳部は、体育会に所属していないにも拘わ

らず、 三指に入る評価と、伝統を持っておりまし

た。

昭和十七年の山行は、鳳風山麓の青木鉱泉での

天幕懇親会から始まりました。小パーティーでの

穂高岳などがあって、夏の合宿は叙岳で行われま

した。

チーフ・リーダーは、 三田貞夫さん(レイテ作戦

で戦死)、参加者約二十名、新人は松井正、渡遁恭

三、素木喬三、帆足輿之。合宿のあと、薬師岳か

らと、南沢から槍ヶ岳への縦走に出ております。

その後、 二次夏山合宿として、数名のパーティー

で、穂高岳に入っております。

秋は、奥日光の天幕懇親会です。馬返よりいろ

は坂を登り、 中禅寺湖畔を過ぎ、光徳沼で設営を

終えた時は既に薄暮。朝、陽に輝く全山の紅葉に、

息を呑む思いをしたものです。十一月の富士山七

合目での設営と氷雪訓練、十二月の穂高岳岳津生

活。十二月と二月の熊の湯スキー合宿を経て春山

準備に入りました。極地法による前穂北尾根です。

この頃の大学山岳部はヒマラヤ遠征を目指して、

極地法の訓練をしていたのです。

チーフ・リーダーは遠藤二郎さん、リーダー達

は、関屋の神山勉さん宅へ足しげに通い、打ち合

わせに参りました。神山勉さんは東京に残ってい

た数少ない先輩の一人でした。昭和十二年、水越

一郎氏が剣岳前鋼で、十五年には入来重弘、上関

徹の両氏が前穂北尾根四峰パットレスでと、続け

て遭難事故を起こしていた部として、慎重な計画

と準備が必要だ、ったのです。
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昭和十八年三月、本隊出発。渡退、帆足、素木、

私の新人四名は、三田さんのリーダーで後発隊と

して入山。

当時は島々から淳渡経由の徒歩。一人五十砥以

上の荷物とスキーを担いでいますから、徳沢に入

るのに三日を要しました。ょうやく徳沢小屋に辿

り着いて深夜、中央大学山岳部の一人が救援を求

めてきました。

穂高岳から下山途中、吹雪で遭難しかかってい

るとの急報です。朝までに全員収容、幸い皆さん

無事でした。聞くところによると、日大隊が横尾

の岩小屋にデポーしておいた食糧のお陰で、助かっ

たとのことです。

私達新人にとっては、冬の山からいきなり強烈

な先制パンチを見舞われたようなものでした。こ

の年は積雪が異常に多く、日大隊も北尾根でテン

トを潰されました。丁度、私達が岩小屋のB'C

に到着した夜のことです。本隊が前進キャンプよ

り撤退中だから直ぐに迎えに行くようにと、湯浅

さんが戻ってきました。暖かい飲みものを持って

出発しました。

途中、一人また一人と下山してきます。全員を

収容するのに夜半までかかりました。

休養の後、極地法を中止して、奥穂、前穂の分

散登撃へと計画が変更されました。北尾根に残し

たテントの回収の目的もありました。午前三時出

発、腸の当たる前に掴浮カールを突破するためで

す。j周津小屋の上部、取り付き尾根にスキーをデ

ポ一、アイゼンに履き替えて、奥穂と前穂班に分

かれて登頂。i度通君によると、風は強く、飛んで

くるエピノシッポで、痛かったとのことですが、快

晴に恵まれで快適な登挙を楽しみました。

さて、下山は陽が陰って斜面が凍るまで待たな

ければなりません。雪崩を避けるためです。その

為ーすした事故が起こりました。足を切るという

理由で、新人のスキーには金属製のエッジが付い

ておりません。

すり減ったスキーで、クラストした雪面を降り

るのは、未熟な私には無理で、した。二~三回ター

ンした所でスリップ。ピッケルは背中とザックの

聞に差しであるので取れません。ただ足を下に向
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けて滑り落ちることだけを考えていましたが、そ

のうちに身体が回転を始めて、コントロールが効

かなくなりました。二百米ほど滑落したでしょう

か、と不思議なことにブレーキがかかって自然と

止まりました。そこは澗津小屋の僅かな窪地にな

っているところでした。途中の岩にも衝突せず、

全く幸運というほかありません。

一ヵ月の春山も終わり下山です。当時の装備は、

テントもザイルも綿か麻製ですから、重くてかさ

張ります。下山でも一人四十砥以上の荷を分担し

なければなりません。その上スキーを担ぎますか

ら、バランスが甚だ悪くなります。釜陸道の上高

地倶uはいつも雪崩で削り取られています。隆道の

入口は、埋まらないように丸太の柵で囲つであり

ます。入口は谷側に向いて僅かに空けてあるだけ

です。従って、陸道に入るのには、棚を乗り越え

たデブリの急斜面をトラパースしなければなりま

せん。そこで事故が起こりました。新田さんがス

リップして、六十米ほど下の河原まで転落したの

です。幸運にもザックが緩衝となって、怪我です

みましたが、松本の病院まで急がなければなりま

せん。担架を急造、怪我人を搬出する班と、残っ

た荷物を運搬する班とに分かれました。私達新人

は荷物班です。三倍の荷とスキーが残されました。

隆道の中は、巨大なつららの柱が乱立しており、

通り抜けるだけでも容易で、はありません。その上、

懐中電灯の性能が悪くて、冷えると殆ど役に立ち

ません。荷物を小分けして、真っ暗な中を何回も

往復、疲労困館、中の湯に着いたのは夜中だ、った

と記憶しております。帰京後のこの山行の総括は、

随分厳しいものであったようです。

昭和十八年の山行は、五月の丹沢山天懇(天幕懇

親会)と谷川岳からです。六月には小パーティーで

八ヶ岳に入っております。夏山合宿は、昨年と同

じ銅岳(津)三田平。ガダルカナル島の敗北、アッ

ツ島の全滅(玉砕)と戦局は不利となって来て、食

糧も不足がちになりました。チーフ・リーダーは

湯浅英世さん。総勢二十名ぐらいた、ったと思いま

すが、後に沖縄で戦死された上江田清庚先輩が、

軍隊からの一時帰省を利用されて参加されました。



森下吉雄君が、この時新人として入ってきました。

鯛岳、八ッ峰等の分散登撃を例年のようにこなし、

その後、薬師岳から槍へと、南沢から槍への二つ

の縦走班が出ました。素木君と私は薬師ルートに

参加しましたが、生憎連日の雨で、薪は燃えない

し、下痢発熱に悩まされた難行苦業の一週間であ

りました。

既に山に入る人は少なく、槍ヶ岳で始めて人と

出合いました。人とはこんなに懐かしいものかと、

思いを新たにしました。徳、沢池でのガマ蛙のてり

焼きは、新鮮なものに飢えていたからでしょう、

大変な美味でした。

戦局ますます厳しく、切符の入手も困難、山登

りが白眼ネ見されるようになりました。ピッケルや

ザイルを目立たぬようにして乗車しなければなり

ません。そして、秋の白根三山、翌、昭和十九年

二月の唐松岳、五月の五龍岳へ入山したのを最後

として、山岳部の活動は中止したのであります。

昭和二十年八月十五日、日本は降伏しました。

都市は焼土と化し、産業は壊滅、外地から帰還し

た兵や引揚者で街は溢れていました。家もなく、

職もなく、食糧もなく路頭に迷う人もおりました。

日本中が生き延びるための、その日暮らしを余儀

なくされたのです。しかし、日本人はへこたれま

せんでした。行政は機能しており、最低ではあり

ましたが、食糧の配給が行われておりました。ア

メリカの援助(ララ物資。アメリカの宗教・社会団

体が、アジアの困窮者救済のための食糧などを供

給した)も大きな助けになりました。そして、日本

の産業の復興に立ち上がったのです。

昭和二十一年の春、神山勉さんから連絡を受け

しまた。三崎町の法文科で、新しく山岳部を創設

する話がある。戦前と全く断絶した部が出来ても

困るから、私にそちらへ参画して欲しいとの要請

です。金坂一郎さんが、既に連絡に当たっている

とのことでした。私は、親が満州に取り残された

ので、仕送りが断たれ、学校に行く余裕すらあり

ませんでした。私は迷いました。が、先輩の会社

にアルバイトを斡旋して貰って、生活の見通しも
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ついたので復学の決心をしました。多分、これも

先輩の方々の配慮だ、ったと思います。

OBの人達が、何故新しい部と、戦前の部を結

び付けようとされたのか、おそらく将来を見通し

てのことであったと思います。若しあの時、新し

い人達が独自の道を選んでいたとしたら、或いは

別の方向に進んで、今日の部はあり得なかったかも

知れません。

新しい部は、秋庭(鉄之)、山口(摂郎)君が中心

となって、相淳、増田、樋口君など鋒々たる論客

を擁しておりました。あの混乱の中、他の学校に

先駆けて山へ登ろうという情熱とバイタリティ ー

は、高く評価されるべきでしょう 。私のほか戦前

派の素木、帆足、森下君も復部。勿論、戦前派の

参入には抵抗がありました。

それを調整したのが秋庭君でありました。彼の

人柄によるものです。正式に体育会への加入を認

められ、山口君の政治力で、 三崎町校舎に立派な

部室も確保されました。大宮の上聞きん宅に疎開

しておいた器具も戻り、部員募集の活動に入りま

した。混乱期でスポーツや娯楽に飢えた若者が、

とεっと入部して来て五十名ぐらいの陣容になりま

した。

新しい人古い人、考え方に違いがあります。私

達戦前派は、当然、伝統的な山登りを志向します。

町の山岳会出者は、先鋭的な岩壁登撃を主張しま

す。なかにはワンダーホーゲル的な山行を望む者

もおります。

侃々誇々、部室は活気を呈して参りました。

昭和二十一年六月、戦後第一回の山行は谷川岳

でした。人員約二十名。新旧初顔合わせというと

ころですが、これには金坂さんほか数名のO'B

が参加されました。雪渓訓練が主な目的でした。

谷川岳から帰って、夏の合宿計画が練られました。

大勢の部員を擁し、勢いに乗って鯛岳合宿案が持

ち上がりました。天幕、ザイルなど公共装備は、

戦前の引き継ぎで間に合いますが、登山靴とかピ

ッケルなどの個人装備は皆無です。勿論市販など

しておりません。その上、食糧の確保も東京では

困難です。いろいろ議論がありました。しかし、



皆の山への情熱は押さえ難く、七月の鍋岳三田平 た。しかし、この山行で、戦後の山岳部の基礎が、

の合宿が決定されました。 まがりなりにも確立したと思います。

さて、寄り合い世帯にリーダーを決めなければ 年寄りの思い出話となってしまいましたが~。

なりません。主だ、った者も二年部員程度で、リー 終わり

ダーとしての訓練を受けておりません。チーフ・

リーダーを決めるのが一苦労です。O'Bとして

は新しい人達にまかせるのに不安があります。と

いって戦前派の私や帆足君は、進駐軍のような立

場ですから反擦があるでしょう。

結局、双方からの人望があった森下君に決定を

したのですが、私が彼の一年上級部員であったた

めに、チーフ・リーダーの権限を侵害する場面が

しばしばありました。組織としては勿論、彼に対

しでも悪いことをしたと、後に反省致しました。

個人装備は、 O'Bの協力で、私物を提供して

頂きました。登山靴が揃わず、鋲のある軍靴はよ

い方で、私は航空兵のゴム底の軍靴でした。お陰

でグリセードは一段とスピードがでましたが、こ

れはお勧めできるものではありません。

食糧は、現地の声餅寺で調達しました。食糧担

当の山口君が先行して、米や野菜を集めたのです

が、その年は胡瓜が豊作らしく、毎度、胡瓜のカ

レー、胡瓜の味噌汁ばかり、彼の葎名の由来で、す。

芦僻寺で荷物を分担して出発です。みんな日頃の

栄養不足で体力がありません。称名の登りでアゴ

を出す者が続出。翌日の雷鳥津越え、悪戦苦闘。新

人を励まし励まし、どうやら夜半までには全員銅

i峯に到着しました。

振り返ってみますと、よくもまあ、あのような

粗末な装備と食糧で、鯛に入ったものだと思いま

す。 O'Bも心配だ、ったのでしょう、金坂さんは

じめ戦地より復員されたばかりの先輩が多数参加

されました。

参加者約二十名、そのうち新人部員は半数ぐら

いた、ったと記憶しております。グリセード、ジッ

ヘルの訓練から始まって、前銅から頂上へ、そし

て長次郎谷下降、ハッ峰、源治郎尾根の登撃と一

通りの計画をこなしました。一名の負傷者があり

ましたが、ともかく無事合宿を終了致しました。

安易な気持ちで入部した学生が多かったのか、夏

山を終わってみれば、大半が退部してしまいまし

〈新田業、素木喬三、松井正、渡遁恭三の各氏より、

本稿の情報を頂きました。有難うございました。

尚、本文中、豊島抜、初見一雄、贋田憲治、神山

勉、金坂一郎、 三田貞夫、上江田清贋、湯浅英世、

秋庭鉄之、山口摂郎、相浮の諸氏は既に故人であ

ります。ご冥福をお祈り致します。〉

(平成七年九月記)

(後記)70周年記念誌編纂時に寄稿して頂きました。

横揮さんの遺稿として掲載しました。 (中嶋)

.ご家族(光代夫人)より、

-職歴

昭和25年計理士、税理士(26年)、中小企業診断

士(33年)、公認会計士(42年)、行政書士(43年)、

社会保険労務土(44年)を経て、昭和50年より、浦

和市議会議員(連続7期務め)、 58年浦和市議会議

長を務める。

-山岳部の話は、昭和24年、 25年在任、卒業時に

体育会より、表彰授与された、ご友人様のあだな

など話しておりました。新婚旅行は上高地に行き、

西穂高に登山致しました。ホテルの料理に蜂の子

が出て思い出になっております。

-エピソード

冬の事、夫婦で言い争いを起こし、帆足家(鹿児

島県士族)伝来の日本万を持ち「私が家を出て行く」

と云って外に出て、暫くして「雪が降って来た、寒

いので帰って来ました」と。とに角、駄酒落とユー

モアの豊富な人でした。

伝統ある日本大学山岳部の増々のご発展をお祈

りしております。ご関係の皆様に宜しくお伝え下

さいますよう。
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岡本如矢君のこと

彼との記憶は1947年の夏山からで、お互い石坂、

恩田達と一緒にテント長だ、った記憶があるから新

兵で、はなかった筈である。スキーの腕前はドッコ

イドッコイで、冬山では二人とも苦労したもんだ。

道路に滑り降りるとき、道ゆく女性にぶつかりそ

うになり、 ドイター! と叫んだところから、俺

のあだ名はドイタになった。ちなみに彼は山犬だ

ったと思うが、命名の由来については判らない。

おそらく精力的に登る姿からついたのではないか。

夏山の分散縦走のとき我々は薬師ルートだ、ったが、

五色の小屋だ、ったかで小屋の親父と三人で後輩に

内緒で酒を飲んでしまった。今だから明かせる秘

密である。

3年部員の春山で穂高を終え、その下山途中で

俺が雪の上に略血した時も一緒だ、った。扇桃腺か

らの血だろうと、大したこととは思わず元気いっ

昭和27年経済学部卒 芝田稔

ぱいで帰宅したが、以来肺結核と診断され登山歴

は中断してしまう。

親からもう少し大学へ行けと言われ、機械に続け

て経済と 6年も在籍したが、おかげでマネージャー

として山岳部とも縁が切れなかったわけである。

彼とは社会人になってからの方が一緒によく山

歩きへ行った。俺より早く就職していた彼は会社

の同好会としての山歩きに誘ってくれたからだ。

また、俺の息の続きそうな山を選んで二人で出

掛けた。麓の長い山が多かったが、今思えば途中

で挫折した俺の登山に付き合って呉れていたのだ

なあと思う。

晩年はお互い身辺多事で親しく会うこともなく

過ぎたが、また来世で会うこともあるだろう。そ

のときは宜しく 。

企昭和22年 熊の湯スキー合宿帰途(左から石坂、芝田、
横j華、岡本の各氏)
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追悼 在りし日の北村二郎君を偲んで

昭和26年度のチーフ・リーダーとして、 『奥又

白一槍ヶ岳』の極地法登山を成功裡に導いた北村

二郎君は、平成19年11月16日夜、急性心不全によ

り急逝された。

享年77歳の喜寿の年に永遠の眠りにつかれた。

満78歳の誕生日を目前にした他界で、あった。翌朝、

弘子夫人からの電話で、この突然の悲報に接した

私は、暫し呆然として、深い悲しみに包まれた。

思い起こせば，戦後まもない昭和22年4月、日

大世田谷予科に入学して、直ぐに山岳部に入って

知り合ってからは、予科理科 2年終了後、学制改

革で新制大学工学部工業化学科 2年に編入して、

昭和27年三月に卒業するまでの 5年間、 二人は何

時も一緒であり、山岳部では、北村リーダ一、松

田サブ・リ ーダーの二人は 『北さん・マメちゃん』

の名コンビで、 言葉を交わすまでもなく、心の通

じあえる友であったからである。

山岳部時代の北村君

入部後、初夏の谷川合宿の後、石坂先輩につれ

られて燕岳~槍ヶ岳の縦走に向かった二人の最初

の山行では、私が、大天井岳の北側の雪渓をトラ

パース中に滑落したため、石坂先輩は、これ以上

は無理と判断して退却した。一方、 12月の熊の湯

のスキー合宿では、北村君が凍傷に擢ったりし、

企 1951年夏山、銀岳、ゲートルがなつかしい。(左)
松田、(右)北村
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昭和27年工学部工業化学科卒 松田雄一

二人の新人時代は、期待に応えられず、 二年部員

の夏山では、伊地知宏君の遭難もあり、前途多難

であった。しかし同年11月には、北村・松田の二

人は、新雪の鹿島槍に登り、漸く自信を取り戻し

た。こうして、その年末の冬山、翌年の春山には

遠見尾根で積雪期での高所露営の経験を積んだが、

翌年冬の北鎌尾根の計画は、 OB側の強い要望も

あって自重して万座温泉でのスキー合宿で、内部

の充実を図ることにした。その結果、翌年春の鋼

岳生活では成果をあげることができた。

この間、石坂先輩は、冬山前の偵察山行の時な

ど、前記した鹿島槍の山行のように、その後も北

鎌尾根の偵察の時など、よく北村、松田の二人だ

けを指名して、行かせてくれたが、この二人だけ

の山行は、時には一日中殆ど会話を交わさないで

歩いたこともあったが、二人の粋は、益々強まり、

相互に信頼できる間柄になった。

昭和25年度は、石坂、岡本、丸山、北村、松田

の5名でリーダー会を作り、戦前のOBの力を借

りるまでもなく、本格的に困難な冬山を目指せる

まで成長した。

即ちこの年は、年初に北鎌尾根側稜独標一北

鎌平一槍ヶ岳一南岳一北穂高岳を往復する極地法

登山の計画を立案し、四季を通じて天上沢に入っ

た。その結果、翌年 1月4日北穂の頂上に立ち、

往路を撤収しながら26年 1月19日に、大町に下山

することができた。

3月には、 3年間、チーフ ・リーダーを務めた

石坂体制は終わり、年度末の 3月からは、北村・

松田体制で、昭和26年度を迎えた。

4月の春山は前年通り剣岳で高所露営をしなが

ら縦横無尽に銅岳周辺の各ルートを トレースした。

年度の目標を厳冬期の奥又白~槍ヶ岳往復と前

穂高の東壁集中登山を組み合わせた計画で、ヒマ

ラヤを視野に入れたものであったが、奥又白池の

第一キャンプが、 雪崩の洗礼を受けたことを除け

ば、極地法の運行、高所露営、厳冬期の岩壁登挙



も自信をもって実行することができた。この冬山

は豪雪の年で、第一キャンプの雪崩の他、スキ

ー・デポも雪崩の洗礼を受けるなど、反省すべき

ことはあったが、ともかく無事に下山できたこと

を、入来・上関両先輩のケルンの前で報告できた

ことを感謝して、 二人で握手したことを今でも忘

れることはできない。

思えば、この山行が北村君とザイルを結んだ最

後の山行であったが、山岳部時代の北村君は、多

くの後輩を育て、後輩の誰からも慕われた名リー

ダーであった。

社会人になってからの北村君

社会人になってからの北村君は、登山の世界か

ら離れていたが、ヒマラヤへの夢だけは捨てがた

く、昭和35年5月には、金坂、石坂両先輩の紹介

で、ヒマラヤ計画を目指す、宮原、熊谷、中嶋、

赤井ら 4名とともに日本山岳会に入会しており(会

員番号5112番)エベレスト登山の募金活動には、積

極的に協力を惜しまなかった。

桜門山岳会の総会等の各行事や懇親山行(例えば

昭和ffi年II月の葛温泉での北鎌会)など、嘗ての山仲

間との付き合いだけは大切にし、楽しんでおられた。

北村君は卒業してすぐにαマーガリン等の油脂

加工食品を製造する会社に就職したが、家庭の事

情により 2年間務めた後、退職して父親の経営す

る 『若木書房』に移り、代表者として経営をまか

された。彼にとっては、出版業は、全くの未知の

分野であっただけに、父親からバトン・タッチ受

けた直後は、戸惑うことも多かったと思われるが、

そこは持ち前の勘と判断力で、直ぐに問題点を把

握し、経営方針を明確にして、リーダーシップを

発揮されたものと思われる。

昭和30年代後半から40年代にかけては、若者を

対象にした青春漫画や少女向けのコミック・シリ

ーズものの企画が、ブームになり、若木書房の少

女向け新書版コミックスも「ジ、ユニア・コミック

スJ(全39冊)、「ティーン・コミックスJ(全72冊)、

「ティーン・コミックス・デラックスJ(全177冊)

として昭和39年から昭和56年まで、販売は順調に

推移した。一方 [若木書房のコミック・メイト]

v.追悼

などを通じ、多くの女性のコミック・ライターに

登竜門としての発表の場を提供し、山岳部で多く

の後輩を育てたのと同様、この分野でも多くのコ

ミック作家を育てながら、コミック分野の出版社

としての地位を築いた。

しかしその後、大手の出版社が、この分野にも

進出しはじめ、折角育てた新進のコミック作家が、

大手の出版社系列に名を連ねるようになってきた

ので、もう 一本の新しい柱として、マイカー ・ブ

ームを見据えて昭和52年には[道路マップ]や[エ

リア・マ ップ]の分野にも進出した。当初は、時

流に乗って、順調に進むかに見えたが、高度成長

時代で道路網の整備が急速に進むようになり、そ

の都度改訂版を出さなければ対応できなくなるよ

うになった。更にGPSによる「カーナピ」の時代

になると、資金調達力がないと対応できなくなり、

昭和63年には、『若木書房』は閉所せざるを得えな

くたった。そのため、平成 2年には 『北村プロダ

クション』を設立、編集企画を業として再出発す

ることになった。

一方、「鈴木出版」の鈴木雄善社長(北村君とほ

ぼ同時期に二代目社長となった親友)からは、北村

君の話を聞いて、自社の新企画『仏教コミックス』

(全103巻+別巻)の編集にコミックスの経験、ノウ

ハウを活かして協力して欲しい旨の話があり、北

村君はこの申し出を引き受けて協力することにな

り、この企画を立案された宗教評論家のひろさち

ゃ先生(東京大学印度哲学科出身)監修のもと、 9

年の歳月をかけて、この企画は完結したが、この

『仏教コミックス』は、仏教界から、好評裏に受けい

れられ、 [鈴木出版』のヒット商品になったとのこと。

(その後この企画は進化して、「仏教コミックス DV

D版」おしゃかきまの物語(全3巻)になっている。)

この企画は、北村君が裏方に徹して、心血を注

いで頑張られた最後の仕事で、あったが、「もって膜

すべし」というところである。

その後、平成10年7月に横浜市鶴見に転居して

からは、足の血行不良に悩まされ、晩年は、悠々

自適、歴史本(中国、欧米、日本など)の読書三味

の老後を楽しんでいたとのことであった。

この度の急逝は、私自身、日本山岳会の『百年
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史』編集が終わったので、機会をみて、お見舞い

にお訪ねして旧交を温めてこようと思っていた矢先

の悲報であった。謹んで哀悼の意を表する次第です。

[付記]葬儀を通じての話題

今回の通夜・葬儀は北村家の菩提寺である、世

田谷区北烏山の寺町にある、日蓮宗の名刺『妙高

寺Jで、住職、古橋勝寛導師のもとに執り行われ

た。通夜の夜は木枯らしが身に染みる、冬山を想

起するような夜であり、翌日の葬儀・告別式も、

喪主北村芳郎(長男)氏はじめ、ご親族、知人、友人

多数参列のもと、葬送の儀が滞りなく行われた。

桜門山岳会員も、石坂、芝田、松田、山本、堀口、

津田、平山、熊谷、中嶋、赤井、谷口、高橋、神

崎、古野、市JII(次)等15名が参列して弔意を表した。

杉並の堀の内火葬場で、茶毘の終わるのを待っ

て休憩している問、吉橋住職が、旧知の熊谷義信

君を見つけて挨拶にこられ、我々はその奇遇に驚

いたのであるが、それもそのはず、古橋住職が、

財団法人全日本仏教会財務部長を務めている問、

ネパールの世界遺産でもある、釈迦の生誕の地

『ルンビニ』計画に全日本仏教会が聖地の調査と生

誕の地のメモリアル整備を行う計画があり、吉橋

財務部長は、このネパ ルでのプロジェクトの担

当として、ネパールを訪問しており、一方の熊谷

君は、国連の委嘱によるルンビニ開発計画(マスタ

ー・プラン)の丹下健三先生の都市建築設計研究所

に席を置いたことのある建築設計の専門家で、ル

ンピニ計画には学識経験者として当初からかかわ

っていた。ネパールのルンピニ委員会で、も、日本

での全日本仏教会のルンビニ委員会でも、吉橋住

職とは面識のある旧知の間柄であったからである。

火葬場から妙高寺に戻って、行なわれた初七日

の法要のあとの古橋住職の法話で、住職は、今日

一日の出来事を回顧し、この奇遇は御仏によるお

導きであると前置きして、 『北村家は当妙高寺にと

って、古くからお世話になっている大切な檀家で

あったが、北村家当主で、あった「清稜院法乗日次

居士」が、ネパールのヒマラヤに憧れて情熱を燃

やされていた方とは、全く知らなかった。昇天す

る最後に知らせたくて熊谷さんを引き合わせて下

さったわけで、これは御仏のお導きによるとしか

考えられない。山の仲間に送られての葬儀は強く

印象に残った葬儀で、あった。との法話をいただいた。

[故北村二郎略歴]

昭和 5年 1月3日 東京・渋谷区若木町にて、父

龍一郎、母けんの次男として誕生

昭和20年 千葉県・我孫子に疎開。終戦後は、中

野の親戚に兄弟で寄宿し、旧制芝中学に学ぶ

昭和22年3月 (旧制)芝中学卒業

4月 日本大学世田谷予科理科に入学

昭和27年3月 日本大学工学部工業化学科卒業

昭和27年4月 マーガリン製造の油脂会社に入社

昭和29年3月 父龍一郎経営の 『若木書房』に転職

同時に中野区江原町に転居

昭和31年11月 片山弘子と結婚

昭和田年杉並区善福寺に転居

昭和63年 『若木書房』を聞社

平成 2年北村プロダクション設立

鈴木出版の鈴木社長の要請を受けて仏教コミ

ックス.H全108巻+別巻)の編集に携わり、 9

年の歳月をかけて完結

平成10年横浜市鶴見区に転居、以後、悠々自適。

歴史本等の読書三味の老後を楽しむ

平成19年11月15日 急逝心不全で死去。享年77歳

(戒名:清稜院法来日次居士)

4

司
北
村
二
郎
氏
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v.追悼

追悼 木村勝久氏(1930-2005)

木村勝久氏は、日本大学体育会LiJ岳部のOBで

はなかったが、日本山岳会によるヒマルチュリや

エベレストの登山隊で日大山岳部のOBと親密に

なったので、 1961年に推薦会員として桜門山岳会

の会員になられた。

その木村さんが、肺気腫のため急逝されたのは、

2∞5年5月のことであった。

木村さんは、 1930年茨城県岩井町で生まれ、水

海道一高を経て、日本大学芸術学部に入学、 1954

年に同校を卒業して、毎日新聞社写真部に入社し、

すぐに「日本の女jコンクールに入賞した。この

ように、写真家としての素質は十分にあった。当

時毎日新聞の写真部には、マナスル登山を通じて、

活躍している依田孝喜氏のような先輩もおり、活

気に溢れていた。張り切って入社した新人の報道

カメラマンにとっては、大いに啓発されたことと

思われる。とくに1956年には、報道カメラマンで

ありながら、映画 『マナスルに立つJを撮映する

など、 一人で多くの役目を果たした依田先輩から

は、山岳カメラマンとしての心構えなど多くの影

響を受けたのではなかろうか。

1958年になると、日本山岳会ではマナスルに続

く計画として、毎日新聞社後援のもと、村木隊長

以下の若いメンバーを中心にしたヒマルチュリの

登山計画が動き出した。この計画には、体力もあ

り、 一人で何役もこなせる若手が加わることにな

った。このようにして、毎日新聞社の報道隊員と

して、竹節作太、依田孝喜らから、白羽の矢が立

てられたのが、写真部での若手のホープ、木村さ

んであった。

ヒマルチュリ登山に初参加

その木村さんに初めて会ったのは、 1958年秋、

ヒマルチュリ登山隊の準備室であった。登山隊参

加決定後、木村さんが現地に携行する機材につい

ては、写真部の先輩の協力によって、短期間の間

に準備ができたが、登山の実技については、写真

昭和27年工学部工業化学科卒 松田雄一

部の先輩から、谷川岳などに出かけて特訓を受け

てはいたものの、ピッケル、アイゼンをつかった

雪氷の技術は、必ずしも十分に行う時間がなかっ

た。そのため、現地では、前衛峰からの氷壁の下

降は、断念してもらうより他なく、それより先の

写真は、第 3キャンプのある前衛峰の上から

5∞mmの望遠レンズに頼らざるを得なかった。

肝心の登山の方は、悪天候とトラブルの連続で、

時間切れとなり、 7，400mで、断念したため、木村さ

んの毎日新聞への送稿記事も、大きく取り上げら

れる記事は少なかったが、木村さんが5月21日に、

F明...... 、

紙旬新

企望遠レンズで撮影中の木村カメラマン・ヒマルチ
ュリにて
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東北壁を登っている二人の写真を、第 3キャンプ

の上部から、 5∞mmの望遠レンズで撮影した写真

は、ベース・キャンプ~カトマンズ聞は飛脚便で

運び、カトマンズから東京へ電送され、 1959年 6

月10日付毎日新聞朝刊の一面のトップ記事として、

『人聞を拒否した大氷壁』と題して掲載され(別掲

". 

・"

、河

、、

写真参照)、木村さんは報道カメラマンとして立派

に職責を果たし、依田孝喜氏の後継者として認め

られることになった。

翌1960年には、同じ毎日新聞社後援のもと、慶

応義塾大学ヒマルチュリ登山隊(山田二郎隊長)が、

1959年の東面からの日本山岳会隊挑戦の後を受け

.ナ.

'・.. 

企ヒマルチュリ東北壁の登挙 1959年5月21日、

矢印の部分に、石坂、松田の姿が見える。〈前衛

峰から木村勝久撮影〉
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て、西面ルートから挑戦し、 5月24日第l次登頂隊

(田過・原田)が初登頂に成功、翌25日第2次登頂隊

(宮下 ・中沢)も登頂した。

この登山隊では木村さんは前年の初参加の時の

経験を生かし、第 4キャンプ(6，800m)以上に、 9

泊も滞在し、初登頂の当日には、 7，200m西峰の肩

まで、自ら重さ 1kgもある980mmの望遠レンズを

担ぎ上げ、第 1次登頂隊の行動を、 一部始終カメ

ラに収めることができた。

エベレス卜登山隊に参加

日本山岳会のエベレスト登山隊には、木村さん

は、 1969年秋の第2次偵察隊(宮下隊長)と1970年の

本隊の時と 2回参加している。この隊には38名の

中に 9名の報道隊員(NHK4名、毎日新聞 5名)

が参加していた。毎日新聞の場合、東南稜 2名、

南稜2名それに各ルートとも東京、大阪、カメラ

マン、取材担当の組み合わせで編制されており、

木村さんは毎日新聞社の責任者となっていた。

報道隊員は、新聞 'TV'カメラの分業になっ

ており、マナスル、ヒマルチュリの場合のように

一人で取材する場合と比べ様変わりしていた。毎

日新聞社の場合は、新聞、サンデー毎日、毎日ク

ラブの各誌が、夫々時に応じて個別に取り上げて

掲載していた。公式の出版物としては、 『エベレス

ト1970Jが写真を主に総集編の形で毎日新聞社刊

として出版されていた。

晩年の生活に思うこと

木村さんは1972年、エベレストが一段落した時

点で卒業後17年間勤めた毎日新聞社を退職し、山

岳写真専門家(撮影技術をもったクライマー)を引

退して、生まれ故郷の岩井市に戻って家業を引き

継ぎ、 f株式会社ベッコウ屋時計庖Jの4代目当主

に戻ることになった。

どのような人生観のもとで、このような転進を

はかられたのかについては、本人のほかには、知

る由もないが、木村さんは、お酒を飲むとすぐ陽

気になることからも分かるように、誰からも好か

V 追悼

の「母ちゃんと娘さんの話」になることからも容

易に想像できる。聞くところによると、木村さん

は、故郷に帰ってからは、故郷の人や、親しい人

を誘っては、日本の山や、ヒマラヤトレッキング

を楽しんでおられたそうである。木キすさんのこと

だから17年間のこのブランクをその機会に取り戻

そうとしていたのではないかと、想像したりして

いる。

最後に木村さんのことで思い出されるのは、先

輩の依田さんが1998年12月に他界された後で奥様

の静栄様から頼まれて、木村さんと二人で、依田

さんの蓮田のお宅に伺い、依田さんが毎日新聞に

在職中に撮影された、ネガやスライドの整理に伺

った日のことが、つい最近のできごとのように目

に浮かびます。その後、岩井に住まわれていた木

村さんとは、何となく疎遠になり、風の便りに体

調を損なわれている話を耳にしても、このように

早く他界されるとは思わず、亡くなる前にお目に

かかる機会を失ったことが悔やまれます。

木村さんどうぞ安らかにお休みください。

れる、家族思いの優しい性格の持ち主で、あった。 企木村勝久氏

とくにお酒を飲んで陽気になると、すぐに自慢
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追悼大蔦正芳君

信州の貴公子

大蔦君の突然の言卜報に接し驚いている。突然の

言卜報というのは、昨年来、久し振りに会いたいと

思って電話を入れたところ、奥様が出られ、 『今入

院中ですけど、明日退院します。たいしたことも

なく、元気にしていますよJというようなことを

おっしゃられたので、安心し、 『では暖かくなって

から行きますよ』というような会話のすぐ後だ、っ

たからである。

私の山登りの中で、最も信頼し、最も親しかっ

た友人の一人として、大蔦君に対する思い出はっ

きない。

山登りの経験も知識もなく、日大山岳部に入部

した私に対し、その頃から彼は立派な登山家であ

った。

改めて云うまでもなく、彼は北アルプスの麓、

大町で生まれ育って、高校は登山の名門、大町南

高校の山岳部で山の経験をつまれていたのである。

私が日大山岳部に入部した頃は、日本中が登山

ブームに湧き、入部者は100名になろうとする位、

多勢だった。この中には、私のように、登山をま

ったく知らない人から、大蔦君のように、既に高

校時代に充分な経験をつんだ、いっぱしの登山家

が何人かいた。この、何人かの中でも、大蔦君は

抜きんでて光っていた。当時は戦後で、多くの

人々は耐乏生活を強いられ、山へなど登る余裕も

なく、ましてや装備を揃えることなど、夢のまた

夢の時代だ、った。

こんな中で、大蔦君はすらりとした身長を、す

っぽりと、格好のいい登山装備に身を包み、まさ

に楓爽とされていたのである。これは服装だけで

はなく、登山家として持つべき品格、例えば東西

の山の文献に通じ、アルプスの民謡などを原語で

歌い、あるいは、この頃登山家のシンボルのよう

なパイプまで口に衡(くわ)え、うまそうに喫って

いる姿などは、新入部員である我々の嘱望の的で

昭和31年工学部建築学科卒 平山善吉

あり、貴公子然たるものであった。

私達は三年の時、富士山で大遭難に見舞われ、

チーフリ ーダーの梅松さん等、 8名の仲間を失って

しまった。

残された我々は、大蔦君を中心に、部の再建に

とりかかったが彼の頭からは事故の収拾と部の再

建が、卒業するまで、ずっと、頭から離れなかっ

たのではないだろうか。彼は学生生活の総てをこ

れにかけていたようにも思えたのである。卒業し

てからも何時も失った仲間を思い、富士を語って

いた大蔦君がいないのが寂しい。

日大山岳部が今日あるのは、大蔦君のお陰と云

っても良いのではないだろうか。

....平成14年富士山雪崩遭難50回忌にて(左から熊毛子、

平山、安田(敬)、大蔦、 石坂の各氏)
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V.追悼

大蔦正芳さんと黒四ダム

今年の 2月18日、大蔦さんが亡くなられたこと

を松田さんから伺った。

現役時代、私と大蔦さんは、 9つも年代が離れ

ていた。しかも大蔦さんは、卒業後直ぐご実家の

大町に戻られたので、親しくお付き合いをする機

会が無かった。その後も、大蔦さんとは、山岳部

の総会などで上京された折にお話をさせて頂く程

度であった。

そんな程度のお付き合いではあったが、私には、

決して忘れることの出来ない大変お世話になった

学生時代の思い出がある。

日大山岳部の一年を締め括る最重点山行は、春

山である。昭和40年の春、私達 4年生は、最後の

年ということで大いに張り切っていた。

当時、私達の目は、黒部に向いていた。最後の

年、学生らしい、日大らしいスケールの大きな合

宿を黒部に展開したいと望んで、いた。その結果練

られた計画は、次の様なものであった。

第1ステージとして前半の合宿を、黒四ダム湖

の奥にある平ノ小屋をベースハウスとして針ノ木

岳西稜をやる。併せて周辺の山々のスキー登山で

ある。第2ステージは、 3パーティーに分かれて

の北ア主脈の分散縦走である。

夏過ぎから私達は、この計画に夢中になった。

計画が、秋のコーチ会に諮られる。コーチ会か

らは、 2点指摘を受けた。 1点目は、ダムから平

ノ小屋迄安全に湖の上を歩けるのかということで

ある。夏道は雪崩で通れない。ダム湖の上を渡ら

なければならない。つまり湖面の結氷状況である。

2点目は、まだ1∞%完成していない黒四ダムが通

れるのかである。 トンネルの通過許可が得られる

のかということである。

最初の指摘のダム湖の結氷状況である。これは、

調査済みであった。ある年の 4月、ダムの建設途

中にブルドーザーがーノ越を越えて湖の上を資材

を運んで、いる。さらには、学習院のOBパーティ

ーが、前年の春にスキーでダム湖を渡っている記

昭和40年生産工学部卒尾上 昇

録があった。この 2点が判っていたので、 このこ

とをコーチ会に示して納得してもらった。

2つ目は、 トンネルの通過である。夏は通して

くれていたので、何とかなると思っていた。早速、

関電に問い合わせてみた。ところが返事は、まだ

全工事が終わっていない事。夏ならまだしも、冬

は、 一般の通行は、認めないとのことで、あった。

厳冬の黒四ダム湖をスキーを利用して平ノ小屋

に入札針ノ木の西稜を登り、周辺の山々をスキ

ーで登る。そして、 3パーティーに分かれての北

ア主脈の分散縦走である。一年の総決算に相応し

い計画と自負している。しかもこれ迄、 黒部にこ

だ、わって幾度も黒部の山行を積み重ねてきている。

秘かに闘志を燃やしていただけに、何としてもこ

の計画は実現したかった。 トンネルが通れなけれ

ば、万事休すである。 トンネルが通れないことだ

けで計画が潰れるのは、残念至極である。

コーチングスタッフの一人から助言があった。

大町の大蔦さんに相談してみたら、である。この

アドバイスに、 一綾の望みを抱いて、早速、私と

川口が大町に飛んだ。

大蔦さんは、大町で大蔦組という土建業を営ん

でいた。当然のこと、地元という ことで黒四ダム

の仕事も請け負っている。しょっちゅう大蔦組の

トラ ックが、ダムに出入り していることを聞いて

いた。このトラックに便乗させて貰おうというお

願いである。

大蔦さんは、その場での即答は避けられ、 一度

検討する旨のご、返答で、あった。その後間もなくし

て、何とかしてやろうという嬉しい返事が戻って

きた。コーチ会も大蔦さんの承諾である。計画は、

改めてコーチ会を通った。

春休みを待ち兼ねるように、その年の2月20日、

20名を越える部員が、黒部の春山合宿に向けて新

宿を発つ。

大町は、 雪の中であった。大町駅には、大蔦さ

んが大蔦組のネームの入った 8トントラックで私
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達を迎えていてくれた。直ちに、カートンやザッ

クを荷台に敷き詰めるように積む。そしてその上

に20人もの人聞が乗り込む。更には、見答められ

ないようにということで、すっぽりと幌を被る。

目指すは、黒四ダムである。時々、幌の隙聞から

雪景色がちらつく 。小一時間も走ったであろうか、

車は一旦停車した。 トンネルの入口である。運転

手と守衛の会話が途切れ途切れに聞こえてくる。

幌を被って、荷物の上に20名がじっとしがみつい

ているのである。

この時私は、工事関係車輔の資材運搬として通

過しようとしていることに初めて気付いた。

どうも私達のことは、公にされていないらしい。

急に国境を集団で脱走する戦争映画のーシーンを

思い起こした。緊張感が走る。もし検問されて見

つかったらどうなるのかと思うと胸の鼓動が激し

くなった。運転手と守衛のやりとりを固唾を飲ん

で見守る。

間もなく、 トラ ックが走り出す。今度は、漆黒

の閣の中である。ごうごうとエンジンの音だけが

トンネルの中に街する。その閣の中で思わずほっ

と胸をなで下ろしたのは、私だけではなかったと

思う。皆一様に無言であった。今思い返しでもあ

の緊張感は、戦争映画そのものであるo

肝心の合宿であるが。

20人もの部員が、平ノ小屋へ向けて一直線に画

いたダム湖の上のシュプールは、今でも鮮明に脳

裏に浮かぶ。針ノ木の西稜も余裕を持ってトレー

スに成功した。平ノ小屋のヒュッティンレーベン

も楽しい思い出として残っている。また 3パーテ

ィーの分散縦走も無事故で所期の目的を果たした。

計画通りの、完成度の高い充実した春山合宿であ

ったと自負している。

この裏には、 トンネル通過を手助けして頂いた

大蔦さんのご尽力があったからであるということ

は、いうまでもない。学生最後を締め括る良き思

い出を作って頂けたと感謝している。

このトンネル通過は、現代なら少々難しかった

かも知れない。今、流行のコンブライアンスなど

という言葉が飛び出してきそうだ。当時の日本に

は、まだまだ余裕があって、人の気持ちにものん

びりしたところがあったのであろう。

良き時代で、あったということに尽きょう。余り

にもの時空の閉塞感、現代社会が端く¥息苦しさに

較べて、ゆったりと大河のように流れていた時代

が、懐かしく思い出されるのである。

余談であるが、後半の 3つの分散縦走の一つで

ある笠ヶ岳隊は、私がリーダーを務めた。平ノ小

屋から南沢山に上り、笠ヶ岳までの縦走である。

途中1日、水晶小屋から赤牛岳を往復した。

山仲間で一杯やると、つい自慢話が出る。学生

時代の私には、これと言って自慢に出来るような

記録はない。一つ位は、ということで、真冬の赤

牛を登ったことがあることを話す。

そうすると、冬の赤牛ですか、と皆一様に驚い

てくれる。そういえば真冬の赤牛に登った人には、

余りお目に掛かったことはない。もっとも、赤牛

をわざわざ冬に登りに行く酔狂者はいないだけの

ことなのであろう。でもこれも大蔦さんのお陰だ

ということになる。

蛇足ついでにもう 一つ。その前年の冬の尾瀬の

スキー合宿である。一日の晴天を利用して長駆平

ヶ岳を往復したことがある。これも、冬の平ヶ岳

に登った人の話も余り聞いた事がない。これもま

た、私の学生時代の良き思い出の一つである。
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V 追悼

青木繁君よ!

「里山〈ヒマラヤ観光(株)主催 信州・青木村里

山トレッキング(17-19日、 20日帰宅予定nから

帰ったら又来るよ-21日頃にリ

「ああ-Jといつもと変わらぬ返事であったし、

後から見舞いに来た、福島 ・下崎とも元気に話し

ていたので~。

まさか、 5月15日に見舞った際の話が彼との最

後になるとは思わなかった。

雨降る五十日(ゴトーピ)だ、ったが思ったより道

路は空いており、何時もより 30分位早く病院に着

き、病室についた時は奥様の手で、昼食中だ、った。

出来上がったが少し体に合わない高価な補装具

は窓辺に置かれ、「少し当たるんだJと云って、腰

をさすってはいたが、 一度も使用することなく、

お通夜の夜、家の物置に置かれているのを見た。

何とか補装具をつけて、車椅子での帰宅に望み

を託していたが、自宅に帰れば奥様の世話が今以

上の苦労になることは目に見えていた。

寝たきりの上、脊髄を侵されており、最近はベ

ッドで上体を起こす事すら医師から禁止されたと

云うから、彼や彼の息子さんたちが熱望する「自

宅での看病-Jとなる事は私には考えられなかっ

た。

それにしても呆気ない青木の最後である。

棋岳会の記録を纏めて〈ある山旅の記録〉を発

行されたのを期に、楼岳会を遠くで見つめる立場

をと思っていた矢先の青木の入院、そして逝去だ

った。

私が棲岳会幹事役を辞めた後、幹事役の後任は

当然、青木君が任にあたった。下記の仲間への手

紙 〈桜岳会便り〉が彼の絶筆となってしまった。

********************** 
平成15年 2月1日

桜岳会便り
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立春を迎え、諸兄におかれましてはお元気のこ

とと存じます。

幹事の代行を勤めておりますが、これまでの中

嶋兄のご苦労が身にしみでわかります。

早速ですが集会報告と今後の予定をお知らせし

ます。

記

1 初顔合わせ

O平成15年1月30日(木)午後 6時あづま

O出席者(略)

。協議事項

c1新ルーム

(b新ルーム見学会について

③御岳山について

-平成15年2月15日(土)-16日(日)憩山荘

. 16日~日の出山コース沢井の予定、参加者は2

月8日まで青木へ

・参加予定者 徳田、高山、斎藤、下崎、赤井、

高緑、青木

・雪の状況今年は雪が多く、根雪が凍っている、

また寒さ厳しい、それなりの準備を。

以 上

********************** 

彼はお姉さんの病気、逝去等で御岳山は参加出

来なかったが、 2月8日の日本大学山岳部 ・千石

新ルームの見学会では、出席された徳田、赤井、

高緑らと、遅くまで痛飲されたと聞き、その頃は

全くと云って良いほど病魔に侵されているとは、

誰も思わなかった。

御岳山集会終了後、彼から電話があった。〈桜岳

会便り〉に新(千石)ルームへ備品代の寄付(1人~

10，000円)するとあったので、改めて 1人-10，000

円を集めるのは大変だからと、小生が平成14年度

会計の残金の中から10万円を彼の元に送った事へ

の、受領の電話だ、った。



「お姉さんの看病・葬儀・棺続問題等でようやく

自宅に帰ってきて~現金書留を見た~J との話で

あり、

「御岳山は参加出来なかったが、中嶋はちょくち

よく近くの山に出掛けているらしいじゃないか、

今度誘ってくれ~、(御岳山)憩山荘にも行ったらし

いじゃないか~J と、元気な声が受話器から聞こ

えていた。

私は、 2月14日には、鋸尾根→大獄山→御岳

山・憩山荘立寄り→大塚山→ ]R古里と歩いたの

である。 I~一応、俺が立て替えて、集まった分~

9万円を高緑(新ルームの大家)に渡したよ、中嶋

は後で高緑に l 万円払ってくれよ ~J と云われて

しまったが、未だ払ってはいない。

昭和30年4月入部の我々は、マナスル・ブーム

もあって31年度の部員名簿を見ると 13名が残って

いる。当時は名簿が毎年発行されていたが、 29年

~富士山合宿での吉田大沢における雪崩遭難事故

のためか、 30年度版は発行されてないので、正確

な入部者数は確認出来ない。

然し、 二年当時の31年度版を見ると新入部員50

名 〈世田谷教養学部(現文理学部) ~28、工学部~

4 、歯学部~1 、農獣医 (現生物資源)学部~7 、

芸術学部~6 } からの新人が記録されている。

多分、 30年4月に入部の仲間も同じ数位は居た

だろう。

富士山事故の後始末で、 三崎町・法文学部校舎

にあった山岳部々室は常に殺気だ、って居たのを良

く覚えている。最も数年後、主のような顔して居

たのは私だった。

青木は法学部・法律学科在籍し、同期には付属

組が多かった 〈榎本、徳田、村上、福島(一高)、

高山(三高)}o 2年次名簿をみると 13名中(下|崎、

徳田君と塩谷君~短期学部卒まで在籍~が脱落し

ているのが残念でならない)、法学部は4名が記載

されている。

青木を含めた法学部・法律学科の囚氏(榎本、徳

田、村上)は、皆、司法試験を目指していたように

も見えたが勉強について知るよしもなく、卒業し
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てしまった。

彼は卒業後、山と渓谷社に入札取材登山等で

活躍されていたが、数年後には川崎市役所に移り、

最後は川崎市麻生区々長 (麻生村の村長~?)を勤

め上げた。

定年後は、天下り先に目もくれず、悠々自適の

人生を送っていた。

同じ小役人であり、仕事話をする機会が多く、

一時、知的障害者の社会福祉施設に共に務めた時

があり、彼は民間施設で、私は公営施設だったの

で、施設運営での色々な事例を聞き大いに参考に

させて貰った。

彼は市の福祉畑が長かったようで、川崎市の福

祉施設(今では当たり前の老人の介護風日や入浴施

設、点字図書製作や各種のリハビリ施設等)を見学

させて貰ったこともあった。

山はと云うと、良く 一緒に歩いたと言えるかも

しれない。新兵(同期)会を樫岳会と命名したのも

彼の自宅だ、った。

昭和60年 3月、ご尊母堂が亡くなられたお通夜

の席で、皆、そろそろ五十になるから~との話題

の中で、集まった仲間(福島、徳田、榎本、高山、

下崎、青木、中嶋)で次の取り決めをして楼岳会は

発足した。

********************** 
〈棋岳会短信昭和印年 No.l C通巻~1 号)昭和60年

3月15日付〉

〈桜岳会発足案内及び、第1回楼岳会報告として〉

1)同期会 同期会名称を 〈棲岳会〉としてスタ

ートさせる

2) 会費入会金~10.∞0円、年会費~1O.∞0円

とする。一応、初年度は一人~20.鵬

円(入会金含む)を徴収、基金(約

2印，αm円)をとして発足する。

3 )発足式昭和60(1985)年4月19日or26日に行

つ
4)幹事役幹事として、青木、中嶋をあてる

5)その他



①現在、楼門山岳会(山岳部OB会)は資金的にいろ

いろあるようですが、今はそれら(山岳部OB会)

のことは静観することにして、同期会の結束を

図る。

②今夏(8月下旬)には、棲岳会 ・第一回山行とし

て、妙高・火打山への山行計画を立て、山登り

への足掛かりを作って行く 。一同(山岳部同級生)

の参加をお願いする。

③会員名簿作成のため、住所・勤務先等の電話(勤

務先)などを中嶋まで知らせる。同時に会発足へ

の意見等があったら、中嶋まで申出る。

④(仮)事務局 中嶋啓宅とする

********************** 
発足式は、昭和60 (1985) 年 4 月 26 日(金)~御徒

町・セントカーリエ(榎本の庖・雷門より移る)で

行った。出席者は福島、榎本、青木、広瀬、村上、

徳田、大城、中嶋、神崎(招待)の 9名。神崎君は、

日本山岳会理事ということで招待した。

欠席された仲間(下崎・高山・安田)からは、賛

意の欠席連絡を頂いてスタート。

その後、青木君は常に会の中心的な存在で活躍

したが、色々の艶話もあったので、奥様への罪滅

ぼしのためか、各種会合や山行には奥様同伴の参

加が目立った。

我々の面々は、菊池富雄君が卒業直前の冬山横

尾生活で遭難されたこともあって、卒業後も月一

回程度の集まりを持つと同時に菊池君の追悼山行

(昭和35年 9 月~1O名)や岩手山・網張温泉合宿 (昭

和36年12月 ~37年 1 月)と、ことある毎に、浅草で

の飲み会とは別に山歩きを楽しんでいた。その続

きが現在の楼岳会に引き継がれたと言える。

樫岳会の懇親山行(昭和63年6月)は、彼の手に

よって会津・湯の花温泉で実施し、福島・青木君

は共に奥様連れで参加された。奥様方も元気に歩

かれ、田代山→帝釈山と静かな山歩きが出来、両

氏とも満足されていた。

v.追悼

期の 〈武蔵・御岳山集会〉は、青木君の発想から

生まれた山行である。

ト 一番寒い時期~、 -半ドン(東京駅から土曜日

の午後から)でも行ける山宿~・静かな雪山歩きが

可能な山Jとの条件でスタートした御岳山集会は、

今日でも続いている。年々 、御岳山周辺は賑やか

になり、吹雪やラッセルに苦しむこともなくなっ

たのは寂しい限りである。

今年は積雪があったので、青木とラッセルした

養浮鍾乳洞口から登ってみたが、倒木とラッセル

に苦しんだ道も、登山者には遭わなかったものの、

山頂は暖かさもあり、登山者も多く感じられた。

平成元年(1989年)4月には、第一回棋岳会懇親

山行と銘打って、参科山北麓・春日温泉へ。

13名 (内3組~夫婦)の方々が集まったにも拘

わらず、大雨のため、妻科山を諦め、急速、高遠

城祉の桜見物となった。幸い、高遠到着時は雨も

止み、杖突峠での道路崩壊もあり、予想以上にゆ

っくり桜見物が出来た。

「積立をして、海外のツアー登山を~J と云いだ

したのも、確か青木の発案が大きかった。最初の

エベレスト・ビューとポカラの旅でも、 青木は奥

様連れで、の参加だ、った。

模岳会懇親山行は、 2月~御昔山(憩山荘)、 6

月、もしくは 9月か10月~銅津小屋、 11月~秋山

郷(ひだまり荘)か浅草岳(音松荘)と定期的に続け

翌、昭和64年(1989年)1月から始まった、厳冬 企青木繁氏楼岳会の集会にて右は安田八郎氏
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られていたが、青木や福島が亡くなってからは、

70歳を超えたためか、懇親山行の呼びかけには、

中々参加者が居ないのが現状である。

棲岳会の年 3回の懇親山行を復活させて、高齢

山行のみにならないよう、恒例山行を続けること

が、青木、福島への供養かも知れない。

今後も仲間とともに努力して行きたいと思う。

福島繁雄君との山登り

棲門山岳会一番の高額寄付者であり、巨漢の親

分的な風貌からは、酒を呑まない~とは思えない

男である。

福島君との出会いは、日本大学経済学部に入学

し、同時に山岳部入部を果たしてから数ヵ月後で

ある。偶然にもクラスの日大一高組の親分格で福

島がおり、同じ山岳部と云うことで、彼にはちょ

くちょく代返役を務めさせられたことがあった。

当時、世田谷校舎は教養学部と呼ばれ、文系は

二年間、理系は一年間の生活だ、った、同期には日

大一高組には村上、徳田、榎本がおり、 三高出に

高山、入試組に青木がいた、五人とも法学部だ、っ

た。理系に菊池、和田、斎藤、小林(良)がおり、

皆、進学競争勝者なので、頭のよい連中だ、った。

他に、芸術学部に安田、歯学部に大城、工学部

二年の広瀬がいて、 二年次(昭和31年度)の名簿に

は13人が名を連ねている。上級生が穏やかな先輩

だ、ったので、 CLに、福島と私は新兵のシゴキ役

をよく命ぜられた。

我々のクラスは98名中、約90名が体育会の面々

で、これには驚かされた。襟章には体育会バッジ

をつけた者ばかりだった。野球部・陸上競技・バ

レーボール・ラグビーなどの大半は*一本目になる

ことができなかった。福島も一高時代には、アメ

リカン ・フットボール部に在籍していたが、当時

の日大はアメリカン・フットボール王国であり、

部員には猛者がそろっていた。

この福島だけではなく、菊池、青木、村今上、榎

本、高山と背丈のある者が多かったので、非常に

期待された新兵だ、ったのではないかと今でも思っ

ている。しかし、残念なのは、昭和33年度部員名

昭和34年経済学部卒 中嶋啓

簿では、菊池、和田、村上、中嶋の4名だけになっ

てしまったことである。

当時の部室の雰囲気は、富士山事故(昭和29年11

月)の後始末に追われて殺気立つていたものの、マ

ナスル・ブームと呼ばれる時代で、部員も多かっ

た。準備会は教室で聞かれるのが常で、多くの入

部者数は数年続いた。

冬山遠見尾根での新兵の福島は、石坂さんも驚

かすほと守の体力の持ち主だ、ったが、 二年になって

からは、山岳部にも学校にも、あまり姿を見せず、

マージャン屋に入り浸っていることが多かった様

だ。

新兵の志賀高原・発晴スキー合宿では、分散登

馨最終日に左足を骨折した私を下山日に、大蔦さ

ん、青木(重)さんと共に発晴の日大工科山の家か

ら、 一旦、河原小屋まで下り、丸池まで、交替で

背負ってくれたのも、新兵ーの体力を買われてい

たからだと思う。今ごろは天国で、大蔦、青木両

先輩らと「中嶋の奴は重かった-Jと喋っている

に違いない。

卒業後、数年は声を掛けると山もスキーも一緒

に行ってくれたのは福島だ、った。昭和36年には、

3月の尾瀬スキー行、 9月に鳥海山山行。とくに、

翌年の年末からの岩手山山麓・網張温泉のスキー

合宿は印象に残る山登りになった。

春の尾瀬では、長蔵小屋を中心に;瞳岳 ・至仏を

軸に楽しい山スキーを満喫出来た。

3月20日(月) 上野発お時55分発にて出発
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3月21日(火) 晴れ 沼田発(4時30分)のパス

で戸倉へ。戸倉→大清水→三平峠

→長蔵小屋

3月22日(水) 晴れ 泊尻→ナデックボ右の尾

根に取付→:瞳岳→沼山JiJ者→長蔵小

屋

3月23日(木) 晴後曇沼尻→尾瀬ケ原→山の鼻

→至仏→山の鼻小屋

3月24日(金) 晴れ 山の鼻小屋→アヤメ平→

富士見峠→皿伏山→尾瀬沼→長蔵

小屋

3月お日(土) 曇り 檎高山往復

3月26日(日) 曇後晴三平峠→大清水→戸倉~

沼田~帰京

今考えると、よくも、約一週間も休んだものだ

とあきれるが、当時、長蔵小屋は冬季の留守番が

いるだけで、全く登山者に遇わないスキー登山を

満喫できた。

予定通りに登れたのも、彼の力による結果だ.っ

たと思う。特に尾瀬ヶ原横断後の至仏山では途中

から吹雪かれ、先行く彼の後ろ姿を追うのが精一

杯で、彼がいなかったら、山頂に届かず、途中で

下っていただろう。運よく、山の鼻小屋が聞いた

ばかりで、何とか泊まれるとのことだ、ったので、

二人共大いに助かった。

翌日、アヤメ平→富士見峠→皿伏山→長蔵小屋

とスキーを楽しみ、勝手に皇太子ルート(現天皇が

皇太子時代にスキー登山をされた)と称して、皿伏

山から尾瀬沼と滑り、尾瀬沼は沼上を横断し長蔵

小屋に帰着した。小屋で暖かい甘酒を出して迎え

てくれたのには、 二人とも感謝感激だ、った。

年末が近くなると、尾瀬スキーの大成功に気を

よくした彼が「年末年始に冬山合宿が出来る良い

山はないか?Jと云うので、東北の山々を考え、

列車時間等を考慮して、岩手山へと向かった。

当時の山日記(記録)によると、 〈雫石町観光協

会・ 150人、 5 月上旬~12月 素泊~1∞円、冬可〉

とあり、冬可で、素泊~100円が決め手となって、

最終的に岩手山・網張温泉(現~岩手山麓・国民休

V.追悼

暇村)での同期による冬山合宿と銘打つての山行を

実施した。

昭和36年12月30日~昭和37年1月3日

メンバー:福島、中嶋、中里、斎藤

網張温泉と云っても、大きな宿(舎)は雪の重み

で屋根の梁は、への字に曲がっている。冬季は樵

小屋となるらしく、山作業の古老たちが数名おり、

ウサギ肉入りみそ汁などをご馳走になった。

浴槽(温泉)は宿泊小屋の外のボロ小屋にあり、

湯元から木管で湯をヲ|いている。吹雪かれると木

管がよく外れ、犬倉山の湯元まで登らなければな

らなくなるのだが、温泉好きの福島は、吹雪のな

かを、文句を言いながらも出掛けてくれた。

12月30日(土) 上野発21: 00 第 2十和田号にて

出発

12月31日(日) 晴寒々しい、雫石駅(当時・雫

石線の終点駅、現在は田沢湖線~

秋田新幹線も走る)前より、西山

発電所(当時・冬季の路線パスは

此処まで)より網張温泉に入山

1月1日(月) 快晴 旧道より頂上に向かうも鬼

ケ城尾根途中より時間切れで下

山。夜、高山を迎えに雫石駅まで

往復する

1月2日(火) 風雪 犬倉山元湯まで行けずに、

途中でヲ|き返す

1月3日(水) 風雪犬倉山元湯まで行き、それ

からは福島・中嶋は稜線(鬼ケ城

尾根)まで登る。午後、中嶋~福

島・高山の見送りに、西山発電所

バス停まで往復する。

1月4日(木) 曇り 私は、帰京途中、郷里・塩

釜に眠る菊池君の墓参のため、 一

番パスに乗車するので、 4時50分

に山を下る。菊池君の墓参後、夜

行にて帰京。

我々、昭和30年入部組は、昭和33年12月に穂

高・洞j事で後輩を道連れに遭難した菊池富雄君を

偲び、同期会を進め、 60年からは、楼岳会と称し
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て会の運営には私があたってきた。中でもパック

ボーン的な福島、青木両君の助言が大いに助かっ

たが、去ってしまったのは非常に残念で、ならない。

棲岳会の恒例山行は、 2月(厳冬期)の武蔵・御岳

山から始まり、 6月の雷鳥浮と翻淳、 11月の秋山

郷が主山行で、今でも何とか厳冬期の武蔵・御岳

山は続けている。

平成 4年3月の御岳山集会では、大岳山山頂か

ら雪の海津を下降したが、若かりし頃には沢登り

のメッカだ、ったの海浮も大滝下まで立派な林道が

出来たため、遡行道は廃道に近く、中途半端なラ

ッセルと倒木に、巨体の福島には難儀な下りとな

ってしまった。しかし、福島は林道途中で、ミニ

バンを呼び止めて、先行する我々を横目にみて追

い越していったのだ。あのとき奥多摩駅で、仁王

立ち姿で我々を出迎えた勝ち誇った顔は忘れられ

ない。

6月の創j幸生活には余り参加しなかったが、剣

j撃と云えば、集団赤痢事件が発生した昭和31年の

夏山鯛津山行である。彼は翻j畢生活のみの参加だ

ったので、撤収荷の荷役となり、天幕等の大荷物

を持たされ、 二日かかりの別山乗越越えをよくボ

ヤいていた。

それは、後半縦走隊の 〈東沢→双六→槍〉隊は

リーダーの故青木重雄さんと川崎吉光君が赤痢に

擢り、縦走中止となり、福島君と新人の高島君と

で別山乗越を越えるはめとなった。下痢症状の青

木重雄さんと川崎君は下山後、富山の病院に直行

となった。

11月の秋山郷には彼の参加は少なかったが、

我々は秋山郷・ひだまり荘からの帰途には、鬼無

里村大沢の山里に造られた福島山荘に立ち寄るこ

とが度々あった。

平成 3年11月の秋山郷行では先輩諸氏 〈土肥、

真島、崎田、田中(昇)、松井、渡過(恭)、根津〉

らも参加され、苗場山登頂後、温泉組と急謹、志

賀高原越えで、鬼無里村まで出掛けたこともあっ

た。大先輩らとの談笑が、大いに盛り上がったの

も、つい先日だったような気がしてならない。

当時の写真からは土肥・崎田・渡溢・青木・福島

が亡くなっているのが、写真を見るたびに残念で

企福島繁雄氏楼岳会の集会にて

ならない。

福島山荘に平成15年11月に出掛けたのが、彼と

の最後の会となってしまった。これからも二人の

ためにも、棲岳会恒例山行も幅広く山仲間に声を

かけて、楽しい山歩きを続けねばと思っている。

〈厳寒・積雪 ・静寂を求めて〉始まった武蔵・御

岳山集会をスタートに、恒例山行をできるだけ実

施し、高齢山行にならぬようにと、意気込んで、い

るので、今後も彼ら 〈菊池や榎本、青木〉が遠く

から叱H宅激励してくれることを期待したい。

*一本自…スターティングメンバー
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V.追悼

榎本匡伸君を偲ぶ

「俺とおまえ」

「おい、お前のその意見な、俺はこう思うんだけ

ど…・・ …」。

「お前のその思いが、俺の云わんとするこの意見

を理解出来ないポイントじゃないのか ?J

俺、おまえの会話は二人の間では日常化して、

同等の付き合いが49年の歳月に及んだ。

出会は日大ー中の音楽部から始まった。

日大の伝統を受け継ぐ中・高一貫教育を受け、

個性の強い教師陣とリベラルな校風のもと、多く

の友人に恵まれた音楽部で、彼の持つ天性とも思

われる美声は、「テノール」のパートで一段とその

輝きを発揮し、「バリトンj、「パスJとのハーモニ

ーは素晴らしく、いつもム ッシュー(音楽教師のあ

だ名)からトレビアンと云われ続けていた。彼は、

その生涯で、何処で、歌っても、彼の張りのある美声

を誉め称えない人はいない位うまかった。誉めら

れるといつもテレていた。とてもシャイな男で、

照れると無意識の内に親指の爪をかむ癖は生涯直

らなかったのだろう。昨日の様に思い出される。

美声もさることながら、楽器にも興味を持ち、

もって生まれた天性で素晴らしいリズム感を思う

がままに奏でた。小生が音楽部の部長の時、新し

く受け持つべき管楽器の編成をした時の事、彼は

トランベットが希望だ、ったが、 トランペットのマ

ウスピースに唇と歯形が合わないとの理由で、 ト

ランペットを断念させ、クラリネットを吹く様に

命じた。よほどくやしかったのだろう「何故、お

前が俺のマウスを理由に希望する楽器を変えるん

だjと抗議した。「俺の判断だ。お前にはクラリネ

ットが合っている」渋々納得して、彼は其の後ク

ラリネットをマスターし、響きの素晴らしい哀愁

のある、もの悲しい音色まで自分のものにしてし

まう感性には敬服したものだ。

放課後の練習のあと、部室を出て横綱町の都電

昭和34年度法学部卒 徳田昌久

に乗らず、浅草方面へブラブラ歩きながら帰路の

かたわら、彼の案内で駒方分喬のたもとにある茶庖

へ立ち寄り(学校からは寄り道を禁止されていた)、

小倉アイスクリームとソーダ水で喉を潤し大いに

音楽談義に花を咲かせた毎日だ、った。

向学心にも燃えていた。高 1のある時、彼に誘

いを掛けた。それは東大生が東京大学のキャンパ

スを使って勉強を教えている。毎週日曜日にはサ

ンデースクール、夏休みにはサマースクールの名

称、で学費を払い自由参加が出来たので、小生が通

っていた経験から

「お前もサンデースクール、夏はサマースクール

に通わないか」

と誘ってみたら

「俺が入っても難しくないか」

「大丈夫だ。俺が入ってんだから」

「よし、願書を貰って来てくれ、次回から参加す

るから」。

話は簡単に決まり、有名他校の高校生達と一緒に

勉強が出来たのも懐かしい。

彼と初めて山登りをしたのは、昭和28年 5月の

三ツ峠だ、った。当時の装備はお粗末そのもの。詰

襟、金ボタンの学生服上下、校章の入った学生帽

をかぶり、靴はズックの運動靴に、 3つポケット

の付いた遠足用のリュックサックを担ぎ、懐中電

灯を片手に、霜柱を踏みしめ、高度を増すに従っ

て残雪が多くなり、足を濡らしながら 3人で、登っ

た。大自然の雄大さ且つ爽快感を味わったのが忘

れられず、山へと脚が向き始めた。その後、何時

行っていたのだろうか? 彼から時々山の話を聞

かされた。「入笠山JIダルマ山JI金時山J.. 
今でも山名が耳に残っている。

山の原点がここにあった。

そうだ。三ツ峠では彼はバスケットシューズを
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履いていた。当時なかなか手に入らなかったもの

だ。生活にも恵まれていたのだろう 。カメラはキ

ヤノンを持ち、街では外車の自動二輪のバイクに

乗って仲間達の羨望のまとだった。かと思うと或

る時は、軽四輪自動車に乗って小生宅へ遊びに来

た事もある。身体は細身で強堅ではないが腕力は

強く、特に腕相撲には自信があったらしく誇らし

げに語っていた。事実彼が生涯の内、腕相撲に負

けたのを見た事がない。

大学入学後は山岳部に共に入部した。 トレーニ

ングと山行のシゴ、キが待っていた。つらかったが

山をやめる事は無かった。落合の菊池の下宿へは

共によく立ち寄り、朝まで山の談義に花を咲かせ、

押入れの中で寝た事もある。互いに生涯を共にす

る良き友を得たのもこの時期で、又、「ときわ食堂」

の長男として料理に腕をふるい適切な食材の確保

に、その才能を充分に発揮し仲間達の胃袋を満た

してくれた。彼の人間性の良さから「ときわ食堂」

は山仲間の小集会場と化し、迷惑をかけたやに思

うが嫌な顔一つ見せず、いつも歓待してくれた心

の広さが忘れられない。

この時期に御両親を相次いで亡くした彼は心身

共にf焦降した時期もあっただろうが、我々には常

に気丈に振る舞い弱気な姿を見せなかった彼を偲

うと心痛む事がある。常々云っていた。「俺は、と

きわ会のトップとして配下のときわ食堂との交流

を密にしていかなければならない立場に立ってし

まった。冠婚葬祭の席に出るのも増えた。挨拶も

うまくなった。お前の葬儀の時は俺が挨拶をして

やるからな」等と得々として語っていたのが、昨

日の様に想い出される。

山に登り強靭で寛大な精神を身につけ、人生荒

波の中、浅草から秋葉原へと社会生活の中で、営業

経営の変動に身を削りながら対処してきたが、思

い通りには事は運ばなかった。時には酒に酔い、

パーのカウンタ ーに肘をつき居眠りする事もあっ

た。又、その回数も増えた。が然し、庖のオーナ

ーも決して眠りを覚まさず、優しく労わってくれ

た事も、そこに彼の人に好かれる人徳があったか

らだろう。

一時音信が途絶えた時があり、気にとめていた

矢先に偶然、小生車運転中に道路の信号の先に見

慣れた姿が目に止まった。彼だ! 即座に、車に

乗せ話し込んだ。以来、仕事を共にし、小生の事

業を手助けしてもらい、仕事仲間とも彼の人当た

りの良さが幸いして人脈を増やして行った。旅行

も良くした時には、囲内を、又、時には海外と、

研修旅行を重ねたが、その度に彼のファンは増え

た。旅先での食事情にも明るく、舌が肥えている

せいか味にはうるさく、食べ物を語ると話がつき

ないし、会社では食通として名を馳せ、近所の小

料理屋でも彼の存在感は大きく、又、親切に接し

てもらっていた様だし、庖の仲良しの人達と奥武

蔵や奥多摩などの山歩きも折りにふれて楽しんで

いた。

時流れて、平成10年秋、胃の不調を突然訴え、

日大病院へ検査入院するも元気な調子に変わりな

く、医師の見解で手術を受ける事にしたが、術前

に一時退院し近所の仲間が特上のトロの刺身や美

味の料理を各種御馳走してくれたと病室で小生に

誇らしげに語り、手術後は1週間位で退院出来るの

で、又、皆と仕事が出来るのを楽しみにしている

と笑顔で力強く語っていたこともあろうに、平成

10年10月15日静かにこの世に別れを告げてしまっ

た。

誰に断る事もなく 。

「俺とおまえ」は、互いに相手を生涯の盟友と信

じ、常に行動を共にし、音楽を理解し、山に親し

み、その感性が根本で合致していた為ざっくばら

んに何でも云いあった。おまえは、酒も良く飲ん

だ。だが酒は俺の方が強かったな。社会を論じた

り、友を語ったり、 一緒に美食、美酒に酔いしれ

る俺とおまえの人生が無くなってしまったなど、

とても今でも信じられない。

「何故なんだ」と今でも舷くばかりだ。

合掌

(1ある山旅の記録」平成14年 5月1目標岳会発行

から)
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倉U吾β80J司全手三言己念て言志(日本大学山岳部80年の歩み)工E言呉三隻

先の創部80周年にあたり、 80周年記念誌 (180年誌」及び 「資料編J)の二冊を刊行致しました。

正誤表については、既に {楼門山岳会短信 No.145 (平成19年7月7日)号}にて報告しましたが、この度

会報34号発刊にあたり、現段階で判明しました正誤(誤記)表を再度掲載しました。

ついてはお手元の80周年記念誌の訂正方をお願いします。

1) 80年誌(日本大学山岳部80年の歩み)

2 )記録にみる日本大学山岳部の流れ {日本大学山岳部80年の歩み}資料編

今後も、誤記及び追記などが判明しましたら、下記 {高橋・中嶋}まで、 ζ指摘をお願いします。

随時、会報・短信等で訂正報告をさせて頂きます。

日い
ニエロ

1) 80年誌(日本大学山岳部80年の歩み)

頁 | 行 |誤

l明上段右から13行自 |山野寿三

HI下段右から 5行目 |松田、神崎の2名

叫下段5行目 1 Aufschnai ter 

12崎下段写真説明 |独標頂上C2

高橋正彦(昭和37年卒)

正

山名寿ニ

松田、神崎、嵯峨野の3名

Erwin Schnaiderの地図

独標頂上C1 

12可左上写真説明 |北鎌平C3 北鎌平C2

14訓下段右から 2行目 |滝沢出合 |滝谷出合

18倒上段右から 8行目 |エベレスト 1970 エベレスト 1970 

( 3 )松田、神崎、木村 (4)松田、神崎、嵯峨野、木村

20111上段右から 1行目(タイトル) 1グリンーンランド |グリーンランド

24al下段左から10行目と11行目|嵯峨野宏 |嵯峨野宏

2)記録にみる日本大学山岳部の流れ {日本大学帥部80年時吟 資料編

頁 l 行 |誤

中嶋啓(昭和34年卒)

正

2111下段から 4行目

2~1 上段から 2行目 1 12月 28 日 ~1 月 7 日

2~1 上段から 5 行目 |大島

2al最上段に挿入(追記)

12月24日 12月23日

12月 29 日 ~ 1 月 6 日

大嶋直行

甲斐駒ヶ岳昭和22年cl947 )年2月 14 日 ~16 日

横棒、山口(摂)、森下、相淳、石坂、青柳

山口 (摂)~途中下山。

3明上段から 5行目 1 1月30日

3司下段から 14行目 1 9月 13 日 ~ 1 5 日

12月30日

10月 13 日 ~ 15 日

⑧ 会報14号~秋季天幕懇親会日時も訂正

4湖上段から 23行日

8~1 上段から 8行目

秋季天幕懇親会期日記載なし 110月 9 日 ~ 1 0 日

日本大学エベレス卜 |日本大学エベレスト登山隊 2 月 ~5 月

⑬ 登山隊期間~追記

(文責・中嶋啓)
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<編集後記>

34号は、平成13年2月に発行されて以来、活動報告は 7年間分の多さとなりまし

た。

山本修(文59)・若林裕子(法H17)両氏らと、総会日発行(平成20年5月29日)を目

途に編纂にあたりました。

両氏の頑張りは勿諭ですが、会員各位のご協力を頂き、何とか公約通りに発行

することが出来ました。

会報編纂には、 27号から32号まで、そして34号と携わったことになりますが、私

の卒業時(昭和34年)には、会報発行を済まさないと、 OB会員とは認められず、

会報発行を無事終えて、初めて、一人前の楼門山岳会員という気持ちになったも

のです。今後は、出来ることなら、毎年発行を堅持すべきです。

今号は、山本(修)・若林の両氏に任せ、私は専ら寄稿(紀行)者への催促と 7年

間に逝去された諸先輩の追悼文や4衣頼、故人の資料収集の役目で終わりました。

平成 8年2月、 〈日本大学山岳部70年史〉発刊に向けて諸先輩からの寄稿があり

ましたが、正式発刊に至らず、当時編纂に協力してくださった原田雅子氏(法61)

の助言もあり、 『げーとる20号70年特別号Jを50部、手作り本として発刊しました。

寄稿の一部は八十年史に掲載されましたが、多くの原稿が眠ってしまいました。

ついては、今号では故人を偲ぶ形で、追悼文の一部とし掲載しました。

平成13年からの七年間で20数名の先輩が亡くなられ、熱き青春を送った山岳部

生活の一端を思い出して頂くためにも、山岳部生活を中心に、主要な山行記録を

掲載しました。

また、追悼文については諸先輩には大変ご面倒をお掛けしました。ご家族にも

アンケートを送付させて頂き、「若き日の先輩像」をと思いましたが、ご返事少な

く、思うようには行きませんでした。

既に、古河・篠田の各氏はご連絡が取れず、秋保さんはご家族とのご連絡は出

来ませんでした。ご返事は、山行記録の後に付記しました。

先の短信でも述べましたが、戦後の混乱期から山岳部再建への道筋と再興に尽

力された方々(岡本如矢・横浮利武・北村二郎・渡過恭三)が亡くなられ、また、

新年を迎えてからは、関西棋門山岳会事務局等で活躍された置塩光さん、昭和29

年11月の富士山事故後の山岳部再生に尽力された大蔦正芳さんが亡くなられまし

た、誠に淋しい限りです。改めて、六氏のご冥福をお祈りいたします。

一方、会員名簿は古野理事長自らが進めていましたが、会報と同時発行は残念

ながら出来ませんでした。

名簿作成には返信ハガキが貴重な資料となります、ご面倒でも、返信ハガキは

必ず、投面して下さい。

中嶋啓
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いま山岳部は、再び部員減少に悩んでいる。「若者の変化」、「社会の変化J、「目

標の喪失Jなどの理由に、有効な対策が得られないままに30年以上が過ぎた。よ

く山岳部が、よく合宿が続いていたとも思う。原因追求は、もういいだろう 。現

役部員には、とにかく安全に、登山を楽しんでもらいたい。存分に楽しみ、また

楽しみを追求できれば、次の展開が生まれる可能性もある。そして、こんなとき

には若手OBにもおおいに協力してほしい。対処療法にしかならないかもしれな

いが、サポートが必要なときである。

私には、いま勤務している会社に就職するまでに、大学卒業から10年間の月日

があった。海外放浪をしているときもあったが、私立中・高校の非常勤講師とし

て、あるいはフリーターとして働いている聞は、よく現役部員から合宿参加を誘

われた。もう OBなのに、いつも合宿に出かける自分が少し気恥ずかしくもあっ

て、私は 「あーあ。また合宿ですよ。いい加減あきたなあ」などと、親しくして

いた農大山岳部OBの馬場さん(故人)によくこぼしていた。そんなときに馬場さ

んからは、 「山で、いっしょに遊んで、くれているんだから、後輩にはよおく感謝し

ておけ」と、決まって言われたものだ。

学生時代の山行、海外登山も含めたOBになってからの山行、思い出深い山行

も多い。そのなかでも、 OBになってからの3度の積雪期合宿フル参加は、後輩た

ちと貴重な時間を共有した特別な思い出である。昭和61年度の冬山合宿 (明神岳主

稜~奥穂高岳)、昭和63年度の冬山合宿 (黒沢尾根・遠見尾根~五龍岳)、平成2年

度の春山合宿 (赤谷尾根~剣岳)、私を引きずり出してくれた目黒、菊谷、中津留、

山本(茂)、渡辺(勇)らのリーダーに、いまで、は感謝の気持ちで、いっぱいである。

そして、この「会報34号」において、私が苦手とする諸先輩との連絡やデータ

作成にあたってくれた若林にも感謝したい。

山本修

平成12年度より平成17年度まで副部長としてお世話になりました根本君也先生

に、この場をお借りして、心から御礼申し上げます。

そしてこの度、無事に会報34号を発刊することができ、ご協力いただいた諸先

輩の皆様に御礼を申し上げます。私は、大学卒業の平成18年 3月に会報34号の編

集委員を任されました。はじめは遅々として進まなかった編集作業でしたが、途

中、中~鳴啓OB と山本修OBが助け舟を出してくださり、会報作りは軌道に乗り

ました。EメールやFAXで頻繁に連絡を取り合い、打ち合わせでの確認作業は

毎週に及びました。一人では途方もなく感じた作業も、 三人のやりとりの中で着

実に進んでいきました。編集中、お寄せいただいた原稿に目を通すたびに、いつ

の時代も年代を問わず、山に魅せられ、頂きを目指す姿がありました。そこに人

のもつ根源的な何かを感じずにはいられません。ただ、今号の記述の中には原文

のまま載せたため、女性への言いまわしが現代とはそぐわない箇所があります。

数十年の時を経て、再び掲載に至った文章です。時代の変選を感じると同時に、

ご理解のほどをお願いいたします。

若林裕子
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<会報第34号編集委員>

中嶋 啓

山本 修

若林裕子

第34号会報

平成20(2008)年6月1日

日本大学保健体育審議会
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桜門山岳会

〒112-0011

東京都文京区千石1-16-9ラリグラス101
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http://www.nualpine.com/ 
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