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投稿

胸までもぐる雪をかき分け、突風に吹き飛ばされ、寒さに頬を凍らせ、テントの除雪で
夜も寝られない雪山。
昨年末仙丈に出かける前の晩、女房が「どうしてそんなとこに行きたいんでしょうね？」
と心底不思議そうに呟いた。こちらは何も突然行き始めたわけではない、もう何十回も出
かけて来たのだが改めてそう聞かれた。なぜなどと思ったことは無い。翌朝 5 時半、つれ
あいとのギャップの深さに唖然としながら新宿の高速バス乗り場に向かった。
1990 年以来ベルギー、香港、大阪、北京とさすらい、冬山と言うものには縁遠くなった。
地の利を生かしてアルプス、ネパール、ブータン、チベットなどのトレッキングには出か
けて名峰を眺めたが所詮は長距離ドライブ+わずかなハイキングと言うことでいつも欲求
不満で終わった。
2005 年春、東京に戻り、ようやく雪山再開のチャンスは訪れた。しかし、長いブランク
のおかげでどこから再開すべきか決まらない。針葉樹会のかつての若手は山スキーとかで
年よりは相手にしてもらえない。
香港での山仲間に相談すると東北の山が良いと
言われ、その年末 3 人で安達太良山に出かけた。庄
内の鉄橋でＪＲの列車が脱線したほどの強風が吹
いた日でバス停からくろがね鉱泉に行くだけで体
はすっかり凍り付いてしまった。小屋のストーブと
川ぞいの思いきり熱い温泉が心底嬉しかった。翌日
猛吹雪の中を頂上岩峰の下まで辿り着いたがそれ
以上は登れなかった。帰途はしばしばルートを見失
いコンパス頼りにようやく小屋に戻った。冬山はさ
すがだった。
翌 2006 年 2 月、ちょっとアップグレイドという
ことでその仲間に加え高校時代の山岳部の同期生に
声がけして八ヶ岳の赤岳に向かった。硫黄岳で雪崩
があり大学生が遭難、鉱泉のテント場は騒然として
いた。それ以上にこんなにと思うほど冬山登山者が
いた。翌日は強風、快晴。顔を防寒する準備をして
いなかったため頬が凍傷で真っ黒になり、眼は雪盲
でゴミが入ったような痛みに襲われた。登頂はした
ものの準備不足を痛感した。
5 月には 4 人で会津駒ヶ岳に出かけた。浅草から電車
で会津高原駅に直行し、バスで全くの秘境と思ってい
た桧枝岐に出るというアプローチの便利さにまず驚い
た。そして三岩岳までの急な登りとその後のゆるやか
に波打つ稜線と言った東北の山特有のリズムがすっか
り気に入った。生活用具一式を背負って稜線を歩く充
実感も久しぶりだった。
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このあたりから常連４人の間で雪のある時だけパーティーを組んで登るという基本方針
が固まり「北義経会」と名付けた。義経北行伝説に従いあまり出かけたことのない東北の
山へ、しかもできれば冬に向かおうという意気込みだ。全員 2008 年で還暦だ。
しかし、その年の年末は北ならぬ西の甲斐駒に向かった。事前の 11 月に西牟田ならびに
ご子息と偵察をした。5 丈の小屋は雪の重みでか
しいでひし形になり、侵入禁止となっていたが、
立派なバイオトイレの装備された 7 丈小屋には往
年のアイスクライムの名手が常駐して小屋を守
っていた。橋本明君の慰霊碑もうっすらと雪に覆
われて健在だった。久方ぶりの黒戸尾根の変わり
の無さが嬉しかった。
これを受けて年末のクリスマス休暇に 4 人で出
かけた。フル装備で黒戸尾根を登るのは厳しかっ
たが、雪は少なく予定通り 2 日目に頂上を越え北
沢に降り立った。快晴の甲斐駒の頂上からは北岳、
仙丈が目の前に広がり、次の目標は真っ白な王冠をかぶり、正に女王の気品を備えた仙丈
に決まった。
2007 年はいささか複雑な年になった。会社
の事業成績劣化を理由に退職時期が突然 3 年も
早まり山どころではなくなった。7 月から 59
歳で毎日が日曜日になった。朝の 9 時から午後
の 5 時まで、ほぼ初めて自分で一日の時間割を
作らねばならなくなった。学校や会社はその本
来の目的以外に、国民に時間割を与えて規律正
しく暮らさせるという極めて重大な機能があ
ることがよく分かった。そこでヒマラヤが浮上
し、10～11 月にかけてネパール、ダウラギリ東
面のダンプス（6035ｍ）に出かけた。さすがだ
った。5000ｍ超に一週間いるだけであれほど消
耗するとは思わなかった。神々しか住めない場所の凄みと言うものをしっかり教えてもら
った。次はラプチェと心に決めた。
そうしていろいろやってみたが落ち着きの良い時間割はできなかった。やはり年齢的に
ちょっと早いのかもしれない。知人のつてで再就職することにし、それを決めて年末のク
リスマス休暇に 3 人で仙丈に向かった（１人はひざの故障で断念した）。高校 2 年の最後の
春山合宿で出かけながら登れなかった 40 年越しの因縁の山でもある。
戸台からの長い河原は秋の台風の水害で谷全体が幅巨
大な岩に埋め尽くされていた。昔とほとんど変わらない
北の黒戸尾根にひきかえ、林道が山肌を切り裂いた南側
は脆弱になり、ひたすら崩れるに任されている。昨年甲
斐駒からの下りの折には丹渓からほどない地点にある疎
林の底に苔むした岩がいくつも転がり、冬なのにまるで
緑のじゅうたんが広がっているかのようだった-。その一
帯がごっそりと流れに飲み込まれて無くなっていた。
戸台発 11 時、大平小屋着 4 時半。夜半から雪が降り出
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した。翌日降り積もった雪の中を北沢経由仙丈へ向かうが正月前のクリスマス休暇と言う
ことでトレースは全く無い。5 時半発。雪はほどなく膝を越え、腰に至り、そして胸までに
なる。久しぶりのラッセルも最初はわっせわっせと気持ち良いが 3 時間、4 時間、、
、となる
とさすがに絶望的になってくる。12 時半、雪が霙になりヤッケが濡れる。6 時間かかって
まだ 3 合半、諦めて下ることにする。本物の冬山に出会えたがあえなく敗退となった。
2008 年２月日光白根に行く予定が大雪でキャンセル。代わりに雪の丹沢塔ヶ岳と鍋割山
を楽しんだ。ここでこれだけの雪を見るのは初めてだが同
時にこれだけの登山者をみるのも初めてだった。
そして、４月の雪のある内に日光の白根に向かった。こ
こも高校生の
時に計画して
以来足を踏み
入れていない
場所だ。丸沼
高原スキー場からロープウェイで 1900ｍ地点
まで一気に登り、白根山の北の座禅山の麓にテ
ントを張った。4 月の上旬とは言え雪は豊富で
やたらに寒く、人は全くいない。火山のせいで
一帯は複雑な起伏に富み、景色は一歩毎に姿を
変え、それにあわせて山を上下するリズム感が
楽しい。頂上からは北に尾瀬の燧ケ岳の見事な双耳峰、越後の山々が望めた。
年末は昨年断念した仙丈以外には無かった。それが終わらなくては次にゆけない気がし
た。クリスマス休暇ではなく正に年末だったので戸台の河原の駐車場は満車。昨年同様戸
台発 11 時、大平小屋の近くに
は 16 時に到着した。雪は極
端に少なく、山本健一郎さんの
遺品の Moss のテントを広げ
た。重量は 6 キロと重いが前室
もあり抜群の居住性だ。
翌日は 3 時半起床、5 時 15
分出発。暗い中、樹林帯を快
調に登るが林の中なのに風が
冷たく強い。7 時半には昨年
引き返した地点（3 合半）を過
ぎ、10 時には小仙丈岳（2855
ｍ）に着いた。全員ワカンを持
参したが全く必要が無い。し
かし、かわりにとてつもない風
だ。三点確保をしても飛ばさ
れそうになる。吹雪の中に数人
の登山者の影が見えるが誰も
がそれからの痩せ尾根への前
進をためらっている。
また駄目か？ 10 時 10 分、
残念ながら撤退を決定、すっ
かり落胆して昨年からすれば
２度目の下山にかかる。３合
目の小さな平地にテントを張
っている若者がいた。聞くと
夜叉尽峠からスタートし光ま
で全山縦走すると言う。12 時
45 分テント場着。
テントに落ち着いて明日はどうするかということになった。スペアが一日あるが、すっ
かりくたびれて再挑戦の声は上
がらない。その内１人は今日
の下りで足を痛めてしまった。
新宿に出てカラオケで忘年
会をしようなどと言う意見まで
出る。ここまで来てそうは行
くまいということで僕はどっか
登れそうな山への転進を提
案する。風は次第に収まり、テ
ントの窓を開くと夕日に輝
く穂高連峰が見える。
夕食の後アルコールが出たと
ころで再び協議。やや元気を
3

取り戻したのを見計らって明日も行くぞとけしかける。すると 1 人が「何時起床だ？」と
来る。しめた！と思いつつ「今日よりゆっくりで 5 時だな」と答える。本人は満更でもな
さそうだが、他の 2 人は「本気か？」という顔をする。アルコールがさらに進む。
「行くな
ら 3 時起床だ」と言う声がもう１人から上がる。時は夜 8 時、ようやく再挑戦が決まった。
翌朝は予定どおり 3 時起床。テントの外を見ると見事な星空、風も無い。それぞれ持参
の簡単な食事をして 5 時出発。4 人の朝食で出色は「サトウのごはん＋納豆＋長ネギ」と言
う意外なレシピ。僕はレトルト入りの粥を持参したが味の不自然さがどうにも耐え難い。
しかし、その考案者は昨日足を痛めて再挑戦は諦めた。
見事な晴天だった。6 時 55 分、3 合目を過ぎたあたりで日の出になった。光が射し込み
右手に摩利支天のこ
ぶを従えた甲斐駒の
怪異な姿が浮き立つ。
9 時小仙丈、甲斐駒
からは王冠と見えた
日本 3 大カールのひ
とつが巨大な壁とな
ってこちらを包み込
むように目の前に広
がる。昨日の吹雪に
清められた純白の斜
面の上に小さなピー
クがあり、その背後
でさらに小さなピー
クが光る。それが頂
上だ。稜線上にその
頂上をめざす登山者
の姿が小さく見える。
それからほぼ 1 時間
半、10 時半に頂上に
たった。意外に遠い
稜線だった。最近で
言えば 3 度目のトラ
イ、初めてここを目
指して以来で言えば
43 年目の頂上だ。思
わず 3 人で握手を交わす。
仙塩尾根に人影が見える。昨日３合目で幕営していた全山縦走の若者だ。その先は三峰
岳まででさえ延々と遠い。そのさらに先の遙かな山なみを見ると気が遠くなりそうだ。小
声でガンバレとエールを送る。今でもそんな登山者がいることに感
動する。
ともあれ、快晴の雪の山頂はいたくおだやかで、日本中の山々が
見晴るかせるようだ
った。山を下りなが
ら次の目的地はすぐ
隣に聳える北岳に決めた。
了
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