秘峰カカボラジ偵察隊

半世紀の思いを繋げて
引地 真
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時代は移り、夢は目の前に
「ビルマ(現ミャンマー)の最高峰は、ヒマラヤ山脈の東端、ビルマ、中国とインドの 3 国の国
境が交わる付近にあり、未だ誰にも登られていないという。それどころか、その姿を確認した
人すら少ない」
。そんな話を今から 20 年近く前、大学の山岳部に入ったばかりの頃、若手の OB
から聞いたことがあった。
そんな記憶などとうに薄れてしまっていた昨年、「ミャンマー最高峰の登山許可が取れるかも
しれない」という話が飛び込んで来た。一橋大学山岳会の大先輩である中村保、中島寛、倉知
敬が他の OB 達と画策して、何やらミャンマー政府に対して工作をしていたらしい。この 3 人
はいずれもそうそうたる大企業の重役ではあるが、山登りに関しても現役バリバリであり、お
もしろいプランを考え出しては、20 歳以上も若いわれわれをいつも叱咤してくれるありがたい
人たちだ。
そもそも一橋大学山岳会が、この山に目を付けたのは、今から 20 年前に遡る。当時山岳部の
学生であった前神直樹と藤本敏行は、深田久弥の『ヒマラヤの高峰』を読み、このビルマの最
高峰に登ってみようと思った。2 人は、当時のビルマ軍事政権に登山申請を送りつけ、許可を求
める交渉を行おうと、ラングーン(現ヤンゴン)まで出掛けた。当時のビザの許される最長期間の
一週間、彼らはラングーンに粘ったが、結果はナシのつぶてだった。当時のビルマ政府には、
外国人登山隊を受け入れるなどという考えは、まったくなく、彼らの登山申請を受け付ける窓
口すらなかった。それ以来、同じ山岳会の仲間たちは、北部ビルマ地域への神秘の扉を開くこ
とをずっと考えていた。
時代は移り、1990 年代に入り、アジア各国は目覚ましい経済発展を遂げてきた。中国やベト
ナムまでも外国人に大きく門戸を開いた。ミャンマーも少しずつ開放政策を取り入れつつあっ
た。一方、山岳会の OB たちは企業戦士となって、アジアを駆け回った。昨年、中村保がヤン
ゴンを出張で訪れた時、ビジネスの話が終わった後、相手に山の話を切り出してみた。その反
応は意外にもポジティブだった。それをきっかけにミャンマー政府との交渉は始まった。その
時の現地ビジネス・パートナーはそれ以後、われわれの現地代理人となって、登山隊の大きな
力となってくれた。
われわれの計画を、一橋大学山岳会の重鎮である吉沢一郎、望月達夫両先輩に話したら、「そ
の山は僕たちも、戦前に狙っていたんだ」とおっしゃった。なんとこの山は、一橋の岳人にと
って、60 年来の恋人だったのだ。
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『ビルマの氷の山』を頼りに
さて、登山許可は何とかなりそうだったが、実際に登山のタクティクスを考えた場合、あまり
にも資料が少なかった。手に入れることのできた唯一の資料は、イギリス人植物学者キングド
ン・ウォードの『ビルマの氷の山』だけだった。この本は、1937 年の北部ビルマの植物採集行
の記録であり、その中で、彼はビルマ最高峰に最接近し、登路を精力的に探っている。キング
ドン・ウォードは、山の南面のガムラン谷から登路を探したが、
「高差 1000m の急峻な岩壁、
その上部に尖塔、胸壁がそびえている」ため、
「南面からは頂上に達することは不可能である」
と結論づけている。50 年以上も前に、登山家ではない彼が、ピッケルもロープも持たずに出掛
けた探査行から得た判断を、われわれは素直に信用できるとは思わない。また、その本には黒
い岩壁がそそり立ち、氷河がなぎ落ちている写真があるが、ピークの位置ははっきりしないし、
雲がその輸郭を隠している。これが、本当に目指す山の写真かどうか確信は持てない。かとい
って、それ以上の情報は全く手に入れることはできなかった。何度も集まって、いろいろ考え
ても、結局は「行ってみないとわからない」ということになるだけだった。とりあえず、第一
段階として、まず偵察隊を出そうということになった。
「2 月がベスト・シーズンである」というヤンゴン政府の受け入れ窓口からの情報に基づいて、
95 年 2 月から 3 月に偵察隊を出し、本隊は 95 年 12 月から翌年 2 月にかけて出そうという計画
を作った。偵察隊のメンバーは OB1 人に現役学生 2 人の合計 3 人とした。
出掛ける前に、この山の名前も問題になった。ミャンマーで発行されている地図では、
"Hkakabo Razi"と表記されている。三省堂発行の「コンサイス外国山名辞典」では「カ・カル
ポラジ」の注釈を入れて「カカボ・ラディ」としている。一方、キングドン・ウォードはこの
山を"Ka Karpo Razi"と書いている。チベット・中央アジア研究家の金子民雄氏は、正しくはチ
ベット語の「白い雪の峰」を意味するカ・カルポ・リが、現地で混乱したため、ハカカボ・ラ
ジとなったのだとして、キングドン・ウォードの呼称を採用し、
「カ・カルポ・ラジ」と記して
いる。今回、われわれが現地にて確認したところ、ミャンマーの人たちは、
「カカボラジ」と確
かに呼んでいた。ラワン族の人たちによると、
「カカボラジ」とは、ラワン語であって、喜びの
声がする山ないしは、にぎやかな山という意味だそうである。その名称は、2 人の猟師兄弟の伝
説に由来するものだという。

一番悩まされたのは天候
2 月 5 日、ヤンゴンに到着した。翌日早朝、お経を唱える声に目を覚まし、表に出ると、街の
ランドマークであるシュェダゴンパゴダが金色に輝いていた。敬けんな仏教徒の国であり、心
穏やかで親日的な人々が多いという話をあらためて思い出していた。しかし、現実はそんなセ
ンチメンタリズムとは無縁の厳しいものだった。各方面の政府関係者へ付け届けを贈り、最終
協定書の交渉に臨み、山登りの開放感とは正反対の交渉事と手続きを次々とこなした。ミャン
マー人も、なかなかの交渉上手で、プライドが高い。その間、並行して食糧や装備の買い出し
を行った。モノ不足ではないかという事前の心配とは裏腹に、街の市場にはモノが豊富だった。
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しかも、値段は安い。
10 日、ヤンゴンを飛行機で発ち、カチン
州の州都ミッチーナヘ。空港で計った隊荷は
約 800 キロになっていた。
12 日、さらに飛行機に乗って、カチン州
北部プータオに到着。ここはラワン族、リス
族などの少数民族地域である。
14 日、トラックでマッチャンボウまで。
車の通れる道路があるのはここまで。このあ
たりの住民は、ほとんどがラワン族だ。彼ら
は敬けんなバプティスト派のクリスチャン
だ。ここでポーターを集めて、徒歩によるキ
ャラバンを開始することになった。登山隊の
受け入れに慣れている所なら、スムーズにポ
ーターを集めることができるのだが、ここで
はそうはいかない。まず、村の有力者のとこ
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ろに手土産を携えて行き、ご機嫌を取りなが
ら事情を説明し、ポーター集めの協力をお願
いする。村のボスの掛け声のもと、村人にポ
ーターとして集まるよう頼み回らなければ
ならなかった。
15 日、朝七時ポーターが集まって来た。
女性や少年の姿がほとんど。村の男は、川で
の砂金掘りの仕事や中国との交易に出掛け
ているため、いないという。彼らが手にして
いるのは、ネパールでもよく見る竹かご。た
だ、そのサイズはネパールのものより小振り
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である。したがって、ひとりが担げる量も少

なく、すべての隊荷を運ぶためには 47 人のポーターが必要だった。ポーターひとり当たり平均
20 キロ以下なのだが、それでも不満が出た。2 日目には「ポーターが 15 人逃げてしまった」と
いう報告があり、あわてて追加募集しなければならなくなった。
「逃げた」といっても、荷物を
持ったままいなくなるのではなく、その日の目的地まできちんと荷物を運んだ後で逃亡した。
そのあたりは、ラワン族の律儀な性格の表れだろう。また、隊の最終目的地まで同じポーター
が同行することはなく、たいていは比較的大きな村から村まででお役御免となり、次の村で新
たに別のポーターを雇わなくてはならない。とにかく、ポーターの確保については、以後ずっ
と悩まされ続けることとなった。隊員もポーター並みの荷物を担いで歩くことにした。
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標高 380m のマッチャンボウから歩き出し、
途中 1750m の峠を越え、18 日、ナグモン(標高
500m)に到着した。ここはカカボラジを含む地
域を管轄する行政区域の中心地で、隊の最終
補給を行うことのできる、比較的大きな町だ。
ここでポーターを全て入れ替え、さらにラワン
族ハンターをガイドとして雇った。彼はガイド
役として申し分のない働きをしてくれただけ
でなく、地元の有力者でもあり、ポーターの統
率の面でも隊に大いに役に立った。
だんだんキャラバンの生活にも、この国のペースにも慣れてきたが、われわれを最も悩ました
のは天気だった。もともと、このあたりの天候が悪いことは覚悟していたが、実際、毎日雨が
降った。雨が降っていない時でも、厚い雲がいつも空を覆っていた。太陽を見ることは、めっ
たになかった。深い樹木に囲まれたジャングルの中を、雨に打たれ、ぬかるみに足を取られ、
泥だらけになり、まわりの展望がきかない道を何日も重荷を背負ったままひたすら歩き続けた。
思えば「2 月がベスト・シーズン」といっていたヤンゴンの役人は、一度もこの地域に足を踏み
入れたことがないのだ。確かにこの時期、ヤンゴンは乾期で一年で最も過ごしやすいのだが、
こちらのラワン族の村人に言わせると「こんな天気の悪い時期に、どうして山登りにやって来
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たのだ。この時期は毎日雨ばかりだよ」となる。さら
に、泥道を歩いていると、ヒルが襲いかかり、血を吸
う。毎日、目的地に着くと、火を焚いて、漏れた血に
染まった衣類を乾かすのが日課になった。日本に戻っ
てから、衣類を整理していると、煙にいぶされた燻製
の臭いがした。

多くの情報を得た偵察行
23 日、
歩き始めて 9 日目、
イラワジ川の 2 本の源流、
マリカ川とメカ川のふたつの水系を分けるワイビー
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ラジの峠(1700m)を越えた。キングドン・ウォードの
本によると、この峠は標高 2000m とされており、
「晴れていれば、ここからナムタマイ川(メカ
川)とタロン川(中国側)の分水嶺の大きな山群が望めるはず」なのだが、雨のなか、まったく展
望はなかった。
28 日、歩き始めて 2 週間、アドゥン谷とサンク谷の合流点の村ダズンダンに着いた。標高
2150m。キングドン・ウォードの本によると、
「ここまでは、馬で来ることもできる」と記述さ
れているが、実際に馬が通れたのは、ナグモンからわずか 2 日の行程までだった。当時に比べ
て、道の状況は悪くなっているらしい。ラワン族ガイドによると、イギリス領時代は政府によ
り、定期的に道の修理が行われていたが、今は村人が自分たちで必要な修理を行うだけだとい
う。村人たちの力だけでは、大掛かりな工事はできないから、土砂で道が埋まったり、橋が流
されたりしても、応急処置だけしかできない。村人が架けた、籐ツルと竹だけで作った橋は、
滑りやすいだけでなく、いつ腐って落ちるかもしれず、渡るのは容易ではない。
われわれの当初の計画では、アドゥン谷を遡り、キングドン・ウォードが見ることがなかった
カカボラジの北東面に入り、そこから本隊での登路を探ることが目標だった。われわれが日本
出発前に聞いていた情報から、往復のキャラバン日数を 30 日とし、3 月末までには帰国する予
定でいた。ところが、ミャンマーに着いてから、往復に最低 44 日は必要だと分かった。そうな
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ると、そんなに長い間勝手に日本を離れていては、職を失うかもしれない隊員がでてきた。そ
こで、われわれは当初のルートを断念し、アドゥン谷ではなく、サンク谷へ進路を向けた。サ
ンク谷経由カカボラジ南面を経て、中国へ抜ける交易路があり、夏には村人が往来していると
いう。カカボラジを見ることのできる地点までの最短ルートがそこだという。プータオの軍の
施設で見た手書きの地図でも、カカボラジヘのアプローチは、サンク谷から北へ尾根を越えて
進むものだった。限られた日数の中でカカボラジを一目見て帰ろうと、われわれは本流のアド
ゥン谷ではなく、サンク谷の道を辿った。
3 月 2 日、サンク谷最奥の村、マディンに到着した。歩き始めて 16 日目、何とラッキーなこ
とに、この日は初めて空高く澄み渡る晴天となった。谷の正面奥、そして谷の両側には雪をか
ぶった山がぐるりと見渡せる。見たところ 4000m クラスの山のようだ。いままでの苦労を忘れ
て、太陽の光を浴びながら草の上に寝転んだ。
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マディンから先には村はない。中国に通じる道はあるが、冬季は深い積雪のため歩く人はいな
い。われわれは、それまでよりも細くなった道を辿って、谷の奥へと進んだ。川を何度も渡る
が、ちゃんとした橋などはない。標高 2170m 地点で、ガイドが、これ以上進むと、雪が深く、
雪崩の危険が多いという。その日の晴天は半日で終わり、すでに太陽は雲に隠されていた。い
つもの悪天候が、もう戻ってきていた。これでは、たとえ危険な雪の斜面を登り、目標の峠ま
で到達できたところで、カカボラジの姿を見ることは無理だろう。われわれはガイドの忠告に
従って、それ以上前進することをやめた。偵察隊として、山の姿を見ることすらできずに引き
返すことは、このうえなく残念なことだった。
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今回の偵察では、山の姿を見ることは
できなかったが、周辺の様子はかなり分
かった。日本出発前には、人跡未踏のジ
ャングルと深いゴルジュは踏破できる
だろうか、さらには反政府ゲリラの襲撃
まで心配していたのだが、実際には、そ
のような困難はなかった。カカボラジ周
辺は、動植物が豊富であるため、ラワン
族やチベット族のハンターや薬草採り
が、かなり山奥まで歩いている。彼らの
獲物は、多くが国境を越え中国に運ばれ、
生活用品と交換されている。そのため、
道は明瞭で、いつ腐って切れるかもしれ
ない竹の橋を渡る恐怖を除けば、技術的
困難はなかった。治安も表面的には安定
しており、身の危険を感じたりすること
はなかった。
問題の天候については、
「8 月から 9 月
がいい」という地元の村人のアドバイス
に従って、初登頂を目指す本隊は、今年
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8 月に日本を出発することにした。
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われわれと同時期に、尾崎隆氏とフラ
ンス人登山家もカカボラジの偵察に来ており、山中でそれぞれすれちがった。50 年も外国人が
来なかった場所に、急に続けて 3 チームも外国人が来たものだから、地元の人たちは、さぞ驚
いたことだろう。
（1995 年 4 月記）
＊その後 のお話し＊
上 記にもあるとおり、僕たちは、この年（1995 年）の 8 月 に登頂 を目指 す本 隊 を出
そうとしていた。しかし、隊 員の個 人的 都 合でそれは不可 能 になった。
同 時 期に偵 察 に来ていたプロ登 山 家の尾 崎 隆 氏 は、この年 8 月 に挑 戦を行 った
が失 敗 。それを見 て、僕 たちは翌 年 の登 頂 を目 指 してミャンマー政 府 と交 渉 したが、
条件 面で折り合えず、登山 隊の派 遣を断念した。
一方 、尾崎 氏は翌 年（1996 年）2 度目 の挑 戦 を行 い、9 月 15 日 にミャンマー人 メ
ンバーとともにカカボラジの初登 頂 に成 功した。
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（編集子注）
１． 本偵察行の正式報告書『一橋大学山岳会カカボラジ峰登山隊偵察隊報告書』が筆者に
よって 1995 年 4 月に纏められ、関係者へ配布された。
なお、本報告書は一橋山岳会ホームページに掲載されている。
２． 中村保『ヒマラヤの東』
（山と渓谷社 1996 年）の「第 11 章 幻の山、カカボラジ偵
察行（1995 年）
」に本偵察隊派遣の背景、経緯、偵察隊の行動記録が記述されている。
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