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小谷部全助山日記 

（自昭和１０年６月１日―至昭和１１年５月３１日） 

   (編集注) 

１．小谷部全助の山日記３冊（１９３４年、１９３５年、１９３６年）が全助の姪の生田正子さんから大町 

山岳博物館に寄贈され、常時展示されています。 

   ２．2012年 12月に発行された『針葉樹第 15号』の編集委員の岡田健志会員（昭和 42年卒）が同誌 

編集作業の一環で、2011年 5月 21日に同館を訪問し、山日記の実物を拝見し写真も撮りました。 

   ３．後日、同館より岡田会員に山日記３冊の全頁コピーその他小谷部全助記事６篇が送られました。 

   ４．また、大阪市立大学山岳会の藤本 勇氏から、山日記のデシタル化（一太郎）資料が岡田会員に 

     送られました。岡田会員はそれをワードに変換しました。 

   ５．しかしながら、山日記の『針葉樹第 15号』への掲載は見送られました。 

   ６．2014年初に小谷部家の親族から『小谷部家・家系図』が提供されたのを機会に、当HPの『記録・ 

     資料』に『小谷部全助』資料の掲載が始まり、内容の充実を図っています。 

   ７．本稿は、１９３５年山日記の藤本氏のデジタル化資料に山日記の原頁（図表を主に）を挿入したもの 

     です。転載を許可していただいた大町山岳博物館、藤本氏に厚く御礼申し上げます。 
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【山日記（７月１日～１４日）】 

 

【山日記（登山経歴）】 
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【山日記（白紙部）】 

 

 

【山日記抜粋（記述部分）】 ○：判読不能文字 

６月１日（土）  三峠岩登練習 

                 （鷹野、新羅、松浦、岩崎） 

  新宿発午后 11:55 

最近流行のハイキング連中で列車は満員。 

 

６月２日（日）晴 

 小沼 (3.30)―岩場下 (6:30)―岩登練習―茶屋(9:00-11:00)―母の白滝(1:00-2:00)―舟津―小沼 

 殆ど連続に登った為、相当にアゴを出す。漸く岩場の下に着き、なつかしい富士の残雪を眺め乍ら休憩。東

京近辺としては稀な岩場。バリェーションルートをとると恐ろしい位凄い所がある。ハーケンで登りたい所が一

杯ある。 

 

日本アルプス後立山連峰 

  遠見、カクネ里より鹿島槍登攀 
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６月５日（水）晴 

  新宿発 午後 10時 45分。塚本、小林、望月、先輩芋川氏送りに来てくれた。七貫目余の大荷物と駅内デモ 

フラツク始末。 

６月６日（木）晴 

 神城(10:00)―高ヶ入スキー小屋(10:40-11:00)―遠見尾根(1:00-2:00)―小遠見山 Camp(4:30) 

  ブッシュで手こずる。カクネ里奥の岩は凄い。何だか恐ろしい様だ。天気なら明日は雪渓上部か野営。次の

日登る。 

６月７日（金）曇 

 小遠見 Camp(8:30)―大遠見(9:10)―白岳下(11:00)―シラタケの雪渓下降 二俣岩小屋(12:00) 

  昼食後、カクネ里上部偵察ニ行ク。向ッテ右ノルンゼヲ試ミヤウ。 

 カクネ里ハゾンメルシーニ好適ナ広イ広イ雪渓ヲナシテイル。 

６月８日（土）晴 雲霧多し 

 二俣(5:00)―岩小屋(8:20)―雪渓のツメ(10:00)―[悪場]―北槍肩の夏道(11:40)―北槍 (11:55)― 

 釣尾根(12:00-12:30)―笹喰ｸﾞﾘｾｰﾄﾞ―冷池スキー小屋(2:15-2:30)―鹿島造林小屋 (3:30) 

６月９日（日）晴 

  造林小屋(6:00)―アラ沢出合(6:30)―林道終点(8:00)―大川沢遡行―二俣の岩小屋(9:50- 11:00) 

 残ｾｼﾓﾉｦｶﾂｷﾞ―林道(12:40)―ブラブラ休みながら―鹿島造林小屋(3:40) 

  昨日、シュラフ、天幕、コッフェル、米などを二俣の岩小屋へ残して来たのを取りに行ったのである。大川沢

の谷は良くない。 

６月１０日（月）薄曇 

 造林小屋(7:00)―黒沢峠(9:00) ―やなば駅(9:30) 9:40発バス…大町発電車 10:20 

  松本駅発 3:22 

 

 南アルプス北岳バットレス登攀(with森川、鷹野） 

 

６月１８日（火）晴  

 新宿発 11:55分発 鷹野雄一、森川真三郎 

６月１９日（水）晴時々曇 

 韮崎(   )―ﾊｲﾔｰ ―祖母谷発電所(6:00)―鳥居峠(8:30)―青木湯(9:40-10:40)―白糸滝(3:40-4:00) 

  ―北御堂(5:10) 

６月２０日（木）曇 霧深し 

 小舎(10:10)―賽の河原(11:10-11:50)―高峯(12:40-50)―白鳳峠(1:30)―広河原小舎(3:30-4:10)― 

  大樺小舎(6:00) 

６月２１日（金）雨 霧深し 

 小池小舎滞在 

 一食しか取らず終日シュラフザックの中で過す。 

６月２２日（土）曇 早朝のみ晴 

 長衛岩小舎へ行き、大樺沢上部偵察、バットレスは濃霧に閉ざされ、クサった。食料不足で皆がつがつする。 
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６月２３日（日） 晴のち曇 

 小舎発(6:30)―岩小舎(7:00-7:20)―岸壁下(8:20-.40)―残雪下(11:30-11:45)―第三にとりつく― 

 (2:00-2:30)岩棚で食事―北岳(2:50-3:20)―釣尾根ギャップ(4:10)―大樺小舎(5:10) 

６月２４日（月） 雨 

 小舎発(6:50)―広河原小舎(8:00)―白鳳峠(11:20)―地蔵賽の河原(11:45)―北御堂(12:10)―青木湯 

 (3:30-6:00)―リキ沢発電所(7:30)―韮崎(9:00) 韮崎発 10:56分列車 

                 

 上高地夏期天幕生活 

                        

７月８日（月）晴 

 新宿発 后 10:45分、単身、あり余る荷物。望月が岩崎を送るとかで偶然来たが、岩崎居らず。 

７月９日（火）薄曇 

 松本―（ハイヤー）―上高地。飯田屋へ送って置いた荷物と共に唯一人悠々と車におさまる。 道路破損の為、

運賃高き事、及び二カ所程歩かされる事にはクサル。清水屋で昼食、テント張、 

 午後、ブラブラ散歩、河童橋の眺めよし。夜、温泉、よし。 

７月１０日（水）薄曇 

 天幕発(7:40)―岳沢―前穂頂上(12:20-1:20)―奥穂への途中より涸沢へグリセード―涸沢岩小舎 

 (3:40)―本谷の橋(4:10)―徳沢(5:20)―西糸屋(6:30) 

７月１１日（木）快晴 

 大テントを張らんとせしもペッグ利かず、小梨平へ移転しようとして運んだがあまりウルサイのでよした。岩崎、

鷲崎入幕。西糸屋のものに手伝わせて大テントを張る。夕方、逆光の焼が 美しい。小テントへ一人寝る。 

７月１２日（金）晴 

 テント(8:00)― 一ﾉ俣小舎(12:30-1:30)―大槍小舎(4:10)―殺生小舎(5:30) 

  ゾンメル享楽。岩崎と出かける。奥又白が好い。 

７月１３日（土）雨 

 滞在。 

７月１４日（日）曇 

 殺生小舎発(2:30)―大槍東南面リッヂ登攀―頂上(4:00-4:30)―小槍のザッテル(5:10)―小槍(5:30- 

  6:00)―肩小舎(6:30)―殺生小舎(6:45) 

  下山せんとしたが晴れそうなので思い返して愉快なクレッテライを満喫す。 

 小槍はハーケンの所でトラーバースにクラックに這入ってみた。 

７月１５日（月）曇、小雨 

 殺生小舎(3:00)―上高地清水屋(7:00) 

 大いにブッ飛ばす。清水屋のドンブリで夕食を済す。 

 到着したトタンに頂いたビールのうまかったこと。 

７月１６日（火）曇のち雨 

 快晴に恵まれず、クサッテ滞在。夜、雷鳴と共に賑やかにコンパをやる。 

７月１７日（水）雨後止む 

 滞在。森脇班来幕。 
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７月１８日（木）晴 山は霧深し 

 皆、山に行くも俺達少数は残り、天幕の移転、整理等をなす。吉沢さんの妹さん二人来幕。 

７月１９日（金）晴、霧多し 

 上高地発(8:00)―畳岩下(10:40-11:00)―畳岩登攀―縦走路着(3:50)―ジャンダルム頂上(4:30)― 

  奥穂高(6:00)―穂高小舎(6:20) 

７月２０日（土）霧深し、時々日射す 

 小舎より涸沢岳、北穂高岳往復。先輩の一行を待つも来ず、帰幕。小舎発(3:20)―夏道左の雪渓を降り河童 

橋着(6:15)｡ 夜、予定の如くビールでコンパ。 

７月２１日（日）晴後小雨 

 滞在。クマサン、コンチャン、望月等及び小林、柿原氏等１２名の大部隊入幕。夜は先輩の御馳走で大コンパ

を行った。法政の岡田友二郎氏に会う。 

７月２２日（月）快晴 

 クマサン達、焼へ。小生、コンチャン等と帝国ホテルでのびる。一同帰京して大分天幕も静かになったので、

夜、骨○に又小コンパ。 

７月２３日（火）快晴、稍雨模様 

 小林、森川等涸沢生活に出発。もったいない良い天気だったが、一日上高地をぶらつく。温泉ホテルの売手

をからかって大いに叱らる。 

７月２４日（水）快晴 

 大寝坊。上高地ブラツキの後、霞沢へ登る。実に好い天気で、涸沢に行った連中は大儲けだ。 夕方気温下

降し寒い位になる。 

７月２５日（木）晴 

 テント発(10:20)―中尾峠(11:40-12:20)―中尾(1:40-2:50)―槍見温泉(3:10-4:00)―錫杖沢出合(5:30) 

  ―錫杖の岩小舎(6:20) 

  裏穂を眺め、火を焚く岩小舎の気分よし。 

７月２６日（金）晴 

 岩小舎発(7:00)―北沢左のピーク(9:30)―烏帽子岩下(10:10-11:00)―烏帽子岩往復(12:20-2:40)― 

  滝の下岩小舎(5:10) 

７月２７日（土）快晴 

 錫杖岩小舎発(9:00)―槍見温泉(10:00-2:00)―小鍋谷(3:00)―滝谷(5:00)―槍平室堂(6:40) 

７月２８日（日）快晴 

 槍平発(9:00) ―肩ノ小舎(12:00-12:40)―小槍登攀―肩発(2:00)―河童橋(7:00) 

７月２９日（月）快晴 

 一同天幕をたたみ、なつかしい思い出の上高地を後にハイヤーで松本へ下る。飯田屋で久し振りに人間らし

い飯にありつけてガツガツ食べる。夜 7:30分の列車にて東京へ。 

 

 

 

 

  奥多摩避暑生活 
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８月９日（金）曇 

 今日から滝茶屋に行く。武州御岳の山麓。上高地を思出す涼しさ。 

８月１０日（土）雨 

 ＜記載なし＞ 

８月１１日（日）小雨 

  ＜記載なし＞ 

８月１２日（月）曇 

  ＜記載なし＞ 

８月１３日（火）雨 

  ＜記載なし＞ 

８月１４日（水）雨 

  ＜記載なし＞ 

８月１５日（木）雨 

  ＜記載なし＞ 

８月１６日（金）小雨 

  ＜記載なし＞ 

８月１７日（土）曇時々晴 

 滝本(2:00)―御嶽頂上(4:00)―七代滝―天狗岩―縫広の滝―御嶽―富士峯―滝本 

 滝見物の散歩。雨続きでクサッテいたので近頃好い運動だった。 

 

 カクネ里二俣岩小舎生活 

 

８月２２日（木）晴 

 10:45分 新宿発。パーティ with鷹野雄一、森川真三郎。 

８月２３日（金）晴 

 大町対山館で悠々伸び。大町発(12:20)―やなば(1:00-2:20)―黒沢(3:30-3:50)―鹿島造林小舎(6:00) 

８月２４日（土）晴 夜小雨 

 造林小舎(9:40)―アラ沢出合(10:30-10:50)―大川林道終点(1:00-1:30)―二俣岩小舎下流二丁の河 原に

て野営(6:00) 

８月２５日（日）雨 

 野営地(6:50)―カクネ二俣岩小舎(8:00) 

 右岸、カクネへ至る切開きを作る。 

８月２６日（月）曇のち雨 

 カクネ里散歩。帰りに高周りの切開きを作って来たが豪雨とあって途中で止した。岩小舎上の 岳樺を切って

焚木を作る。 

８月２７日（火）晴のち曇 

 朝の内だけ日射す。徒渉してシラタケの滝の辺りへ遊びに行く。 

８月２８日（水）曇後雨 
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 岩小舎(6:00)―カクネの大滝上(6:40)―奥壁下(8:30-8:50)―NO.7 の尾根登攀―第二岩峰下にてザ イル

を解く(11:20)―国境(12:20)―北槍頂上(1:00)―キレット小舎(2:00) 

  番人と入れ違いになる。夜に入って暴風雨。 

８月２９日（木）暴風雨 

 滞在。めしは十分だが副食物、殊に甘味のもの全然なく弱った。 

８月３０日（金）午前中霧深く風烈し。夕方より天気になる 

 キレット小舎(1:00)―キレット沢―カクネ里―岩小舎(4:40) 

  なつかしの岩小舎。夜のカレーライスがとてもうまかった。 

８月３１日（土）曇後雨 

 二俣岩小舎(7:00)―カクネ里―キレット沢出合(9:20)―キレット小舎(1:30) 

９月１日（日）曇後雨 

 キレット小舎(7:00)―北槍(9:00)―第二岩峰下(10:20-10:40)―クレツテライ―第二岩峰上(11:15) 

  ―北槍(12:00)―南槍(12:30)―冷池小舎(1:50-3:30)―冷池スキー小舎(5:00-5:20)―造林小舎(6:10- 

  6:20)―鹿島(7:30)  狩野氏宅泊。 

９月２日（月）雨 

 鹿島(8:30)―大町(10:50) 

 松本駅発(3:20)にて名古屋へ。名古屋発(7:00 さくら）にて大阪着(午後 10:00) 

 

  新雪の穂高行（単独） 

   北尾根、ジャンダルム、飛騨尾根 

 

１０月１６日（水）曇、雨 

 みそのへ集まる。三峠行の小林、森脇、松田および柿原見送りの鷹野。ハイキング党で満員の 

 盛況。新宿発 11:55 

１０月１７日（木）曇、雨 

 上高地着 11:00 西糸屋ですっかり落着く。守が居た。清水屋で広告をとる。学習院の方と共に徳沢に出発。

農大等で穂高はうるさい。単独行の好さを決めに来たのに残念。南へでも這入ればよかった。新雪は殆ど無

き由。 

１０月１８日（金）曇のち雪 

 上高地発(7:00)―下又白―徳沢(9:00)―奥又テイサツ、奥又出合発(10:20)―横尾岩小舎(11:30)―  涸沢、

池ノ平野営（岩小舎的なﾓﾉｶﾞｱｯﾀ）。涸沢へ入る頃、雪が降り出し夕方に烈しくなる。 

 一人用岩小舎あり、落着く。賑やかな穂高小舎より味がある。 

１０月１９日（土）雪 

 池ノ平下野営地(7:20)―穂高小舎(11:00) 

 沢通し登ったので雪が深く、ラッセルで意外とへばった。尾根は吹雪で凄い様だ。早稲田の方達(11名)等で小

舎は賑やかである。休養。 

１０月２０日（日）快晴 

 小舎発(6:20)―北尾根 5.6のコル(8:20)―4.5のコル(9:15)―3.4のコル(10:00)―３峰上(11:55)― 

 前穂高(12:25-1:30)―奥穂頂上(3:15)―穂高小舎(3:40) 
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 北尾根は新雪の為、非常に悪かった。殊に３峰は凄い。 

１０月２１日（月）快晴 ジャンダルム行 

 穂高小舎発(9:10)―奥穂頂上(10:00-10:40)―尾根通し―ジャン頂上(11:30-12:00)―飛騨尾根下降 ―西

方のルンゼへ入り戻る(1:50)―尾根のコル(2:50-3:00)―尾根通し―奥穂(4:10)―ただし途中で 20 分程休む

―小舎(4:35-5:00)―横尾岩小舎(7:10) 

１０月２２日（火）晴 

 横尾岩小舎(9:20)―徳沢牧場小舎(10:50-11:00)―上高地西糸屋(12:20-12:30) 12:30分発バス 

 松本発 3: 発新宿行に乗る。 

 

 南アルプス  （経 鳳凰山） 

 北嶽御池小舎生活 

  パーティ 村尾氏、望月、小林、和田、佐々木、西野、森田、岩崎。 

 

１０月２６日（土）小雨 

 新宿発 11:15 

１０月２７日（日）雨のち晴 

 韮崎(5:06-7:30)―祖母石先(8:00)―鳥居峠(10:00)―青木湯(11:00) 

１０月２８日（月）快晴 

 青木湯(7:15)―北御堂(11:45-12:50)―賽の河原(2:10)―高嶺(3:30)―白鳳峠(4:15-5:00)―広河原小舎

(9:00) 

１０月２９日（火）快晴 

 広河原小舎(9:30)―大樺小舎(1:00) 

１０月３０日（水）快晴 

 村尾氏、望月、小林、バットレスNo.4登攀。和田、佐々木、No.5中途まで。小生、岩崎、西 野、森田、人夫、

奥原、No.7付近のガレより北岳へ。村尾氏一行帰らず。夜、和田と共に北 

 岳小舎に向かう。御池発(6:10)―岩小舎(6:40)―北岳頂上(11:10-2:00)―御池小舎(3:10) 

  夜の部、御池発(午後 7:00)―北岳頂上(10:00)―北岳小舎(11:00) 

１０月３１日（木）快晴 

 北岳小舎発(8:10)―釣尾根へ行く―最低コル(9:20)―大樺沢―御池小舎(10:50) 

１１月１日 （金）快晴 

 大樺小舎(8:10)―長衛岩小舎(8:40)―岩壁下(10:05-10:20)―Ａ点付近(12:40-1:00)―頂上(1:50-2:30)   

―大樺小舎(3:50) 

 望月と共にNo.5を登る。佐々木は釣尾根より北岳。岩崎、西野は北岳。帰りは一緒。 

１１月２日 （土）快晴 

 御池小舎(12:00)―広河原(1:00)―五葉尾根入口(3:40)―ビバークサイト(9:45) 

１１月３日 （日）快晴 

 ビバークサイト(7:00)―五葉尾根小舎(7:40-10:00)―杖立(10:50-11:00)―アシヤス発電所(1:30- 

  2:15)……ハイヤー……甲府(3:00-3:25) 新宿着。 

 森川、鳳凰地蔵岩登攀中遭難せりとの新聞に驚く。 
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 白馬岳スキー登山 

 

 パーティ。吉沢一郎、松木兼三、村尾金二、近藤恒雄、増山清太郎（以上先輩） 

      鷹野、原、岩崎、松浦、俺。 

 

１１月２２日（金）曇生暖かし 

 新宿 10:45発。大部隊がスキー持参でなかなか壮観。本シーズントップは華々しい。望月、小 林、新羅、（猪

俣、市川、須田、金野等）及び海野治良氏が毛皮をもって来て、送ってくれた。 

１１月２３日（土）曇、小雨。生暖かし 

 大町(   )―(ﾊｲﾔｰ)―四谷二俣(    )―猿倉スキー小舎(     ) 

 昼食後、白馬尻上迄スキー練習に行く。猿倉の少し上から一面雪。ザラメで面白く滑れた。 

１１月２４日（日）快晴 

 猿倉発(午前 3:45)―白馬尻上(5:50-6:00)―大雪渓―村営小舎(10:50-11:10) 白馬頂上往復 村営 

 小舎発(12:40)―猿倉小舎(3:00-3:30)―二俣(4:45-5:10)―(ﾊｲﾔｰ)―四谷―大町(   ) 対山館で風呂。 夕

食。帰京。 

１１月２５日（月）雨 

 新宿着（午前 6://)―帰宅。 

 

 武州大岳山、海澤下り  パーティ（小林重吉、高原龍雄、俺） 

 

１２月１日 （日）曇                                 

  滝本(10:00)―ケーブル―御嶽山(10:20)―大岳神社社務所(11:45-12:50)―大岳頂上(1:00)―梅澤下降―

三ﾂ釜滝(2:45-3:00)―鳩ﾉ巣(4:10)―バス―御嶽駅。 

プリミティブな梅澤は感じのよい谷である。 

 

 北岳バットレス with 鷹野、小林 

 

１２月６日 （金） 

 新宿発 午后 11:55 白馬スキー行の森脇、塚本と同車。荷物のカサが案外多い。林、望月、 柿原見送りに

来る。 

１２月７日 （土）晴 

 甲府―（ハイヤー）―大曽利（青木久治郎方）(6:50-8:10)―カリヤス(11:45-12:00)―杖立峠(1:15- 

  1:45)―五葉尾根小舎(2:20) 

  ここまで人夫(清水信吉 52)を使う。 

１２月８日 （日）小雨のち晴 

 五葉尾根小舎発(8:20)―タテイシ沢(2:00)―シレイ沢岩小舎(4:50) 

 名取久平、治太郎が猟で滞在していた。夜、名月皎々。 

１２月９日 （月）快晴。Min 0℃ 
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 シレイ沢岩小舎(8:20)―広河原小舎(9:50-10:30)―横巻ノ途(1:00-1:20)―白根御池小舎(2:10) 

 白銀ノ北岳ガマルデアチラモノダ。スゲエ。 

１２月１０日（火）吹雪、夜になりて止む。Min －11℃ 

 大樺池小舎発(5:10)―長衛岩小舎(6:10-6:20)―バットレス直下(8:50-9:30)―No.;5の氷壁登攀― 

 氷壁上のアンカレジ(1:30)―引返し―岩壁下(2:10-2:30)―小舎(4:00) 

  ラッセルと偵察の日。 

１２月１１日（水）霧雪、疾風。（with小林）Min －14℃ 

  小舎発(4:45)―岩小舎(5:05-5:25)―No.5 直下(7:05-7:35)―氷壁上ノテラス(8:20-8:35)―次のテラス（Ａ

点？）(1:30)―北岳頂上(5:15-5:20)―池山釣尾根ギャップ(6:00)―長衛岩小舎(6:50-7:15)―  大樺池小舎

(7:45) 

  No.5登攀。 

１２月１２日（木）晴、烈風。滞在。今朝Min －16℃ 午後１時－11℃ 

  焚火を囲んで三人よしなしごとを語り合う。外はゴーゴーと寒風が吹き荒れている。 

１２月１３日（金）晴。(with小林、鷹野）Min －18℃  

  小舎発(4:00)―第五直下(6:25-6:35)―氷壁上テラス(7:40-8:10)―第三尾根ガリーへ出る(9:30-9:50) 

  ―第三尾根リッヂへ取付く(10:10)―第三リッヂ終り(12:30)―悪場一つ越して頂上着(2:20-2:40)   ―釣尾

根ギャップ(3:00)―大樺小舎(4:40) 

１２月１４日（土）曇、雪 Min －16℃ 

  昨日トラバースの際、鷹野が落としたピッケルを取りに行く。 

 大樺小舎発(11:40)―氷壁登攀―大樺小舎(4:00) 

１２月１５日（日）晴のち吹雪 Min －15℃ 

  大樺小舎発(7:30)―広河原(9:00-9:30)―白鳳峠(1:00-1:30)―高嶺(3:00)―地蔵岳賽の河原(4:00)― 北

御堂小舎(4:50) 

１２月１６日（月）快晴 Min －16℃ 

  北御堂小舎(9:30)―南精進滝(11:00)―青木湯(12:20-2:30)―祖母谷(5:00)―韮崎 

      諸費用 

        国立―甲府        ¥1.20 

        ﾊｲﾔｰ大曽利(一人）    1.20  

        青木方茶代            .10 

        人夫代（一人一日）      .85 

        バス（韮崎まで）         .15 

        韮崎―国立           1.35 

                               ¥4.75 

 

  乗鞍岳スキー合宿、穂高 

 

１２月２１日（土） 

 新宿発 10:45 with矢田、鷹野、新羅。見送りペン、コンニ氏。 

１２月２２日（日）雪 
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 松本着(6:21) 飯田屋で朝飯、出発 7:40（ﾊｲﾔｰ)大野川下迄。番所菊屋にて昼飯。出発 12:00― 

 鈴蘭(1:00)―冷泉―乗鞍スキー小舎(3:10) 鷹野と二人、他の者を引○し、non-stopに頑張る。 

 寒気強し吹雪。先発隊、和田、塚本、森脇、松浦、遠藤、張切っていた。 

１２月２３日（月）雪 

 位ヶ原下にて練習。雪質優秀。昼食後は一段下にて練習。夕刻は冷泉小舎前にて。暗くなる迄練習して引上

ぐ。夕飯は持参のカレーにて満腹。 

１２月２４日（火）雪 

 ６時起床。７時飯。肩の小舎の直ぐ下迄行ったが吹雪激しくなり戻る。痛快、痛快。アズキ美味。奥原守のス

キーは下手なり。守は穂高へ行くと言うので下す。 

１２月２５日（水）快晴 

 小舎(8:40)―肩(9:40-9:50)―頂上(10:20-10:40)―肩(10:50-11:00)―スキー小舎(11:30) 

  一同九名、午前中頂上へ。展望絶佳。午後、観ヶ池行。一時間にて登り、８分にて小舎迄滑降。 

１２月２６日（木）快晴 

 昨日やって来た連中（６名）と共に１４名の大部隊にて登り、エノケンの小型活動写真を写す。 佐々木、岩崎、

大家登頂。先発隊及び新羅、午後２時帰京の途に冷泉下迄おくる。 

 ３時から初心者にコーチ。 

１２月２７日（金）曇 遠望よし 

 ゆっくり支度して肩まで練習に行く。エノケンの８ミリをとる。夜は相変わらず歌ったりさわいだり。昼、カン氏に

ザイルにワセリンをぬって貰う。明日から穂高へ。 

１２月２８日（土）雪 

 朝、色々出発の仕度する。諸払いを済ます。残る者、佐々木、岩崎、榎本、大○、斉藤、杉山。 

 小舎発(11:05)―鈴蘭(11:40)―番所菊屋(12:15-1:50)―前川渡(2:30-2:40)―沢渡(4:00) 

 金多屋旅館泊。風呂とビールよし。 

１２月２９日（日）薄日、微雨 

 沢渡(9:20)―坂巻温泉(12:20-1:40)―中ノ湯(2:40)―上高地五千尺旅館(5:40) 

１２月３０日（月）晴一時霧雪 

 五千尺旅館発(6:30)―岳沢森林帯のハズレ(7:30)―登攀―主稜 30 米下のデポ(11:00-11;20)―西穂北峯

(12:30-1:30)―デポ(2:00-2:40)―五千尺旅館(5:10) 眺望絶佳。 

１２月３１日（火）快晴 

 五千尺旅館発(2:30)―徳沢牧場小舎(4:30)―望月と別れ鷹野と共に、良い天気。明神が立派だった。 

１月１日 （水）晴 

 徳沢発(3:30)―奥又白谷滝下デポ(5:30)―瓢箪池(7:00-7:20)―４．５のザッテル(8:50-9:10)― 

 第４峰(11:15)―第３峰(1:15)―第１峰（前穂高）(2:00-2:30)―瓢箪池(3:00)―デポ(3:30-4:00)― 

 徳沢(4:40) 

１月２日 （木）雪 

 徳沢発(11:30)―ヨシキ屋前(12:15-12:30)―徳本峠(2:40-3:15)―岩魚止(4:00)―島々谷出合(5:25)―  

島々西糸屋(6:50-9:50)―松本―(ﾊｲﾔｰ）―浅間温泉、オモト湯。 

 西糸屋にて守、小西氏等と痛飲。鹿島槍よりのクマさん達と会い共に。 

１月３日 （金）曇 
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 浅間温泉(9:50)―(ﾊｲﾔｰ)―松本。松本発(午前 10:19)列車で大阪へ向う。 

 

 木曽御嶽山スキー登山 

 

１月８日 （水）晴 

 大阪発(午後 11:55) 

１月９日 （木）小雪時々晴 

 木曽福島着(午前 9:20) 木曽福島スキー場へ、足慣らしの練習に行く。積雪 50cm。質良好。２ 時福島駅帰

着。出発(ﾊﾞｽ)(3:30)―黒沢三岳(4:00)…屋敷野、浦沢方着(6:00) 

１月１０日（金）晴、雲霧多し 

 屋敷野発(4:30)―六合目中の小舎(7:00)  

 八合目上迄遊びに行く。（登り 1時間半、下り 30分）雪質極上。 

１月１１日（土）無風快晴 

 六合目小舎発(8:10)―八合目(9:40-10:00)―八合目スキーデポ(10:30-10:50)―頂上(12:10-1:25)―デ ポ

(1:50)―六合目(2:30-3:00)―屋敷野浦沢方(4:00) 泊 

１月１２日（日）曇 

 浦沢方(9:15)―黒沢田中(10:20) 11:20分のバスにて木曽福島へ。 

 

 

 富士山吉田口スキー行 

    with パーティ 新羅、松浦、関根 

 

１月２５日（土）雪 

 新宿発(午後 7:56)―富士吉田(11:00-11:30) 

 夜間、駅よりスキーにて出発。ラッセル意外に深く、予定を変更、２６日三時大石茶屋着。 

 仮泊。 

１月２６日（日）快晴 

 大石茶屋発(7:50)―馬返(8:40-9:00)―五合目(11:30-12:10) 

 六合の上辺りの大澤の広い斜面が素晴らしい粉雪のゲレンデになって居るので暫く遊ぶ。 

 五合発(2:00)―馬返(2:30) 馬返(4:00)―大石茶屋に寄り荷物を片づけ更に滑降。吉田着(5:00) 

 

  南アルプス、スキー行 

  野呂川遡行、白根御池、仙丈岳（単独行） 

 

３月３日 （火）晴 

 新宿発(11:55) 

３月４日 （水）薄曇 

 源有野発(7:30)―大曽利(9:40)―夜又神峠(3:00-3:30)―アユサシの岩小舎(6:00) 

 沓沢辺からスキー着用。今年の三月は凄く雪が多い。１米前後ずっとある。案外へばる。 
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 パン一片であの重荷。へばる訳だ。野呂川の下りも雪深く難渋。くたくたにへばった。 

３月５日 （木）晴 －11℃（6時） 

 アユサシ発(8:00)―蝮平小舎(1:00)―夏道五葉尾根迄合致点より数丁下流の岩小舎に野営(4:30) 

  渡渉の際、腰上迄ぬらしたるにより。 

３月６日 （金）快晴 －9℃（6時） 

  野営地発(8:30)―シロイ沢岩小舎(10:30)―広河原小舎(1:30) 

３月７日 （土）薄曇 －16℃（4時） 

  大樺沢を遡行、白根御池小舎へ食糧をとりにゆく。大樺沢上流のスキー快適。 

３月８日 （日）曇後雪 烈し。－15℃（7時） 

 広河原小舎発(9:00)―北澤長衛小舎着(4:40) 

 野呂川は大体雪で埋まり徒渉しなくて済んだが、辛い高巻き二カ所程あり。且つ、雪烈しくなり、北沢はラッセ

ルに一人悩む。 

３月９日 （月）雪  －16℃（朝） 

 仙水峠、北澤峠付近散歩。一日蓄音器かけたり、菓子食べたり、休養する。雪降りしきる。 

３月１０日（火）晴 －17℃（朝）雲霧多く飛ぶ。 

 仙丈岳行。 

 北澤小舎発(8:00)―小舎前から見える沢の出合(8:20-8:30)―小仙丈岳下スキーデポ(12:00-12:30)   ―

仙丈岳頂上(1:30-1:40)―スキーデポ(2:15-2:30)―北澤との出合(3:15-3:20)―北澤小舎(3:40) 

３月１１日（水）快晴 －18℃ 

  北澤小舎発(8:30)―北澤峠(8:45-8:50)―赤河原途へ出る(9:50)―戸台(12:00-12:20)―バスの通る街道

(2:40)―（バス）―高遠―（バス）―伊那―（電車）―辰野駅前田中屋ヘ泊る。 

 

 野沢温泉合宿 

   

３月１２日（木）晴 

 辰野発午前 5:26の列車―豊野(8:25)―野沢温泉。積雪多し。３米２５ 

３月１３日（金）雨 

 雪非常に悪く、ゲレンデにて練習。 

３月１４日（土）雨 

 また雪悪し。 

３月１５日（日）薄晴 

 途中長野駅にて下車。五明舘にてのびる。 

 

 木曽御嶽生活  with佐々木 誠 

 

３月１６日（月）晴 

 松本―木曽福島―（バス）―黒沢―六合目中小舎 

３月１７日（火）曇のち雪 

 風邪気味にて一人やすむ。佐々木一人登山。四時頃スリツプして負傷、血だらけになり戻る。 直ちに彼を下
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山せしめソリにて黒沢へ出しハイヤーにて福島へ出す。永坂病院にて手当。夜行 にて帰京せしむ。駅前ツタ

屋に泊る。 

３月１８日（水）薄曇 

 朝、森脇、松浦、関根来る。ハイヤーにて再び六合目に引返す。気分悪し。 

３月１９日（木）薄晴 

 切符期限来たり。その上気分すぐれない為下山。きわどい所でバスをつかまえ、きわどく列車に連絡。大阪 

従前の如く変りなし。 

３月２８日（火） 

 （先輩）針葉樹家族大会 （武州御嶽） 

 

 

 春の富士山（ゾンメルシー行） 

 

５月１日 （金） 

 新宿発(11:55) with森川、大塚、日江井 

５月２日 （土）晴後曇 

 富士吉田―五合目桂屋 

５月３日 （日）雪後晴 

 登頂―帰京 

 

 剣岳、立山スキー  with 和田、岩崎、森脇、松浦、関根 

 

５月９日 （土）快晴 

 千垣(ｶﾞｿﾘﾝｶｰ）―藤橋(9:40-10:00)―材木坂上(12:30)―ブナ坂小舎(2:50-3:30)―桑谷(5:20)― 

  弘法小舎(7:20) 

  夜、雷雨烈し。 

５月１０日（日）曇のち晴 

 弘法小舎発(10:25)―追分茶屋(11:35-11:45)―天狗平小舎(2:15) 

 スキー快適。 

５月１１日（月）快晴 

 天狗平小舎発(7:50)―室堂(8:50-9:30)―剣御前小舎(11:40) 

 剣沢小舎までスキー往復。 

５月１２日（火）快晴 

 剣御前小舎発(7:15)―長次郎谷出合(7:45-8:00)―岩小舎(8:40)―５．６のコル(9:50-10:00)―源治郎二峰

下(12:30)―剣岳頂上(1:30-1:40)―平蔵谷―出合(2:30-2:40)―剣御前小舎(4:20) 

  森脇、松浦、関根来る。 

５月１３日（水）   （記載なし） 

５月１４日（木）    （記載なし） 

５月１５日（金）    （記載なし） 
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５月１６日（土）    （記載なし） 

５月１７日（日）  

  朝 5:50大阪駅着 

 

 北アルプス鹿島槍アラ沢奥壁    with森川 

 

５月２６日（火）驟雨 

 新宿発 10:45 

５月２７日（水）雨 

 大町―やなば発(9:50)―黒澤(10:30)―鹿島造林小舎(2:00) 

５月２８日（木）曇 

 滞在。 

５月２９日（金）快晴 

 小舎発(7:35)―荒沢出合(8:30)―荒沢大滝下(10:20)―高巻―Campsite(11:20) 

 午後 2:00 Camp完成。 

５月３０日（土）晴のち小雨 

 天幕発 (4:15)―アラ沢二俣 (5:00)―岩壁直下 (6:15-6:40)―第一ピーク下 (8:00-8:10)―第二ピーク下 

(10:00)―第二ピーク上(11:40-12:00)―左上へトラバース雪渓着(1:10-1:50)―東尾根天狗尾根接合点

(3:10-3:20)―北槍(3:50-4:10)―冷沢スキー小舎(5:45) 

５月３１日（日）雨のち止む 

 滞在。 

６月１日 （月）晴 

 冷沢スキー小舎発(7:30)―鹿島造林小舎(8:20-9:00)―荒沢出合(9:45-9:50)―滝上の Camp への帰着

(10:55) 

 良い天気に奥壁を眺め乍ら伸びて暮す。 

６月２日 （火）微雨後晴 

 Campsite発(6:00)―大川沢(7:10)―造林小舎(7:50-8:00)―左岸の林道―黒澤(9:50-10:20)―やなば 

 (11:00)…大町、松本発 3:14。新宿着 8:50。 

 

                              計 １３６日 

 

 

 

 

 

│登 山 経 歴                                                              │ 

│抜粋（1933 - 1934)                                                          │ 

│    月 日            │        山 岳 名                                 │ 

│  1931年  5月        │ 奥日光、温泉岳                                   │ 
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│          7月        │ 将監峠、雲取山 （単独）                            │ 

│  1932年 10月 24-28   │ 甲斐駒、尾白渓谷（単独）                           │ 

│  1933年 7月 12-20    │ 甲斐駒、仙丈、白峰三山、鳳凰三山（単独）            │ 

│        10月 20-27    │ 赤石岳、荒川悪沢岳                              │ 

│        12月 2-5      │ 富士山、屏風岩登攀（スキー）                       │ 

│  1934年 1月 2-6      │ 八ヶ岳、スキー登山                               │ 

│         3月 6-11     │ 富士山（スキー）                                  │ 

│         4月 21-24    │ 甲斐駒（単独）                                    │ 

│         5月 19-21    │ 上越谷川岳                                     │ 

│          6月 12-17    │ 池山、白峯三山行                                │ 

│         7月 5-20     │ 白馬、後立山―立山、剣沢キヤンピング              │ 

│          8月 31-9月 5 │ 中央アルプス（南駒から本駒へ）（単独）               │ 

│        11月 3-7      │ 鹿島槍、アラ沢より天狗の鼻の尾根                  │ 

│        11月 8-17     │ 長ザクより鹿島槍スキー登山（三高遭難者救援）       │ 

│        12月 23-29    │ 鹿島槍、東尾根                                   │ 

│         12月 30-1月 4 │ 唐松岳、五竜岳（スキー行）                         │ 

│  1935年 1月 5-7      │ 神ノ田圃、乗鞍スキー行                            │ 

│          1月 8-11     │ 鹿沢温泉、湯ノ丸山、菅平、猫岳（スキー）             │ 

│          1月 26-27    │ 富士吉田口スキー場、霧ヶ峯（先輩懇親旅行）          │ 

│          2月 6-11     │ 大菩薩峠の生活（スキー）（単独）                     │ 

│          3月 10-16    │ 野沢スキー合宿、毛無登山                         │ 

│          3月 17-18    │ 木曽藪原スキー場、奥峰山登山（単独）               │ 

│          3月 25-26    │ 霧ヶ峯行 （単独）                                 │ 

│         4月 13-14    │ 富士登山、ゾンメルシー（単独）                      │ 

│          5月 25-26    │ 富士登山、ゾンメルシー                            │ 

│          6月 1-2      │ 三ツ峠、岩登練習                                 │ 

│         6月 6-10     │ カクネ里より鹿島槍登攀（単独行）（遠見―鹿島大川沢） │ 

│          7月 8-29     │ 上高地天幕生活                                  │ 

│          7月 14       │ 大槍東南面及び小槍（南面クラック、リッヂ）           │ 

│         7月 10       │ 岳沢より前穂高岳、涸沢より帰る                    │ 

│          7月 19-20    │  畳岩登攀、奥穂、涸沢、北穂、前穂                 │ 

│          7月 24       │ 霞沢行                                          │ 

│          7月 25-26    │  中尾峠、錫丈烏帽子岩                            │ 

│         7月 27-28    │  槍平、小槍（北面）                                │ 

│          8月 22-9月 2 │  カクネ里生活、東尾根岩峰                         │ 

│         10月 6        │  高雄山、小佛峠（先輩と共に大勢にて月見の宴）       │ 

│         10月 16-23    │  新雪の穂高行（北尾根、ジャンダルム）単独登攀       │ 

│         10月 26-11/3  │  白根御池小舎生活（経鳳凰）                        │ 

│        11月 22-24    │  白馬岳スキー登山                                │ 
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│         12月 1        │ 武州大嶽山、海沢下り                             │ 

│         12月 7-16     │ 白根御池小舎生活、北岳バットレス第５、第３          │ 

│         12月 22-28    │  乗鞍ヶ岳スキー合宿                              │ 

│         12月 28-1月 3 │  西穂高岳、前穂高岳（奥又白より北尾根経由）         │ 

│  1936年 1月 9-12     │ 木曽御嶽山スキー登山（単独）                       │ 

│          1月 25-26    │  富士山吉田口スキー行（六合目上）                  │ 

│          3月 4-11     │  南アルプス、スキーの旅。野呂川遡行、仙丈岳         │ 

│          3月 12-15    │ 野沢温泉スキー合宿                               │ 

│          3月 17-19    │ 木曽御嶽（佐々木の遭難にて頂上に至らず）           │ 

│          4月 29       │ 武州御嶽（先輩家族大会）                          │ 

│          5月 1-3      │ 春の富士山（ゾンメルシー）                          │ 

│          5月 9-17     │ 剣岳、立山スキー行                                │ 

│         5月 26-6月 2  │  鹿島槍ヶ岳、アラ沢（右俣）奥壁登攀                 │ 

 

 

 

 

 

カクネ里より鹿島槍登攀 

 

 昨年十月下旬の天狗ノ鼻登攀以来、その時臨んだカクネ里奥壁の岩壁の偉容に、又その名前の持つ神秘さ、

更に未だこの方面から鹿島槍へとりついた者の無い事によって私の心は此処を訪れる事で一杯だった。だが

冬期春期の雪崩は恐いし夏過ぎてはシュルンド、クレバスの障壁に妨げられ、どうしても訪問は五月か六月で

なければならないのであった。ルートとして鹿島川大川沢を遡行するのと遠見尾根白岳下よりシラタケ雪渓を

下降するものがあるが、私は前者の増水時の危険を思って後者にしたが、結果から見て普通は後者の方が楽

だろうと思う。奥の岩壁は実に壮大である。真正面の壁はなかなか困難で、私の手には負えぬ代物であるが、

少し傍らに寄れば木の生えも何とかなりそうな所が二三あった、が何れも殆ど垂直に突立っている。 

 

 ６月６日 晴のち雲多くなり始む。 

下界はもう夏と変わりない暑さだが車窓から眺める北アルプスの峰々は未だ白い衣をぬぎかねて、鮮やかに

青空を限っている。神城で道を聞くと、遠見尾根はここ数年来道の手入れをせず非常に荒れて居り、昨夏も三

人計り登ったが戻って来た位だとおどかされたが藪は慣れて居るからと言って出発。行く手に雪をつけた小遠

見山が 2000 の山とは思われぬ程立派だ。七貫目余の大荷物に汗を絞り乍ら暑い道を尾根へ。白馬、八方方

面がずらりと見渡せる。間もなく残雪がちょいちょいあらわれ始め地図の湿地に着く。小舎掛けのこわれた跡が

あり、小さい草原で気持ちのよい所だ。この辺から路は悪くなり、そろそろ藪こぎが始まる。東尾根や天狗尾根

を考えながらバサバサ押分け乍ら登る。四時頃迄頑張って、小遠見頂上の三角点のある小平池に天幕を張っ

て恐ろしい様なカクネ里の岩壁にともすると決心がにぶり勝になる。 

 ６月７日 曇 

 夜中天気が気になって何度顔を出たかわからぬ。幸い大して悪くない。パンと味噌と水と言うおそまつな朝食
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で又出発。相変わらずの藪に相当体力消耗して弱気が出始めたが間もなく尾根が広くなり一面に残雪となって

歩き良くなる。所々に三月頃雪中 Campした跡が残って居る。白岳下からシラタケ沢の急な雪渓をグリセードし、

どんどん駈ける様に降って昼前にカクネ里との二俣に着く。思ったよりも狭い両岸のせまった陰惨な所だ。一面

の雪渓で天幕を張る様な所もなく困ったが偵察の結果、出合の一寸下流の右岸に立派な岩小舎を見付け、そ

こを宿泊場に決めた。昼食後、カクネ里上部および下流の偵察を行い、岩壁は壮大に見え、とても歯が立ちそ

うもないが、向かって右にぐんと上に這入り込んだ雪渓をつめて行けばどうやら行けそうである。張切るべく夜

食を沢山つめ込んで休む。どこから逃げるにしても相当困難な此処はなんとなく気味が悪く落ち着かず相変わ

らず天気許り気にして居た。 

 ６月８日 晴 

 登攀の日である。待ち望んだ輝くばかりのモルゲンロート。未知のルートに吾が心は躍る。 

だが何となしに不安の念を禁ずる事が出来ぬ。あまにも聳え立つ岩壁の為だろうか。ザクザクと長い雪渓を登

る。その内に壁に霧が巻き出し、どうしても取れぬ、だが行ける所迄頑張るのだ。二俣からはノッペリと見えた

岩壁も近寄る程、奥深く険しい幾つかのリッヂ、溝をなし付近は稀に見るクレッテライの道場だ。一番奥深く喰

込む雪渓の左岸の岩稜の下部は立派な岩小舎をなして居る。（だが下は残雪の底であるから、これはこの時

期に関する限りだけだ）雨や落石でえぐられた溝や全開のクレバスで雪渓上部は荒波のようだ。向かって右手

の岩稜はパッシブルで可成り面白く国境に出られそうだ。この真正面は全然不可能で凄いバットレス（規模は

小さい）。そして右岸は非常に急な雪渓から一つの岩とやぶの殆ど垂直の尾根を北槍の肩へ伸ばして居る。 

結局、最もダイレクトに北槍に至るには之あるのみと考えて慎重に雪渓をドンヅマリ迄つめ、５米程もろい岩場

（草を生ず）を攀じ、一つのアンカレッヂに到達。此処から下、カクネを覗くと、恐ろしい程真下に見える。そして、

このアンカレッヂから向かって（頂上に）右上（or 右下）にトラヴァースして、北槍頂上に続く残雪に出んとしたプ

ランは危なげな下向ホールドの急傾斜を見て忽ち破棄。正面の木付の垂直なリッヂを登る事に決心。ここで夏

ミカンと飯を少量摂り、雪をなめる。いよいよ登攀。案外な丈夫な木に助けられ、手の懸垂によって体を持ち上

げる。細い枝だ。若しぬけたら？相当落ち甲斐がある。次の holdなる枝、而もヂッヘルか否かわかる枝に手が

とどかぬ場合、殆ど夢中で前後の考えもなくスプリングする事も度々あったが漸く、草付の残雪を載せたアンカ

レッヂに到達。其処からは下の心配もなく、傾斜も大分楽になり安心する。悪い所は四、五十米にすぎぬ。間も

なく国境尾根に出、先ずなつかしの剣岳を見て、今迄の苦闘が絶大な喜となり、殆ど飛ぶようにして頂上を踏

む。折から濃霧に眺望は失われた。例の釣尾根へ座って昼食だ。去年の十一月の様々な事が頭に浮かぶ。感

慨無量。黙祷。カクネ里への降りはもうとてもやる気がない。とうとう釣尾根から真下に垂れた豊富な、そして急

な雪渓をグリセード。何と言う快適だ。デブリの山をきづく長ザク出合を忽ち過ぎ、思出多いスキー小舎を後に、

今度出来た立派な橋を渡って造林小舎。時間が早いので日ボシをしたり悠々のびる。夕飯のおかずに笹の目

は非常に美味。 

 ６月９日 晴 

カクネ里二俣へ残した荷をとりに大川沢沿に行く。林道終点より谷通し。増水さへなければ、徒渉に楽にゆける。

あまり高廻りせぬ事。一天晴れわたった空に今はもうなつかしいカクネ里の奥は鮮明に浮かび上がって居る。

カクネよさらば。 

 ６月１０日 

黒沢よりやなばへ。  
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北岳バットレス（Ｎo.３）登攀 

 

６月２３日 晴のち曇 

雨に暮れ、雨に明けて毎日同じ歌を歌い、不足勝ちな食糧に気をくさらした数日。我々はも早、目的達成を断

念しかけて居たが、昨夜来の好転の兆、果たせる哉早朝目覚むれば散りばめた様な星。焚火、スイ事も張り切

って運ぶ程に遙か高く北岳東面の岩峯は荘厳な旭光に輝し出される。大樺池。輝く残雪に縁取られた、この池

は想像もしなかった程の神秘を宿している。 

樹林を等高と巻き未だ雪渓に埋れた長衛の岩小舎迄一気に飛ばし、アイゼンをつける。観る西方には越えて

来た鳳凰が新鮮な色で連なって居る。サクサクと雪を踏んで頑張る内にバットレスはその全面を我々の前にグ

ンと沖天に聳立せしめ、一見非常に困難を想わせる。アイゼンを下に残し、一路岩壁目指して急なガレを頑張

る。一寸したシュルンドをまたぎ越え、いよいよ岩登だ。第四尾根直下の一寸右よりの溝をつめて第三直下の

雪渓へ出るプランだ。岩は非常に堅いが hold が悪く、時々は粗生せる岳樺に全身を託す事もあった。最初の

相当な難場を切抜けて溝の登攀を試みたが失敗。第四尾根を少し登り右に草付を巻いて、楽に第三尾根下の

（滝をなす絶壁の上にある）雪渓に出る事が出来た。小憩の後、この急な雪渓をキックステップを作り乍ら攀ぢ、

第三尾根に取付く、上部は多量の這松で安全に通過出来るが、わざとリッヂ通り登ってチムニーに入ったりし

て遊ぶ。暫く登ると細いリッヂはカラッと広くなり、気持ちの好いテラスとなり、もう前途大した悪場もなさそうだ。

其処からザイルを解き、気も軽くやがて北岳の頂上に立つ事が出来た。曇ではあるが間岳、仙丈等よく見える。

帰りは釣尾根のギァップから大樺沢へグリセード。雪よし実に快適だった。 with鷹野、森川。 

 

 

大槍東南面、小槍 岩登り 

 

７月１４日 曇 

毎日毎日灰白の霧と雨の連続に一体殺生小舎へ何しに来たんだ等とそろそろグチが出始める頃、今日の午後

はどうやらよさそうだと言う天気だ。だがもう穂高縦走所ではない上高地へ帰ろうと言うので雪渓を下りかけた

が、途中の岩を見て急に登りたくなり、このフェースは登れるかとか何とか遊んで居る内に霧がはれ雲がうすれ

出したので、急に気が変り小槍へ行く事にする。殺生小舎を出たのが午後の二時半。夏道によらず大体槍の

見当にガレを一直線に登る。岩は非常にもろいものと思ってぶつかったが、リッヂ状の所をのみ登れば気持よ

い堅岩だ。遠くから見ると凄い様な東南面も近寄れば hold は沢山あり面白いクレッテライを楽しむ事が出来る。

だが傾斜は随分急で誤って岩を落とすと何時迄も何時迄も反響し乍ら天上沢の雪渓に落下して行く。岩登のオ

ーダーは小谷部、鷹野、岩崎、小林。面白い体ならしだった。頂上から直ちに小槍に向かう。写真で見た通りの

鋭い岩柱だ。登る者が多いと見えて、小槍の鞍部迄踏跡がある。鞍部着 5:10 

岩崎は後から上げる事にし、小谷部、鷹野、小林の順。俺が Top だ。何だか恐ろしい様に見えたが、これも近

寄ると立派な hold があって少し位のオーバーハングもこれなら安全だ。途中ハーケンのある所で左にトラヴァ

ースして細いクラックに入る。丸々と減った鋲靴なので、このトラヴァースも楽ぢゃなかった。クラックも殆ど hold

がなくフリクションで寸又寸とずり上がり、やっとアンカレッヂ着。後の二人はリッヂ通り登る。其処からは楽に頂 

上へ。第二のアンカレッヂから三十米をなげて最後に岩崎を引上げる。折から槍一面をおおう霧がうすれ、高

い雲海と共になつかしい青空を仰ぐ。そしてサァと日光が我々を射ると何と言う神秘な光景だろう。大槍をおお
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う真白い霧のヴェールにはクッキリと小槍の影がうつり、そして我々の像も。而もその廻りには、且て仙丈岳で

見た、あの美しい丸虹がかかって居るではないか。しばし、深い感激に打たれ、ぼんやりと立って居た。が、そ

れも束の間、又ヒャラヒャラと吹く風に忽ち又元の白い世界だ。いよいよ下降、愉快なアプザイレンだ。風が強く

降したザイルが横になびき、それが岩に引っかかってうまくゆかぬ。だが、流石、登攀を終えて下の鞍部に立っ

た時は嬉しかった。 

        with 鷹野、小林、岩崎 

 



 23 / 27 

 

 

 

 （この間に錫杖岳北沢奥の懸垂下降のスケッチあり） 

 

 

 

 

畳岩より奥穂高へ 

 

７月１９日 晴 霧多し 

パーティは俺の外に大掛、和田、森脇、佐々木だった。その他前穂行の一年生で賑々しく天幕出発。好い天気

なので暑い。この間一寸知った松高の生徒と前後し乍ら岳沢の登りを頑張る。途中からガラ石の河原へそれて、

その上部の疎林をトラヴァースして左に入り天狗沢目掛けて進む。 

皆が通ると見えて半分もう道になって居る。途中、残雪の洞で休んだが、その涼しい事。零度の風でブルブル

ふるへる程だ。更に畳岩の直下迄頑張り、そこでパン等を食べて、ゆっくり休息する。天狗沢には二三のパー

ティーが動いていた。 

ここから二つに分かれてアンザイレンする。一つは俺と大掛、和田。他は二十米で森脇と佐々木。シュルンドの

ある残雪をよけてルンゼ状の所に取付く。アンサウンドだがholdは十分あり。まるで岩上の散歩だ。左（上に向

かって）に行くと傾斜が緩くなりつまらなくなるので急な右の方へ登る。次第に悪場が出てくるが、同時に岩が堅

くなって非常に気持ちよいクレッテライを味わえた。畳の東方尾根へ出る。物凄い傾斜の暗い溝の下に出たが、

之は登らず、左傍の急な岩を攀じる。すると俄然、畳の特徴を発揮して逆層の板壁だ。一寸見ると登行は全然

不可能にさへ見える程、はっきりした逆層である。それに逆層だから先の見通しがはっきりつかぬ。えい、まま

よと登り出す。僅か乍ら hold もあり、どうやら行けそうだ。岩に初めての大掛君等、よく規則通り確保して呉れ

るので行動が気易く運べる。ある所では逆層の板を、細いヒビに人差し指を突込んで僅かに滑落を防ぎ乍ら登

る所もある。そこでは大掛は暇取って自分で殆ど登ったが、和田はズーズーしくもザイルにつかまって岩板をテ

ケテケと歩いて登る。右に左に逆層の悪場を避けて登り漸く一つの休み場に到着。はるかに森脇等を見下ろし

乍ら休む。彼等は俺達よりも左に登った為ルートに行づまりまごまごしている。早く来いと怒鳴るが行けねえと

云って悠々腰を下ろしている。癪だから先に行く事にした。逆層も大体終わってもう普通の岩だ。逆層は全部で

垂直、１００米余もある。一寸した悪所を過ぎると後は細い草の急斜をテケテケと歩いて登る様になる。這松こ

ぎも一寸やったが、間もなく東方尾根に出て、リッヂ通り登る。直ぐ右手は急な雪渓迄逆落しになって居る。リッ

ヂ通りは仲々困難な所であるので左を捲き、前の雪渓の上端辺をトラヴァース気味に登り東方尾根も終わり、

後は広い斜面をテケテケ登って漸く西穂への尾根道に出る。とうとう森脇達は来ないらしい。そこから楽々ジャ

ンダルムを経て奥穂着。ロバの耳の辺りは岩がくづれ易く一寸手古ずった。 

北岳バットレスも逆層を含んで居るが、此処程綺麗な逆層は初めてである。残雪をまとった明神辺りを背景にし

て、この不思議な岩を登って居るのは、恰もあちらのそれ的だ。 

 

錫杖岳烏帽子岩登攀 

 

７月２５日 晴 
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一昨日、うるさい連中が涸沢生活に出発したのでテントはとても静かで何時になくのびのびとして良かったが、

素敵な快晴に居たたまれず、とうとう出発。斉藤氏と鷹野と。重荷と暑さで参りそうな中尾の登りも頑張り通すと

茶屋だ。サッと飛騨側からの冷風が身も心も清める。先ず目に付くのは明るい色の山肌と多量な残雪をまとっ

た笠、抜戸の立派な姿。我々の目指す錫杖岳は一寸気が付かぬ。漸く笠の南下するなだらかな尾根を下にた

どると小さく岩山がもり上って居る。それが錫杖なのだ。錫杖を全然知らぬ私は、なんだ、わざわざアルプスか

ら下りて三ツ峠へ岩登り練習に行く様なもんだ、と言う感じがして、いささかがっかりした程だ。鷹野なんかも恐

らく、その感じと中尾登りの辛さで参ったらしく、とうとう中止を申出る。だが山はさもかく、飛騨の郷にたまらぬ

旅情をそそられた私は斉藤氏と二人、尚、旅をつづける。小路は降りに降って蒲田向畔中尾の部落に至る。此

処迄来ると、今迄見えなかった錫杖が峠からの姿とは非常に違って、驚く程立派な一個の岩山となる。もくりも

くりと生茂った森林をぐんと抜いた垂直の岩塔。それは紫を帯びて、うすい煙霧でけぶり、巨大ではないが、近

寄りがたい幽玄の神秘を宿して居る。錫杖と言う名、誰が付けたか、如何にもピッタリとはまった言葉である。 

中尾、もう飛騨の部落。妙な言葉のなまりも堪らなく嬉しい。米の値も知らぬ呑気なオバさんに昼食を御馳走に

なり、ゆっくりと休む。白く乾いた道をモンペをはいた娘等が酒ビンを下げて通る。青々とした背景と紅のたすき

とカスリの着物が純粋な飛騨の色を織りなす。かくては果てじと、又重い荷を背に出発。大きな釣橋で蒲田川を

右岸に渡ると幾ばくもなく一軒屋がある。これが槍見温泉だ。又ゆっくり伸びそうになるのを、やっと決心して必

要な物資をととのへて出る。湯宿のオヤジが外に出て、直ぐ裏から登る新道を教えて呉れる。大して密ではな

い澗葉の樹林だ。日中なら堪らなく暑い所だが、もう日も傾いて大した事はない。間もなくクリヤ谷の水音を下

に聞き乍ら登る様になる。クリヤ谷は案外急な変化のある谷だ。第二の丸木橋で右岸に戻ると五、六分で錫杖

沢の出合だ。巨岩のゴロゴロした急な沢がのし上り、眉を圧する様に前衛岩峰のスリーティースが聳立して居

る。ふところ深く食い込む程、中尾峠の失望は驚嘆に変わり、感激の連続となる。三十分程登ると沢は、北沢、

本沢、南沢の三つに分れ、本沢と南沢のはさむデルタの様な所に岩小舎があった。大きく突き出た庇の下の、

よくならされた平地は優に十名も泊まれるだろう。水場はすぐ傍だし、焚木も豊富。それと何と言っても涸沢等と

違って静かで人ずれのして居らぬ事が一番嬉しい。豊富な野菜で汁を作り、豪華な夕食を終り、甘い紅茶をす

すり乍ら、ゆらりと紫煙を上げる頃、裏穂の巨姿は夕暮れの美装を凝らす。下界はもう薄鼠に沈んで居るのに

三千米のジャンダルムは紅に輝く。その紅も何とも言はれぬ夢幻の趣を宿した紅だ。広い肩を張った西穂も亦

好い。這松のヴェールが夕陽に染められた色ほど、又と美しいものはない。 

７月２６日 晴 

霧が多くて穂高は見えない。スリーティースの岩峰に湯気の様な霧がからんで何とも云えぬ壮大さである。七

時出発。藪の間のガリー、北沢を登る。間もなく三本歯の脚部に達し、北沢の両岸は岩壁となり本流はチムニ

ー状になって登行を妨げる。始めは右岸をからんで容易に行けるものと思ってザイルも出さずに岩を登ったが、

何時の間にか中岳の方へ、それてしまい相当な登攀を強いられたので早速アンザイレン。愉快なフェースクラ

イミングを味わい、中岳の一峰に飛出る。ここからは錫杖全峰指呼の内だ。物凄い垂直の岩壁とやわらかい感

じの緑の草地の交錯した非常に特徴のある山容である。殊に本峰の正面岩壁（東南）から烏帽子岩にかけて、

その岩壁はクライマックスであろう。 

烏帽子の肩を巻いて東肩へは楽だ。見上げるリッヂは手がつかない様に凄く見える。だが登り出すと hold もよ

く、小槍のリッヂによく似た感触で面白いクライミングを味い乍ら二段上のアンカレッヂ着。此処から北側を楽に

巻き一寸したチムニーを上る。更にもう一つ上のチムニーはチョックストーンが大きく、手を焼いたが之も大した

事なく突破。案外容易だった。 

この西肩へ至るルート及び南面のルートを試みたかったが、岩登りに対して真剣なパーティに依る以外、トップ
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の動作は精神的に著しく抑制される。実に此処での僅かの間違いは直ちに死だ。今の俺達山岳部員にかかる

岩に対し、真剣なクライムを試み、真剣に努力しようとする奴は一体居るのだろうか。生命を賭けるクライムを

経て後、到達する大らかな静観的な心境こそ尊いのではなかろうか。何の努力も研究もせず、のほほんと山に

来て雪が美しいの森が好いのと安価なセンチメンタルに溺惑している様な奴には案外口先ばかりの者が多く、

深みを持たない。マンメリーを一歩進めた彼のノルマンコリーの如き心境こそ私達のあこがれるものでなけれ

ばならない。帰途は北沢を沢通し降った。上の方は大した事もなく降れたが最後の三段のチムニーには弱った。

殊に最後のチムニーは何の手掛かりもなくビレイングピンもない。アプザイレンで此処から降りたので上にも行

けない、下も駄目だ。この時は本当に困った。が幸いハーケンを持っていたので漸く探しあてた割れ目に僅か

に打込んで斬りぬけた。 

                   

 

 

 

 



 26 / 27 

 

 

 

カクネ里岩小舎生活  with鷹野、森川 

 

８月２３日 晴 

好い天気だが山の方には霧や雲が多い。対山館で昼を食べて休む。眠い眠い。やなばから黒沢越え。八貫目

の荷だから辛いだろうと思ったが越してみると大した事はない。和やかな黒沢は何時来ても好い。鹿島川の徒

渉は素的に冷く痛くなって来る。造林小舎では妙な岩魚釣りのオヤジと同宿。大きなイワナを一匹づつ御馳走

に相成る。暑いのでシュラフなしでねた。 

８月２４日 晴、夜小雨 

起きて見ると例の釣りのオヤジは、とうに出発してて居ない。ゆつくりと私達は出発して悠々と歩む。六月の紀

行が思出される。なつかしい荒沢出合も過ぎて漸く林道終点着。随分時間がかかる。最初の悪場を徒渉し終え

た時、鷹野、一寸油断してシェンクのピッケルを流して終った。 

いくら探しても駄目。何だか出鼻をくじかれた様で妙にしけ込む。だが先は長い。かくては果てじと出発。六月に

はスノーブリッヂで何ともなかった所が、えらく悪くなっている。殊に雪渓だった所はひどい。まるで滝と淵の連

続だ。左岸から右岸へは雪橋を利用して左岸を高く巻き河原へ下ると、もう一頑張りで岩小舎らしい所迄来た。

この河原を徒渉し右岸を巻けば好いのだ。私一人頑張って、急なガレを這登って相当な所まで登ったが、後か

らついて来ない。荷を残して又下を見ると、この登りが悪く、うまくゆかぬそうだ。もう時間もないので今日は、ま

づ此の河原の岩陰に泊まる事とする。又、苦労して荷をとりに行き馬鹿をみた。豊富な流木で火をおこし、暖か

い飯に舌つづみを打つ頃は、もう真暗だった。雨がポッポッやって来て心配させたが、大した事もなかった。 

８月２５日 雨 

嫌な天気。濃い曇天なのだ。雨にあわぬ内に岩小舎へ行こうと朝食も食べずに6:50出発。ここからの高廻りの
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（右岸）道はザイルに頼る。高みへ来ると、なつかしい岩小舎が濃い緑の頭を丸く突起させて居るのが見える。

もうすぐだ。そして地形も歩き易い草地になった。草と言っても径一寸位、高さ６，７尺もある奴なので山刀を出

して道を切開き乍ら進む。腕がやけにくたびれる。もう直ぐと言う所でザァーッと許り豪雨。ちぇっいまいましい雨

だ。夢中で頑張りドシンと岩小舎の床を踏んだ時は流石に嬉しかった。カクネへは今夏随分入ったらしいが、こ

の岩小舎は誰にも知られぬらしく６月の儘だ。私が一人寂しく炊事したカマドも、そのままだ。私達の岩小舎。驚

くなかれ河原迄は２０米の余はある。六月は一寸飛び下りると雪渓だったのに。ぬれたものをすっかり着替えて、

先ず立派なカマドを作り、漸くねころんで休んだ。飯を済ましてからカクネ里へ至る道を切開きに行く。矢張り右

岸に立派なものを作る。一たん河原へ下りて今一つ高廻りをすれば好いと見当がついたので引返す。すっかり

落付いて悠々たるものだ。飯がうまい。水を取りに行くのには岩小舎からザイルによって河原迄下らなければ

ならないのが億劫だ。 

８月２６日 曇後雨 

   ２７日 晴後曇 両日とも滞在。カクネ里逍遙に気分を味う。 

８月２８日 曇後雨 

北槍へ登る日。森川は気分が悪いと言うので鷹野と二人でゆく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


