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白沢光代他 3名

6日 (晴 デリーは 1時雨)

同行者は及川さん (昨年も一緒)竹山

さん、金子さんの 3人と髭のリーダー大

波久男氏で昨年同様男女 2名づつ計 5人

である。

成田で元同僚の柾さん (彼は旅行とい

えばインド)モ ンブランのツアーで一緒

だつた能登谷さん 〈キリマンジェロヘ)

にあつたのにはびつくりした。デリーま

では一緒だつた。そして昨年エクアドル

で会つたキヤノン山岳会の奥田さん達も

同じだつた。

デリーは湿度の高いねつとりとした暑

さで、冷房の効きすぎたバスやホテルも

心地よくはない。ホテルインペリアルの

料理コンチネンタルも今―であつた。

7日  (曇 り時々雨))
ガイドつきでたつた 5人なのにで中型

バスでデリーの半日観光。インデアゲイ

ト、寺院 (裸足になって中に入る)等。

50ccのバイクに4人家族が乗つているの

やオートリキシャに8人乗つているのが

寺院より私には目新しい。冷房のきいた

バスから見るかぎリデリーの町は樹が多

くて美しい。

この日レーヘの飛行機は飛ばなかつ亀

有視界飛行なのだ。乗る予定だつた奥田

さん達は早起きして待機しただけだつた

という。デリーの観光ガイ ドが「明日飛

行機は 2時間遅れるだろうJと 言う。

8日  (雨のち晴)

3:30起床 4:15発 4:36空港着 予定

は5:50発。待ち草臥れた7:40に朝食を取

るように言われる。飛行機のチケツトを

見せる無料で定食がもらえた。

飛行機が出発したのは9:04で空席がかな

り在る。でも物資優先で重量オーバーで

人は乗せられないとか。5000mの 峠が大

雪のため陸路も閉鎖されているそうだ。

窓から木も草も無い山脈の、谷にだけ

緑が見える。人口2万のレーはそういう

不毛の土地の緑の谷だ。標高3500■イン

ドの避暑地でチベット仏教の観光地であ

る。

レーには10:00に 着いた。軍の飛行場

なのでガモウバックをもつた大波氏はし

つこく手荷物を検査されていた。「これ

は何だ。説明せよ。」と言われたとか。

タクシーが少ないと再び待たされる。

金子氏が「今 日のスケジュールが移動だ

けの理由がわかつたよ。こうなるのを予

想したんだよ。」という。ホテルに入れ

たのは11:30。 12:30か ら昼食。2:30か ら

高度順応のためホテルの裏の小山に登り

ゴンバと旧王官を尋ねる。

9日 (晴れ 1時雨)

英語を話し本職は教師というガイドに

連れられ観光。ストック村のロイヤルパ

レスミュージアム、ゴンバ、そしてレー

の日本山妙本寺。どれも谷を見下ろす丘

の上にある。王官では極彩色の人形、ゴ

ンバでは仏像 (千手観音も極彩色)を 見

る。王宮からはインダス川の流れや、塀

に囲まれた濃い緑の畑を見下ろした。日

本寺には真白な仏舎利塔があり、どこか

らも良く見える。午後キャノングループ

到着。 1度他の空港に降り乗つてからレ

ーまで3時間要したという。
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10日 (小雨のち晴 )

キャノングループは遅れを取り戻すべ

く、早朝モンカルモに向け出発した。我

々は、登山学校の生徒でインド北部のウ

ッタルカシー (ス キー場もあるそうだ)

から6日 もかけてバスで来たというイン

ス トラクターのBISHAN SING
H NEGIと 通訳 (現地語と英語の)

と供に出発。インダス川を渡り昨日観光

したス トック村の外れのキヤンプ地まで

移動。テント泊の予定が、雨を予想した

シカール トラベルがゲストハウスを予約

してくれていた。知らなかつた我々は右

往左往した。

部屋は土間で畳サイズの真産、その上

に繊毯が敷かれている。この夜 3人が南

京虫に食われた。 2個並んだ痕が証拠と

か。屋根は丸太を並べた上に草、その上

に土の伝統工法で、上手に傾斜をつけて

流れるようにしないと雨が漏る。 3人の

女性が屋根に上を運び修理を始めた。

昼食後高度順化のため裏山に登る。中

腹の墓らしい所までは道がある。斜面に

は日本の高山の乾燥地よりまばらに草が

生えていて、牛が放牧されている。

大波氏のリードで適当に道無き斜面を

登る。視界良好なので、気楽だ。 1時間

で山頂に着く。300mぐ らい登つたかな。

峠まで降り、時間を決めさらに次の斜面

を登り、高度順応は終わりとする。ピー

クを巻いてゲス トハウスに帰ろうするが

谷が深すぎるので、降りて道路を歩いて

戻る。どこでも歩けるのは春の雪山のよ

うな感覚だ。

11日 (晴れ時々雨)

カメラと雨具と行動食だけ持ち、4400

■のモンカルモヘ出発。ス トツク川をさ

か登る。荷物はラバが運んでくれる。ス

トック・ラで休憩してると、我々を追い

越して行つた西洋人のトレッカーがコー

スを間違えて、引き返し再び我々の後か

ら登つてくる。向こうの踏み跡の方が立

派だつたからネ。

峠から景色は一変した。縦に走る岩の

層が侵食され、ギザギザと炎のようにつ

ながつている。こんなのは初めてだと思

う。川原には背の低い柳も生えている。

まばらにしか草はないけど、牛、馬、ラ

バが放牧されている。荷物を運′ぶラバ達

が追い越して行つた。

モンカルモには石作りのカルカ (放牧

小屋)がある。雨が降りそうなので、テ

ント設営を手伝いレストランテントで昼

食。ジヤガ芋、カリフラワーの天婦羅と

いう食事は美味だけどすぐお腹がすく。

高度順化のため右手の小山に登る。ピ

ークから、明日行くBC、 レーの町 (

日本寺がわかる)、 遠くの雪の山が見え

る。北斜面だけに緑がある。下りは春山

をキックステップで下る如く砂場を下る

12日 (晴れ時々雨)

BC予定地 (4900m)往復。ゆつくり登

って3時間。 1時間毎に休憩。しかしそ

の度に雨が降りだす。BCにはキヤノン

隊、日本山岳会東海支部隊、インド隊、

その他のテントが張られている。

キャノン隊は強行軍なので頭痛、脈拍

が 110等の高山病の症状がある人が多い

らしい。奥田さんは高度順化と体力温存

の兼ね合いが難しいと言う。我々は 1番

若い金子さんを除き元気だ。彼はレーに

入つた時から頭痛を訴えている。が良く

食べ、良く喋るので誰も気にしない。で

もテント場に戻る時、花の写真を撮り遅

れたと急ぐと下りなのに息切れがするの

で、のんびり歩かせてもらう。
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13日 (晴れ時々アラレ)

起床 6:00朝食 7:00出 発 7:54休憩

9:00 10 BC着 10:25。 ス トックカンリ

は岩脈が横に走り、荒々しい岩肌を見せ

る東壁が見えるが、登るはずの南面は裏

側だ。

午後、高度順化のためルートの左の小

山に登る。Clが見えるかもしれないと

どんどん竹山さんは登る。雷が鳴りだす

と、脱兎の如く及川さんは下る。別ルー

トからピークまで行つた大波氏にはCl
が確認出来たという。

BCで、モンブランのツアーで一緒だ

つた東海支部隊の柳原さんに会う。 1日

にインドに来たという。今まで天候が悪

くやつと昨日登れた。今日は 2次隊がア

タック中。昨日は南稜からで、今日の隊

は南壁からという。 11人のメンバ中 3

人が高山病のために、馬でレーに降りた

そうだ。

0

夕方 装備点検。プラスチックブーツ、

ハーネス、ピツケル、アイゼン、手袋、

帽子。そしてザイルの結び方の練習。

14日 (快晴 )

起床6:00 朝食7:00 出発8:25 登山

用具を持つてCl往復の日。ダンロツプ

テント1張り食料等は 2人のポーターが

運んでくれる。尾根を越え延々とトラバ

ースし氷河を渡り、南面を少し登ると、

Clである。氷河には時々浅いクレバス

がある。今日Cl入 りするキャノン隊が

先行している。氷河を半分渡つた辺りか

ら、辛くなる。キヤノン隊の黄緑のテン

トが見える。遠い。登りになると、先行

者の歩みも遅々としている。雪原には何

本も トレースが見える。どれが一番楽な

のだろうか。リーダーが赤旗を刺してい

つたコースは遠回りに思えて、金子さん

と二人でキヤノンルートヘ トラバース

する。

やつとの思いでCl
に着く。1:15だ つた

全行程中でこの日が

一番辛かつた。 l kg

もあるイオステンを

持つてきたのに写真

を撮る気力も無く

せめて 1枚とテント

を入れて撮ってもら

う。ピッケル、アイ

ゼン、ハーネスをデ

ポし、帰りはかなり

軽くなる。

帰りは 1時間40分

でBCに帰れた。B
Cでは意識不明の 1

名が急造の担架で運

ばれる所だつた。Ⅱ」沢晰 STOK KANCRI (6150m)
登 李 ル ー ト

∫
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15日 (快晴)

東海隊は昨日下山。キヤノン隊はCl
BCもずいぶん淋しくなつた。準備出来

しだいに出発。防寒具、寝袋、テントマ

ットを持つ。竹山さんはもうコルヘ半分

程登つていて及川さん金子さんが続く。

まだかなり下の金子さんには追い付ける

かなと思う。金子さんの体調かなり悪く

コルヘの途中で追い抜いてしまつた。

コルに着くと金子さんは「駄目です。

登れません。僕はレーまで降ります。J

という。NEGI氏 にBCま で同行して

もらい、その下はコツク等のスタツフに

面倒みてもらう事になつた。 [ポーター

は及川さん用のテントをClに上げ、待

機してもらう事になっていた。]1番健

脚のキツキンボーイ (大学生のアルバイ

トで英語を話す)がザツクを背負つて

同行してくれた。彼は足が速いので、就

いていくと3時間でストツクまで行け、

ちょうどバスがあつてレーのホテルまで

行けたという。彼はその後レーの病院に

入院し、レントゲンで肺水腫と診断され

たそうだ。彼はレーでも標高が高すぎる

とデリー迄戻り、再び入院した。レーの

ホテルリンジのオーナーは緊急用の酸素

は彼が全部吸つてしまつたと嘆いた。

彼の高山病の症状は典型的な物でなく

我々には食欲も言葉も元気に見えた。が

「眠れないし、僕は日毎に衰弱してるん

だ。もう限界だ」は本当だつたようだ。

もう限界の感じは私にもあつた。ベジ

タリアンに近い夕食や、不味い朝食のパ

ンに食欲がでないのだ。「それにしては

食べる。」と言われたが、本来私は早食

なのに、グズグズとしか食べられない。

早朝 3時から南壁のルー トを登り、雪

面を滑落したという 1名がポーターと電

車ごつこの要領で下山してくる。失敗と

成功の差は紙一重だ。

2回 目なのに時間は40分 しか短縮でき

なつた。Clでは日本食の味嗜ラーメン

を作る予定だ。雪解け水が斜面の端に流

れていて、コツヘルに水を汲む。

高度順化のため南壁を200nlE登る。斜

面は急だけど、バケツのようなステップ

がある。 1番後から登り、後から下る。

この山のなかに今日は我々4人 とポータ

ー2人だけだ。 2日前まで雪が降つてい

たので、尾根は真つ自できれいだ。でも

この暑さでは、どんどん融けてしまいそ

うだ。反対側の急斜面には雪崩の跡が沢

山ある。

夕食はジフイーズの牛丼にサラダと味

暗汁。大波氏がもらつたキヤベツ、胡瓜

玉葱と、味嗜ラーメンの残 りの味噌、シ

ーチキンのオイルを使つてサラダを作つ

てくれたのだ。味l19味がとても嬉しかつ

た。こんにやくと海藻のサラダもあつた

ポーターが現地食のチヤパテイを分けて

くれた。おいしい。彼らは火器を持たな

いため、大波氏がチヤイを作つてやる。

16日 (快晴 )

起床3:00 朝食4:00 出発5:37 朝食

はレトル トの鮭粥、味嗜汁、キュウチヤ

ン。粥は全部食べた。今朝は暖かい。

3日 続いた快晴がそろそろ終る前兆だつ

たようだ。

竹山さんとNEGI、 大波氏と自沢・

及川のザイルパーテイに分かれ、竹山パ

ーティがどんどん行く。コースは南稜を

登り南壁を下る楽しいルー トを取ると大

波氏が決定。Mr.NEGIの 体力はと

もかく、技術には信頼はおけない。 (下

降時に、転んだのは彼だけだ。)しかし

竹山さんなら大丈夫。
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ゆつくり歩いてくれる大波氏の後をつ

いて行く。 1時間毎に休んでくれる。稜

線に出ると、展望が開ける。5000m以 上

の山々は雪を付けている。我らの居る所

よリー際高いのは、ヌン・クン峰だろう

か。ピラミダルで美しい。遠くパキスタ

ンの山々は多すぎて分からない。稜線を

歩いたり北壁側に回りこんだりして、登

るが、特別難 しい所はない。高度感があ

る斜面はヨーロツパアルプスの雪稜のよ

うだ。 30分 も前に山頂に着いていた

竹山さんが登るシーンを写真に撮つてく

れた。山頂には旗がはためき、ダライラ

マの写真が飾られていた。ヒンズー教徒

のNEGIは 山頂で祈つたそうだ。

山頂の展望は申し分無い。遠くのはつ

きりと3角に見える高い山はK2だそう

だ。でも北アルプスから富士山をみてる

ような感じで今一だ。我々の他に誰もい

ないのは、感激だ。大勢いた日本人は皆

帰ってしまつた。羊羹など行動食をとつ

て下山する。少し南稜を降りてから、南

壁に移る。殆ど真つすぐ下るので、とて

も速い。55分でClに着いた。ポーター

達が大喜びで迎えてくれた。

昼食を作つて食べる。今度はざる蕎で

ある。そしてパツキング。今まで使つて

いた、ハーネス、ビツケル、アイゼン全

部が荷物に変わる。シラフもある。私の

ザックには入りきらないので、シラフと

マツトはぶらさげる。

荷物が重くて、下山と言えども中々辛

い。雪原を歩くのは特にきつい。しかし

勝手知つたるコースで、視界は完全。ゆ

つくり歩かせもらう。雪原が終つた所で

休む皆に追い付いたけど、また遅れる。

トラバースが終つたコルで、後30分で

BCだと思いながらも休んでしまう。B

C着 3:15。 プラブーツを脱ぐとほつ

とする。

夕食にコック長が、お酒を出してくれ

た。登山隊のコツクをしたのは初めてだ

と言つた。全てが予定どおりに進行し、

ほぼ終つた。天候も味方してくれた。予

備日の 2日 をどう過ごそうかという、贅

沢な悩みだけ残つた。

明日はBCでぶらぶらし、 1日早くレ

ーに帰りたい。シヤワーを使いたい。髪

を洗いたい。

17日 (晴れ 1時雨)

イギリス隊が入山してきた。 1人用テ

ント8、 2人用 1、 その他が整然と並ん

だ。我々がキジ場にしていた岩場の前に

トイレテントが立つた。あそこは黄色の

毛皮のマーマツトに似た動物の巣に近い

のに見に行けなくなる。花の写真を撮つ

て 1日 を過ごす。

18日 (晴れ時々雨)

7:27出発。11:07ス トック着。タクシー

が11:00に迎えに来るはずだつた。でも

伝言が通じていない。電話も通じないと

いう。タクシーを捕まえたのは 2:30だ

った。

19日 (晴れ時々雨 )

昼食は大波氏が見つけた店でタンメン

ともも (餃子)を食べる。子供が入つて

きて我々のコツプを無断で取り、ちよつ

とすすいでから、店の水を入れて飲む。

何人もそうする。店の人は無言。この町

は戸別の水道は無い。飲み水が無い?

20日 (晴れのち夕立)

5:30朝食 5:55発。空港6:10着。検査

はひどく厳重。ボデイチェツク 2回、手

荷物は全部出して調べる。シヤンプはこ

れは何かと聞かれた。カメラもテープレ

コーダーも電池は全て出さされる。出し
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た電池は機内預けのザツクに入れる。ゴ

アの雨具も、変なものを隠していないか

しっかり握つて調べる。大波氏はまたガ

モウバックで一揉め。

8:20発。デリーではシカール トラベル

の中型バスでホテルインペリアルヘ。今

回はインド食にする。コンチネンタルよ

り美味しい。

21日 (晴れ)

アーグラーのタージマハールとアーグ

ラー城に行くツアーを組んでもらう。後

1週間インドに残るという竹山さんを除

き3人で行く。行きは6:00の 急行列車 (

所用 2時間)現地の行動と帰りはタクシ

ー (4時間)ホテルの昼食、日本語ガイ

ド、入場料込みで一人 118米 ドル。

早朝の電車には機内食のような食事が

付いていた。アーグラーの駅から出ると

、タクシーの運転手とがすぐ我々を見つ

けてくれた。

日本語科の学生という通訳と共にター

ジマハールヘ。大理石の塔は繊細な彫り

と、九い屋根。左右均等な形も美しい。

中に居る間は、物売りに声を

かけられたりしない気楽さも

良い。アーグラー城は大きさ

と土作りの素朴さかな。夏は

水冬はお湯で冷暖房したとい

う、姫君の部屋もある。

高級ホテルに入つて昼食。

ここの食事はインドで食べた

中では最も美味しかつた。日

本人の団体が 2組もいた。レ

ストランからはタージマハー

ルとアーグラー城の両方が見

えた。

ガイドはハンドクラフトの

店と繊毯の店に我々を連れて

行つた。日本語を話せる店員がいたでも

誰も何も買わなかつた。

その後タクシーは先行する車は全部追

い抜くという、激しい走り方で、4時間

でデリーに戻つた。このタクシーほど性

能の良い車は殆ど走っていない。だから

全部追い抜けるのだ。しかし、対向車線

に飛び出したり、助手席に乗ると恐くて

たまらない。

夕食はシカール トラベルの社長宅に招

かれた。郊外の住宅地の純洋式の家であ

る。夫人と二人の娘さん、そして社員の

若い男性で夕食。私はホテルでバスを使

つた後気分が悪くなつていた。食前に空

腹にビールを飲んで決定的に駄目になり

吐き気がする。みなが美味 しい美味しい

と食べる間ずつとソファーに横になつて

いた。皆の言によるとお米が特に美味し

かつたそうだ。林檎も美味しかつた。町

で普通に売つているのとは、産地ちがう

らしい。ここで男性は社長から日本酒を

ふるまわれた。日本人の土産だとか。社

長はウイスキーを飲んでいた。

ス トツク・カンリ南面登山ルート
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