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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。

3

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

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

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)

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

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

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
ぶラバ達
バが放牧 されて いる。荷物 を運′
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

10日

(小 雨 のち晴 )

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

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。
争

13日

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、

(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

帽子。そ してザイル の結び方の練習。

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

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

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

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

14日

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

(快 晴 )

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

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

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。

そうだ。
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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

︑
△ ︑１１１１１１

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。

Ⅱ」
沢晰

帰 りは 1時 間40分
で BCに 帰れた。 B

0

STOK KANCRI (6150m)
登 李 ル ー ト

∫

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。

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
体力 はと
波氏が決定。Mr.NEGIの
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。
ι

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

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

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

(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

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

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。

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

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

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

った。

18日

(晴 れ時 々雨 )

7:27出 発。 11:07ス トック着。タクシー

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

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

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 ?

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

20日

(晴 れの ち夕立 )

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
5:30朝 食

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

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
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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

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

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

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。

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

ス トツク・ カ ン リ南面登 山ル ー
ト

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
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