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CANADA CMH HELI― SKIING
B U GABttO s編  '89/12/22～ '90/1/1

メンバー (日 本人参加者):舘 浩道っ蔵田道子,自沢光代 ,

佐々木典彦 (宮城学院高教諭),佐藤晶彦 (記 )
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くく日程・概要〉〉

'89/12/22(金 )成 田 (集合16:00,出発19:00)― バンクーバーーカルガリ

12/23(土)カ ルガリー (バ スおよびヘリコプター)一
CMHOBUGAB00SOベ ースロッジ

12/24(日 )1日 ロ スカディによる雪崩遭難救出練習,ヘ リコプターの説

明 (約 90分)の後ヘリスキー

12/25(月 )2日 目

～        1日 ヘリスキー (滑降標高差は 1日 で5500～ 7500m、

12/29(金)6日 目         2,3月 は日が長く距離は伸びる)

く1日 の行動のあらまし〉

起床 7:30 ス トレッチング (希望者)7:35～8:00

朝食 8:00～ 第 1グループ出発 9:00

スキー終了 15:30頃 夕食 18:00～ 就寝 自由

*出発順とガイドは日毎に入れ替わる。

*昼食は山の中でとることが多い。

*ロ ッジにはスキーショップ、バー、ジャクージ、

サウナがあり、生活は快適である。

12/30(土)7日 日 午前ヘリスキーの後、カルガリヘ

12/31(日 )カ ルガリーバンクーバーー

'90/1/1(月 )一成田 (着 17:00)

費用はカルガリでの宿泊代、バス代、 1週間の宿泊代 。ヘリ代 (30,500m分 )

と日本からの住復で約55万、その他に保険料、カルガリでの夕食2回、30,500m
を超過したヘリ代が約30can$/1000m+α で、私の場合約70万 かかった。 2月 、
3月 は条件がよくなるので、さらにプラス10万はかかる。
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くく′11沈量〉〉

2年前の GOTHICSに 続き、 2度 目のカナダ・ヘリスキーであつたが、初日のカ

ゼに始まり、ロス トバケージ、メンバー3人の捻挫……等々、今回は トラブル盛

りだくさんで、話題に事欠かない旅行であつた。

年末の忙 しさからカゼをひき、そのまま参加したが、カルガリに近づ くにした

がって悪化してしまつた。早 くホテルで休みたいと思つていたところヘロス トバ

ゲージ、舘さん、佐々木さんと私の荷物が出てこない。係官との英語でのや りと

りに一苦労、舘さんと私の荷物は翌朝出てきたが、佐々木さんの荷物はもう1日

遅れてBUBAB00Sの ロッジに到着 した。佐々木さんはロッジでウェアーを借 りて、

初日のスキーをすることになり、初めての海外旅行でこの トラブルに合い、心細

そうだつた。

この週は、雪が少な目で最低でも-10℃ と気温が高 く、部分的に雪質の悪いと

ころがあって、怪我が多かったようだ。スキー 1日 目に蔵田さん (そ の後、テー

ビングで頑張つた根性には脱帽)、 3日 目に佐々木さん (そ の後、 2日 半ロッジ

で休養)、 最終日に舘さん (帰 りは歩 くのがつらそうだつた)と 足を痛めてしま

った。

いろいろとトラブルはあつたが、個人的にはスキーを始める頃には体調が回復

し、結局 1週間の滑降標高差は40,060mで、 2年前を4000m程 上回つてしまった。

息の止まるような深雪の滑降はできなかったけれども、雄大なロッキーの山々を

舞台にしたスケールの大きいスキーはこたえられない。ロッジでの食事、生活も

すばらしく、スキーを楽 しんでもらうために、決 して手を抜かないガイ ドやスタ

ッフのもてなしには、感心 してしまう。もう、病みつきになりそうだ。 もっとス

キー技術を強 くて安定したものにし、体力を強化 して、 トラブルに備えて英会話

もしっかり勉強 して次回の準備をしておこう……とは思つているが、「休み」と

「お金」という大問題を、どう解決すればいいのだろうか。
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ぶ い き リ ガ 雪
BUGAB◎ ◎ S HELI― SKIING

舘 浩道

ヘ リスキーの世界にはじめて参加した。 1989年 12月 24日 から丸一週間、

人里はなれた山荘を基地 として、ただひたすらカナディアンロッキーの山ふところ

を縦横無尽に滑 りまくる、そのための足としてヘリを使用する。

このツアーに日本から参加したのは 5名 だった。わたしたちは成田からCP機で

バンクーパーにゆき、ここで国内線に乗 り換え約 1千キロはなれたロッキーヘのア

プローチとなるカルガリーまで空路をたどり、空港ホテルで最終の参加チェックを

主催のCMH社 派遣員のリンダおばさんから受け、翌朝CMHの 山荘にむけチャー

ターバスで出発した。

パスはパンフのCMH本 部に立ち寄って 5時間後に、スピルマシーンと呼ばれる

ある原野の一角に到着。何の設備もない雪の原野であるが、ここからグルァプに分

かれてヘリで山荘まで運ばれる。ヘリが猛烈な雪まじりの風を巻きあげ、はじめて

の参加者はここで度肝をぬかれることになる。

ヘリは針葉樹の密林の真上を約 10分間飛行して、密林を小さく切り開いた空間

に着陸した。ここがパガブーである。

CMHは ロツキー山脈のいくつかの適地にこうした山荘をベースにしたヘリスキー

のシステムをつくりあげているが、ここは最初に開発 されたところだという。開発

といっても、大型のロッジとヘリポー トと若干の補給小屋以外なにもない。まきに

山のなかの一軒家である。

ロッヂが建っているのは細長い谷の一角にある台地であり、あたりは針葉樹にか

こまれている。この谷をバガブー 。クリークといい、谷は短い氷河、パガブー・グ

レイシヤーを経て一角獣の角のような奇怪な岩山を中央に配した山域につきあげて

いる。その岩山をバガブー トツプと呼んでいる。

清潔で機能的な山荘でハウスキーパーから部屋の割 り当てをうけ、夕方にはミー

ティング、翌朝には雪崩による埋没者発見器スカデイの実地訓練がしっかりとおこ

なわれ、いよいよ第一回のフライ トである。

ヘ リはガイ ドやパイロツト以外に 11名 も運べるので、参加者は経験 と熟練など

によって4グ ループにわけられる。これらのことやロツジでの飲食・ シヨツプでの

買物、マッサージなどすべてパソコンで管理している。

経験者以外はイントロ ◆グループ としてすべることとなり、このグループにはガ

―/θ 一



イドが2名ついた。あらかじめバスのなかで配布された専用スキー板にはビジター

の名前がかかれてあり、その板をガイドがヘリのバケットにいれてくれる。猛烈な

雪煙のなかヘリに乗 りこむ。ヘリはゆっくりと舞い上がり針葉樹 と山腹をぬって少

しずつ上昇する。乗 りごこちがポンポン船 と書の蒸気機関車を合いの子にしたよう

な感じでおかしかった。

そのヘリがとある山腹をまわりこみ向きをかえてやや平たいコルのようなところ

に着陸。尾翼が雪庇からはみだしている。われききにコルにとびだし、ヘリは猛烈

な雪煙をまきあげ、斜めに1頃 きながらクリークヘ と急降下していった。

全員が雪崩対策用のスカディを発信側にセット。またストックの手皮を通すなと

ガイ ドからいわれる。いよいよ最初の滑降である。

コルの雪はウインドクラス トしている。ここの緯度は高 く、太陽は弱い斜光線 し

かとどけない一―それもピーク付近のみで下部のクリークにはまったく陽がききな

い。だから太陽光線によるクラストはおそらくないだろうと思う。そのクラス トに

注意しつつ、少し下ると新雪だ。やや固め、けっしてふかふかの新雪ではないが、

誰もすべっていない斜面が大きく広がっている。ガイ ドにしたがって滑ろうとする

がなかなかうまく4子 かない。気持ちはあせるが足がうまくついてこない。今シーズ

ン初の滑 りでもあり、無理をしないでついてゆく。斜面は長くとても一気 というわ

しナιこはいかない。

それでも初日は合計 5本、高度にして3,195mも 滑ってしまった。こんなに

滑っていいのかなあ。山スキーならせいぜい 1,000mか らよくいって 1,50

0mだろう。

経験者は今年は雪が少ないといっている。それでも新雪たっぶり、処女雪を縦横

に滑 り重ねることはヘリスキーにしかない醍醐味であろう。

全体に雪がすくないことを前提 として感じたことをのべれば、 トツプ付近はウイ

ンドクラスト、その下部から広がる斜面は新雪。この部分も風の影響が強いところ

ではクラス ト。そうでない谷筋では尾根の雪が吹き溜まり、やや深い新雪。樹林帯

では新雪、しかし樹株、倒木に十分積雪がなく、樹林帯は日本の山スキー風。まば

らなブッシュ帯はそうおおくはないがこれもクラスト気味 といったところか。

斜面にははっきりとした特徴がある。これは入山途中のパスからもみられたこと

だが、短い周期で着雪層と非着雪層の縞模様がみられたが、これはロツキー特有の

地層だろう。日本風にいえば傾斜のある段々畑風とでもいおうか、よう j^る に緩斜

面と急斜面の連続繰り返しである。

ほとんどのコースは中腹を境として上部はややゆるやかな大斜面、下部は樹林帯

一//´



の急斜面で、イントログループのガイ ドはときどきこの樹林帯の急斜面を割愛 して、

途中からヘリをよんだ。

広大な山域に 11名 を単位とする4グ ループが 1機のヘ リをやりくりしてあの山

この山と滑 りまくる。どんなにすべってもヘリからみたシュプールはほんとにかば

そく、山々はそれだけ広大であった。

行動中は昼食をのぞいて休憩をとらない。おくれたスキーャーを待ったり、コー

スの指示をする程度である。ガイ ドの指示は険しい山のなかでのスキーでもあり、

なかなか厳格・的確である。おもな内容は雪崩にたいする注意 とコースをはずきな

いこと、そして雪質に応 じた滑 りへの配慮であった。ィントログループには、それ

に新雪の滑り方のアドバイスもしてくれた。ぼくらのガイ ドは'Straight dOwn her

e"を 繰 り返していた。このガイ ドは、夏はヨーロッパアルプスで山岳ガイ ドをする

という一流ガイ ドで半年交替でカナダとコーロッパを行き来 している。ついでに名

刺をくれて、半年まえに連絡をくれたらガイ ドできると宣伝 していた。

昼食はヘリにサンドイッチや紅茶を積み込み、ほとんど雪原でとる。ロッジに帰っ

てとったのは、 1度だけだった。

午前に4本から6本、午後も同様で 1日 に標高差にして数千メー トルを滑る。 1

週間でCMHが 保証する30,500mは 軽 く越えてしまい。超過料金をイントロ

グループでも払ってしまった。

ロッジに帰れば、あなたのグループは今日は何メーター滑 りました……などとい

う情報が夕方ロッジのリピングルームの一角に張 りだされたり、すべてがシステム

化されている。スナック菓子 とビールなどの飲み物、それにジャグージやサウナが

待ちている。なかには連日マッサージにはげむ、おじさん連もいるし、サウナや食

事もガイドやアルバイ トの従業員 と一緒で家族的な雰囲気だった。

ほんとに調子がでるのは3日 目ぐらいからで、ようやく仲間として とけこめるよ

うになるのは、プログラムの終 りのほうだ。だから、もう一度行きたいという思い

が早 くも募っている。

コース

ALOETTE/400m  BERNADO/650m BESSEE/500m BLACK FOREST/600m BUGA300 PASS/680m

BUGAB00 PASS E/730mx4   BUGAB00 W/670m   CANON BALLEL/915m  FM/700mx4

FRENCH TICKLER/1160m   GRAND PAS/850mx3   GRAND PAS ORG。 /1100mx3

GR00VY ASS/490mx3   GR00VY ASS EAST/530m   GR00VY ASS WEST/400m

GRUMPY'S/540mx3  H.Lo GR00VY/550m  LARCH/650111x2   N.FRENCHMAN/600mx3

POWDER PIG/430mx4  ROSMARIEN/800mx3  S.FRENCHM/640111x2   SIXTY― NINE/600m

TAINT/430m
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― リ ス キ ー ー初 材 報 資

89 12/23 ～ 90 1/1  BUGABOOS

始めに

カルガリーでバスに乗り込むメンバーを見て、安心した。 50才以上と思える

人が男女ともかなりいる。少年もいる。 20才前後の人は少ない。

グループについて

館さん 仙台からの佐々木さんとともにイントログループにはいれて良かつた。

初日に足を捻挫 した蔵田さんが、午後から合流し、もつと助かつた。英語は全然

分からないので中程を滑 り先行者のまねをした。「stay high て何 ?」 といつ

せいに蔵田さんに聞いたりした。日本の藪スキーに慣れているのでひどく遅れる

ことはなかつた。しかしこのグループでも、午後半数近い人が帰り、代わりに

スタッフが加わる日は Hardに なる。ころんで最後に着いたりすると、ガイ ドは

なさけようしゃも無くすぐスター トさせる。省エネの滑 り=上手な滑 りであるの

が下手な私には辛い所である。後半の午後は足並も揃い、かなリスピィディにな

り悪天の日が無かつたので、標高差は 32315m(保 証の30500m=10万 feet)に

もなつた。そしてもう一つの泣き所は、lunch。 一度だけだつたけど、着くのが余

りに遅かつたので紅茶もジュースも無かつた。バン、クッキー、チョコレー ト、フ

ルーツor野菜などはグループ毎に分けられている。

スカディについて

ペアを組んで互いに探す練習の時、私は 13才の少年が投げたのを雪の窪みで

発見したので、踏み跡の横から投げて分かり難くした。佐々木さんが十の字型に

試行錯誤 しついに見付けたのに感動した。

コースについて

1日 毎に、広くて堅いゲレンデのような斜面と樹林帯の深雪とに変わつた。ゲ

レンデのような斜面は、下が氷河だそうである。広い斜面に来ると、我々はここ

は富士山だ、鳥海だ、またべつの所で黒部の御山谷だ、飯豊のカイラギ沢だなど

と言い合つた。でも深雪の日の段差 (倒木や岩や切り株)を ジャンプして降りた

のが今はいちばん懐かしい。始めは恐かつたけど、慣れると、fresh snow のジ

ヤンプは恐くない。 13才のコーリーも岩の上で oh Coly high jllmp といわれ

ジヤンプした。
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日本で考えると、栂池の自然園 (夏のバスの終点)に  lodge があり、今 日

は自馬乗鞍周辺、明日は雪倉岳朝 日岳、次は自馬大雪渓といつたスケールであろ

う。地元で聞いた話に、カナダのヘリスキーを体験 しているという名古屋からタ

クシーで来たある社長が、チヤーターしたヘリの上で、何故雪倉岳の頂上に着け

てくれないのか、と不平たらたらだつたというのがある。許可されていないとひ

たすら言い訳 したという。

食事

良かつた。毎回変わるサラダ、バン、デザー トのケーキ。 4時頃でるsnackも

必ず調理されたもので、鮨 (鮭のにぎりと巻き寿司)が出た時は、外国人も群が

つて食べた。メインは 鱈 鴨 ポーク ビーフ 鮭 チキン ラム と毎 日変

わり、おかわりもできる。必ず 3種のつけあわせがある。女性だとおかわりしな

いで、ちょうどいい位の量である。鱈の甘いレモンソースの時以外はおいしかつ

た。

ガイドについて

イントロクループにはスイス人、オース トリア人、そして一日だけ女性ガイ ドσ

」osが代つて来てくれた。スイス人Erickは 律儀でラス トを努める時は必

ずラス トを守り、ヘリの中では ドアが外から開けられるまで必ずシー トベル トを

していた。彼に膝を絞めて曲げで 上体は relax relaxで down up downで

滑 りなさい、と2回 も言われてしまつた。また堅い斜面で follow me といい

大きい弧で滑つてくれて、それに付いて行けてから、スピー ドヘの恐怖感が少し

減つた。彼はスキーが上手すぎ、樹林帯で、slow down no risk no risk と

言いながら鮮やかなウェデルンで下つてしまい、残された皆で、あれが slowか、

と言い合つた。

仲間について

後半にColyが 上のクラスにゆき、モノスキーの人が代わりに来たりしたが

ほぼ同じメンバーで滑る。始めは、黒のウェアの人とか、赤の人、水色の人など

いつていたが、顔で見分けられるようになり、男性でさえ、ウェアを変えてる人

がいるのが分かつた。英語ができれば親しくなれて、もつともつと楽しいと思う。

羊羹がアメリカの日本料理店でスライスされて、デザー トとして出て来るなどと

言う話も聞けた。 (蔵田道子 佐藤晶彦 館浩道 白沢光代記 )
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