
カ ナ ダ ヘ リ ス キ ー (ゴ シ ッ ク ス )

◎ ヘリトラブル 90年 1月 5日 (金 ) 天気 小雪  気温 -3°

この 日は、朝か ら少 し暖かか った。 いっ ものよ うに、朝食後準備 を して ヘ リ
に乗 り込んだ。数本滑 ったあ と、 スナ ックを食 べなが ら休憩を している と、他
の 3つ のパ ーテ ィも三 々五 々集 ま って きた。全員集 ま ったので、 ここで昼食か
と思 ったが、 まだ 11時 と時間的 に少 し早 い。 しば ら くは、 それぞれが思 い思
いに過 ご していた。 しだぃに、雪 もみぞれ に近 くな って きた。 ガ イ ドは、 トラ
ンシーバで どこか と交信 してい る。何 か様子がおか しい。 その うち、集 ま って

相談 してい るのを見 た り、 「薪を集 めて ほ しい」 と言 うのを聞 くと、 よ く分か
らないが何かあ ったよ うだ。焚 き火 にあた りなが ら トランシーバでのや りとり
を聞 いてい ると、 「フ ロン トガ ラスが凍 りつ いた」 とか 「ローターが動 かな く
な った」 とぃ った ことが、断片的 に聞 こえて くる。 ど うもヘ リコプターがみぞ

れのせ いで飛 べな くな った らしい。 2時 頃ガ イ ドよ り正式 に話が あ った。 「ヘ

リが飛べ な くな り山中に不時着 してい る。モ ナ シー と レベル ス トークに応援を

要請 したが、到着 に時間がかか るので、今晩 は ここに泊 まる。雪洞を作 るので

手伝 って ほ しい。」 と。 1時 間余 リスコ ップで穴を堀 り、 スキー板 で屋根を作

り、 その上 に雪 のプ ロ ックを のせ る作業を した。 ほぼ出来上が った頃救援 のヘ

リが到着 した。子供 ・女性 の順 で ビス トン輸送 し、 4時 過 ぎに全員無事 に ロッ

ジに帰 り着 いた。

今 回、周 りの人 々を眺 めていて興味深か ったのは、 それぞれ の国柄が如実 に

現れて いた事 だ った。 ヨー ロッパ人 は、ザ ックの中にセーターやベス トを入 れ

ていた。 アメ リカ人 は、何 も持 っていないが、 ウェアの下 は結構厚着を してい
ヤた。 日本人 は薄着 で何 も持 っていない とい う、ゲ レンデスキーのいでた ちだ っ

た。 また、 こうい った状況 に慣れ た人 とそ うで ない人 の差 が 目についた。前者

は、 自分 の役割 を考 え一つ一つの行動が違和感 な く見 えた。 ヨーーロッパ人 に多

か った様 な気がす る。後者 は、 どことな く不安 げだ った り 。何 も考えて ない様

子 に見 えた。 日本人 は こうだ ったよ うだ。 日頃 の 自然 とのふれ あいが少 ないせ

いなのだ ろうか。

ヘ リスキー と言 うと商業 ベースに乗 っているため、 ゲ レンデ スキーの延長 と

考 えが ちである。 しか し実際 に滑 るエ リアを考 え る と、山 スキー と何 ら変わ ら

ない。 自分 の置 かれ る状況を考 えた準備が必要で はないか。今 回は、厳 しい状

況で はなか ったが、正直言 って、 ビバークな しにすんでホ ッと した。
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