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手塚

紀恵子

この夏 は、イ ン ドのガル ワール・ ヒマラヤ という山域で、山登 りをしてきました。 ヒン
ドウー教徒に とつて聖なる川であるガンジス、その源流部 にあた ります。ガンジスに添 つ
てさかのぼると、 ガンゴ トリという聖地に着 きますが、 ここが交通機関の入る最奥 の場所
で、お寺やサ ドゥー と呼ばれる不思議な人々が いて、飽きな い所 です。イ ン ド中か ら巡礼
がやつて くるあ りがた い場所ですが、ガンジス も ここまでさかのぼるとす っごい激流で、
沐浴す るな ら命懸け、ザイル必携にな りますが 、心臓 まひも心配です。氷河がす ぐそこま
で迫 つて います 。
私達 は、 ここか らガンジスの本流を離れ、支流 であるケダル谷 に入 ります。もちろんこ
こか らがキャラバ ンで、ポーター は全 員ネパールか らの出稼 ぎ、 12才 の少年か らかな り
高齢 の人 まで、厳 しい現実 を見 る思 いです。彼 らには山ほ ど背負わせ 、 自分達はデイパ ッ
ク、 こんな事で いいんだろうか と、 しき りに 自己嫌悪に陥る ヒマラヤ初見参 の人も いまし
た。 こういう問題 、深入 りすると本当に難 しいのです。ケダル谷に沿 つて遡 る事 5日 、氷
河のモ レーン上に BC建 設。 ここにはとつても大きな氷河湖があ つて、鋭鋒テ レ・サガー
ルを映 して、夢見るような美 しい場所なのです。ちなみに、 このテ レ・ サガール (690
4M)は 、マツターホル ンをも つ と鋭 くしたような山容 で、イ ン ドヒマラヤでは第一の難
峰、 しかもこのケダル谷 か らのル ー トはまだ未登 との事。私達は、終始 この鋭鋒 を仰ぎ見
なが ら山登 りをする事 になるのですが、テ レ・サガールを見 なが らジョギンに登るという
のは、 「ちょうど、槍 を見なが ら蝶 ガ岳に登る感 じかな。」 とうまい事 を言 つた人がいま
す。
さて、私達 の登 つた蝶 ガ岳のような山、 ジョギンは、ひたす らケダル谷 をつめて いけば
よ いの です。 ABCの 上か らは、アイスフ ォール帯が始 まり、ザイル必携 の本格的な山登
りにな ります。氷河以外 の岩場が剥出 しになった所は、落石がひ どく、音 もたてずに空 中
か ら突然岩が飛び出 して来 た りするのは、恐 いとも思えず 、ただただ唖然 として しまうば
か りで した。 Clは 、 クレバスの心配な氷河 の上 、歩 くとビシーッ、 ビシー ッと音 が して
氷 が割れ るのは恐怖 で したが 、突然人間が落ちる程 には開かないもんだ と分 かれば、慣れ
るもんです。それでも、亀裂 は確実に広が りますか ら、 ピッケルなんかの小物 は注意 しな
い といけません。 クレバスの大き いものは、 いったん底 まで降 りて、反対側 を登 り返 した
りも して、 これが何 しろ空気 のうす い所ですか ら、け っこう気力を削 ぐもので した。 ダブ
ルアックスは、不慣れなもんで、息があがってかな り苦 しく、 これを無理 しても右手一本
にすれば、 とつても楽 にな ります 。熟練度のな ぃ技術 は ヒマ ラヤでは通用 しな い、 としみ
じみ思 いました。
C2は 、ほとん ど氷河 の源頭部で、 ここか らアタックをかける事 にな ります。アタック
の朝は、早朝 3時 出発。 ここまでほとん ど高度障害 らしいもの を感 じずにきた私も、 この
朝 は、吐き気が して、寒か つた し、 さすがに辛 く感 じたけど、不思議な事 に 日が昇 つたの
と一緒 に治 つて しまいました。氷河が稜線 に突き上げ、垂壁 を登 つて雪屁 を越える所 が、
最大 の難所で した。それでも登 りは何 とでもな るもんですが、下 りは、なかなか大変で し
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た。話 が前後 して しまうけれ ど、垂壁 にはダンラインを張 りました。ユマール で下るとい
う技術 を持たない私は、プルージックで下るのだけれ ど、垂直では全然利 かな くて、落ち
た くな いと思 うだけで疲れて しまう。ただただ長 い壁 で した。 こうい う時 はどうするのが
本 当なんで しょうか。
稜線 に上がると、後はちょつと傾斜 のきつい稜上 をただただ辿るだけ。晴天 にも恵 まれ
て、 360度 の山岳展望を満喫 し、頂上で過 ご した束の間の時間 はまさしく至福の時 で し
た。 日本人は、ただただ写真 を撮 りまくっていましたが、ィ ン ド人 ス タッフは、線香や ら
ココナツ、神様用に売 つているハ ッカの味 の菓子に、神様 のブロマ イ ドまで、あれ これ上
頂 に並 べ たて、ガ ンガ神へ の感謝の祈 りを捧げだ しました。 これにはちょつと心動 かされ
るものがあ りましたが、 この祈 りのシーンを映すべ く、 またまたカメラ を構える 日本人で
した。山頂 には、 30分 しか い られ ませんで した。でも これは正解、午後か ら崩れるのが
ここ らの天候の特徴 で、追 つ掛けるように しつか り雪が降 つてきました。そ してアタック
の翌 々 日か らは連 日の雪、登頂 できたのは本 当に運 がよかつた と思 いますが、イ ン ド人 ス
タッフはネ
申様 のおかげだと思 つて います。
一度高 い山の頂上に立 ってみたいと思 つて いましたが、済んで しまえば どうって事な い
のが以外で した。それでも、登れなければあれこれあるんだろうな と思 うと、 どうってこ
とないというのは、きつと大満足 という事なんで しょう。準備の段階の仕事 の煩 わ しさと
か、技術面、体力面の不安 とか、 トレーニ ング山行をさば りた いとか、行 きた くな い理 由
もあれ これあ つて、実は何度もや めよ うと思 つたけど、気 が弱 くつて言 い出せな くて、 と
うとうお金 を払 つて しまつて…。それでも、最高の結果を得る事ができて、あれ これ手 を
抜 いた事、本当申し訳な いような気持 ちも しています。
BCに 戻 ると、 コ ックや キッチンボーイが、 ここら辺に いつぱ いある平た い板 を上手に
んで
積
、巨大なダイエ ングルーム を完成 させ、花 を飾 つて歓迎 してくれ ました。信仰厚 い
このコックは、キ ッチンの 中にも祭壇 を作 り線香 をあげ、私達 の登頂 を祈 つてくれていた
そうです。 「何 のネ
申様 を信 じているの。」 と尋 ねると、 「何 とか と、かん とか と、ハ ヌマ
ーンJと いうので、 「知 つてるわよ。ハ ヌマーンて猿 の神様 よね 。Jと 軽 く言うと、 「ハ
ヌマー ンは、勇気があ つて、知恵があ つて、等 々」 と真剣に話 してくれて、ハ ヌマー ンの
奇 つ怪な様相だけを捕 らえて、 こんなものが どうして信仰 の対象になるのか、と思 つて し
まつた私だ つた けど、 コックがハヌマーンのすばらしさについて語るのを聞 いて、本 当の
信仰 つて、 目に見えるものに惑わされず真実を見抜 くものだつたつけ、 とハ ッと気づいた
もので した。。 ヒン ドウーの教え つて、含蓄にとみ、深 いものがあ ります。 あのけばけば
しいネ
申々は、愚か者に対 して真実 を巧みにカムフラージュするためのものなのかも しれ ま
せん。 BCで は、近 くで放牧 している羊 を一 頭買 つてきてサクセスパーティー を開きまし
た。平た い石 が鉄板代わ りの焼 き肉は、醤油味で実に美味で したが、 これは 日本人による
もの。それ以外は コ ックに任 せた ら、晩、朝、昼、晩 、 と4食 続 けて、 当然 の事 なが らた
だただマ トンカレーがでました。
そんな こんなで楽 しい旅 で した。次は 7000M峰 かな、 ともう馬鹿な事 を考え始めて
いる私です。
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