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5/1(土 )[曇 り時々晴れ]

七倉のゲー トが開くのをタクシーの中で待ち、その間に登山届けを出すと、小さな記

念カー ドをくれる。GWハイシーズンのせいか、信越放送 (SBC)の 取材で、タクシーを

途中で止められたりしながら、撮影するという。それも3台 目位までで、4台目の我々

の車になると、もう終わりつて感じで、笑ってしまった。

ロックフィルの高瀬ダムの上で降車。目の覚めるような冷たい風が吹いている。この時

期、ここまで入れるのは限定 10台だそうだ。4人ずつ乗って、40人、殆んどが北鎌

尾根で、 1パーテイー烏帽子へ向かった。どうせ車で入れるのなら、この先の車道終点

まで入れればいいのにと思う。約 1時間の歩きだった。

長大な硫黄尾根はアプローチも長い。右岸につけられた道を歩き、途中 1箇所、河原

に降 り、鉄塔下を登り返す。

水俣出合で吊橋を渡る。水俣川に沿う、側壁の通過は足場が悪い。田中さんが、ここで

ピッケルを落としてしまい、拾うのに少し時間がかかつた。聞くところによると、北鎌

の登 りでここが一番緊張する所だそうだ。 10分程行くと小さなケルンがある。どうや

ら硫黄尾根の取付きのようだ。北鎌へ向かう大勢のパーティーと別れ、 1休み後、スパ

ッツを着けて、急な登りとなる。踏み跡あり、赤布の標識あり、難なく尾根の平坦地に

出た。下部の尾根歩きも長い。

硫黄尾根の核心部は、下部の硫黄岳ジャンダルム群と、上部の赤岳ジャンダルム群 と

に 2分される。下部の硫黄岳ジャンダルム群に到達するまで、鬱蒼たる針葉樹林の中の

急な登 りが続 く。途中、4人のザックが置いてあり、不審に思ったら上で、空身で降り

てくるパーティーがいた。偵察なのか、硫黄岳アタックなのか、聞かなかったが、何と

も中途半端な登山に思える。

展望が開けてくると、いよいよ岩稜帯となる。 2峰だと思うが、下 りにフィックスロ

ープしてあり、少し手掛かりにしながら、慎重に下る。 3～ 6峰間は、逆層の脆く狭い

岩稜を気を使いながら行く。最後の 7峰からハイ松帯の下 りで、小次郎のコルに出る。

ブロックを積んだ跡があったので、少し崩して今日の幕営地とする。4時の気象通報

で、天気図を取った。今日の曇 り空ながらの、まぁまぁの天気は日本を覆った高気圧の

お陰だ。中国モンゴル寄りに 1,004ヘ クトパスカルの低気圧が発達して、東に向か

うと言っていた。その後の各地の天気予報は、本州南岸の前線の影響以外、明日の午前

中位は持ちそうだと言っていた。
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5/2(国 )[雪のちみぞれ、夕方から風 ]

風もなく暖かい夜だった。朝起きると、雪が降っている。

悪 くはない。北鎌尾根が見えている。風も無いので、今日、
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意外だつた。視界はそれ程

動けるうちに、前進 しよう

ということになった。

明日の方が、天気は悪 く

なると読んだ。

コルから硫黄岳まで、や

せた稜をアイゼン、ビッ

ケルを効かせて、 1時間

半程で登 りついた。

もう、積もった雪で トレ

ースは消えかけていた。

硫黄台地に向かう尾根を

間違えそうになる。
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硫黄台地が終了 となる

と、急な下降となる。

岩稜帯となり、どこを下

っているんだろうと、不

明瞭になるが、慎重にル

ー トを選んで、やがて懸

垂下降を強いられる。

湯俣側に降りて、再び稜

線に出る。雷鳥ルンゼか

ら南峰までは問題なく行

く。 1・ 203峰 と、歩

きにくいがリッジ通しに

行 く。ハイ松の所で 1休

みする。冷えて寒 くなっ

て きた。オーバーズボ

ン、オーバー手袋を着け

る。 4峰 の下 りだ と思

う。
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硫黄尾電図

2回程、懸垂下降して、 5峰に取付くのに、稜線通 しに行けず、岩稜の下に、幾つか、

雪の上に踏み跡があった。

2番 目の雪壁から岩稜に取付く所で、 トップの関□さんが、「アッ」と言う声と共に滑

落する。積もった雪の下の氷に足を取られた。声を掛けたが、応答がない。もう見えな
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くなっている。きれいな雪面だつたので、万が一ということは、考えられなかった。

とにかく降りてみよう。怪我でもしてたら、下でビバークしようと思った。急で凍って

おり、いやらしかった。二重遭難を避けるため、ゆっくり慎重に下る。

30分もしないうちに、関□さんが元気に登ってきた。「いや一つ、よかった」と思っ

た。湯俣側へ 200m以 上は滑 り落ちている筈だし滑落した、その下の岩稜に取付き5

峰、 6峰 と、懸垂下降、 トラバースを混じえ、ザイルを出しながらの、核心部中の核心

部のいやらしさ極まる場所を行く。

濡れによる冷えと、疲労は、もう限界に達していた。

ザイルを巻き取るのも億劫だ。 6峰の下 りで、懸垂下降。そのザイルを関口さんが巻き

取ってくれる間、田中さんが先に行 く。 7峰の登 りで、2番目に行った関口さんが岩稜

と雪の足場のリッジで、再度、滑落してしまう。信じられなかった。滝谷、谷川一ノ倉

沢など、日本を代表するルー ト登攀をこなして来ており、つい4月 も、鹿島槍 。東尾根

で トレーニングしてきたばかりの日山協の指導員でもあり、県庁山岳会でもトップクラ

スの人である。

スパ ッと切れ落ちているので、岩に衝突することなく、空中を落ちて、狭いルンゼの雪

渓へと落ちて行った。前にも増して傾斜があるので、今度はダメかと思った。田中さん

は、もう先を行って、姿が見えない。 2人に何度となくコールするが無駄だった。 1人

で降 りて行く訳にも行かないし、どうすればいいんだろうと思った。登った場所から少

し下って、落ちた方向を見れる所に立った。いくら声を掛けても、下から応答がない。

身体は寒さと、恐怖も手伝ってガタガタ震え.が くる。もう遅い時間帯だ。

千丈沢がやけに優しく見える。滑落した手前と下の休み場所を2往復する。

長い時間だった。田中さんが戻ってきた。 1時間位たっただろうか。関□さんが登っ

て来た。まるで、映画か、どこかのコマーシャルの様だった。不死鳥のように、よみが

えってくる人だ。 8峰 を慎重に トラバースして、懸垂下降で、中山沢のコルに降 り立

つ。 1張 りのテントがあった。すでに風が強くなり、押え込みながら、テントを張る。

全身グショグショだった。関□さんは胸と足のヒザを痛めたらしい。もう疲労困億だつ

た。熱い紅茶とバンで一息つく。濡れた被服で腹が冷えた。烈風の中のキジ打ち。遅い

時間の食事で、やっと寝られた。

硫黄尾根
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5/S(月 )[晴れ時々曇 り]

2万 5千分の地図では、8峰の2,416mの ピークが赤岳となっている。「岳人」

のクライミング、メイ ト、クラブのルー ト紹介では、中山沢コルを過ぎた2,424m
のピークが赤岳となっている。又、 1980年 6月 号の「岳人」では、その先の2,5
01mを 赤岳と紹介している。

一晩中、強く吹いた風が、次第に弱くなる。先に張ってあったテントのパーティーは出

発した様子。Plの傾斜の強いリッジを行 く。2,426m峰 から一旦下 りになり、

2,501mの ピークに出る。その先の 4・ 5峰で先行パーティーの 2人がザイルを出

して通過していた。我々はそのままフリーで行く。ダケカンバ平に着いて一休み。テン

トを設営した跡があった。その先の雪稜も気を使う。やがて西鎌尾根に出合う。槍ケ岳

まで結構時間がかかる。去年と比べて、雪が少ない様子。その分、イヤらしさが増 して

いた。千丈沢乗越から、ゆっくり、ゆっくりと歩を進め、槍ケ岳の肩に出る。槍の穂先

へは、混んでいて時間がかかりそうだったので、登らず、そのまま槍沢を下る。遅い時

間帯なのに、軽装で登って来る人がいる。カブ ト岩のある槍沢ババ平のキャンプ場で暗

くなる前にテントを張った。

5/4(火)[快晴]

快晴無風。一番悪い時に行動した様だ。関口さんは、日に日に痛さが増 してる様だ。

下は雪が多い。一ノ俣まではもちろん、スキーでワサビ沢あたりまで、滑って来れそう

だ。横尾に出ると人が多くなり、華やかさが増す。明神の先で 7人のパーティーから、

上高地のバスターミナルにタクシーを予約したので、同乗しないかと誘われる。 2台の

タクシーで、慣れた裏道 (り んご畑の中と狭い路地)を通つて、渋滞もなく松本駅に到

着 した。

別パーティーの計画があった。苗場山～佐武流山～白砂山そして三国峠に出る山行だ

った。そちらに参加したかった。 30日 が休めなくて、硫黄尾根パーティーに潜 り込ま

せて貰った。硫黄尾根は、一度は行ってみたかったコースだけに、感慨も一しおだ。途

中、滑落事故などがあったものの、大事に至らずに済んだ。

第一には、気象判断のミスである。GW中の予報は、当初から2日 が悪いと言ってい

た。現実には、あまり感度の良くないイヤホン式のカー ドラジオを携帯し、天気図と各

地の予報からして、 2日 より3日 に、ずれ込むと安易に考えた。

中山沢コルにいた2人組のパーティーは、要所要所、ザイルを出しながら、時間をかけ

て慎重に登っていた。

/′



Ｉ

魅

特に、事故が起きた前後は、急峻でビバーク地を得られなかったことで、悪天時の場合

には、余計焦 りが出て、スピーディーに行動しようと思ってしまう。

メンバーが少数である程、事故者は、自己脱出することしか殆んど、なす術がない事な

どを痛感 した。

岩稜登攀にしては結構、バランスを失う程、重荷にあえいだ。

食料計画を含めて、反省点も多い山行だった。

→ 小次郎のコル
14:00

5/2 起床・出発 → 硫黄岳 → 雷鳥ルンゼ → 南峰 → 中山沢のコル
2:30  4:30     6:00                  11:30     16:30

5/3 起床 。出発 → 赤岳 (?)→ ダケカンバ平 → 西鎌尾根 → 槍ケ岳→

6:00   9:30    10:00        11:15           12:40        16:45

→ 槍沢ババ平

量生
 テ変

・
t電。

→ ~の俣 → 徳沢 → 上高地 → 松本 →
7:30      10:00   11:50    13:10  14:00
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