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ア トラス トレック ツアーリーダー西村豊一       日沢光代他 3名

8/4(木 )成田空港の団体カウンターに近付くと、黄緑のポロシヤツに (青 いシャツ

をはみ出させている)派手なクライミングタイツ (半分に切つてある)を着た日本人離れ

した男性から「自沢さん?Jと 声をかけられた。ツアーリーダーの西村氏であつた。程な

く原内氏、及川さん、そして中塚氏がやつてきた。原内さんはかつてのツアー仲間として

二人と顔見知 りであつた。 3人はエルブルース キリマンジェロに登頂し、及川さんは日

部井淳子さんのアコンカグワツア の登頂者でもあつた。モンプランが最高峰の私だけが

問題の人である。今年より来年の方が強くなれるなんで事は絶対に無い私は、ダメでもい

いと参加したのだ。昨年のグランドジョラスのガイドのジヤン マリーの「日本人にして

は強いJの言が頼りで、もしかしたら登れるかもと思つていた。

シアトルで荷物を受け取 り、米国入国手続きをしてから、マイアミ行きにのる。乗り継

ぎを入れ 17時間で着いた。空港内のホテルMIAだ ったので、「外は暑いかな ?J「暑

い。Jと 一歩出ただけだつた。

8/5(金 )キ トー行きの飛行機は16:45で 時間がある。男性の部屋でガモウバッ

クの取り扱いの練習をする事になった。説明書を読みながらのリーダーの指示で気圧計を

付け、足踏みふいごを付け、フアスナーを開めてから、空気を入れる。ある程度まで中の

圧力が上がると、それ以上の空気はツト気され、換気が起こるようになつているのだが、人

が入つている間は 1分間に 10回の割で,S、 いごを踏み続けないといけないという。全体重

をかけてやつと踏める,も、いごなので重労働である。「そうなつたら4ヽ屋中の人に頼みます

よJと リーダー。さらにアタック時にはダイナモックスを全員飲んでもらいますという。

4時間でキトーに着く。食料や酸素が入つているという、ダンボール箱が出てこない。

ガラパコスに行くという日本人パーティも荷物が一つこないそうだ。出迎えの松本さんに

つれられ、ホテル スカンジナビアヘ。標高2800mの 首都キ トーの現地人は秋物上着、寒

い朝は冬7/Jセ ータ ーといつた服装であつた。

8/6(■ )[晴時々曇一時雨]PasOchoa(4200m)ヘハイキング

380m迄 車で行き4200mま でハイキングという事で、現地ガイドのオズワル ド (21才 )

の運転で三菱の4WDで 8時に出発。町から車で 1時間も離れると、緑も濃くなる。牛馬

黒豚まで放牧されている。舗装道路を離れ少し行つた事務所で入場料を払つている。 (後

で松本さんに聞くと「自然保護区なので必要Jと の事である。)さ らに悪路を行く。あん

まりだ 1と 思つた辺りでオズワル ドはインディオに聞いて間違えたとバックする。レスト

ランという建物の所で、ビン入リジュースを飲んで出発。だらだらした丘がずつと続くそ

の先の付足したような尖つたピークに行くのだそうだ。
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中塚さんとり=ダーの高度計は 2800m前後を示 しているので、話と違うとリーダーは責

められている。乾ききつた苔が付いた樹林帯の整備されたハイキングコースを、オズワル

ドはゆつくりしたペースで行つてくれる。何故か、私はこれ以上速くは歩けそうも無い。

ハイカーが猛スピードで抜いていつた。時々めずらしい花を見る。雨期には花であ′も、れる

のかなと思う。樹林帯を抜けても高度は一向に上がらない。

ランチにオズワル ドは半分ぐらいの大きさのフランスバンにハムとチーズを挟んだもの

と、ジュース 乾燥果物 ビスケツト 飴の入つた袋を渡してくれる。その後、渡される

バンは日毎に小さくなつていつたが、いつも 「半分でいいよ !Jと いう量だつた。

ハイキングコースを離れると、踏み跡程度の道になる。雨が降り30分程で止む。泥壁

が現われた。オズワル ドがザイルを垂らしてくれる。さらに手と足を使つてよじ登ると小

さなピークに着いた。次のピークまで登れば 4000nと いうことで、さらにもう一つ登る。

晴れていれば、C otopaxiが 日前に見えるらしい。本峰に行くにはザイルとハーネスが必

要とのこと。もう 2時。松本さんとの夕食の約束は 6時だから帰りはできるだけとばして

はしいという。泥壁でザイルを回収 しているオズワル ドを置き去りにし、先頭で下る。途

中から登りと違うコースと戸惑つておると、潤れ沢に行く手を阻まれた。先頭交替の声で

再びオズワル ドが先頭。彼はどんどんビッチを上げる。しかしキトーに帰れたのは 6時半

であつた。今日はかなリハードなハイキングだつた。

この夜ホテルは停電だつた。松本さんにつれられ行つた美味しい中華料理店 (自家発電

を持つている)の 夕食後の、ホテルのシャワーは水しか出なかった。

8/7(日 )[晴時々曇 1時霙]R¨u(old)P ichincha 4698m登 山

9時に再びオズワル ドの運転で出発。3900mの アンテナの所まで車で入れるという事で

悪路が長い。雨期だと車がスタツクし降りて押すこともあるという。駐車場に車を置く。

あるのは4WDだ けだ。だらだらした草原の向こうの尖つたピークを目指す。取りつきの

手前のケルンで4200mだ という。岩場には取りつかず、巻き道を行つてから、がれ場を登

る。この辺りで息が切れて皆についていけなくなる。ザックを持つてもらつても追い付け

ない。すぐ山頂で、3パ ーティ程が十字架の近くに屯してる。今日も景色は見えないい。

寒いのでランチもそこそこにすぐ下る。なんと霰が降りはじめた。登りと違うところを

下つていると思うと、富士の須走りのような斜面になり、駆け降りたオズワル ドは下で待

つている。200mの ケルンで休憩。私は花の写真を撮るため先に下らせてもらう。多肉質

の葉にへばりつくように花が咲いている。アンテナ群で、赤いヤツケを着た若いオースト

リア人の女性が二人、ビツチハイクのため我々を待ち構えていた。再び悪路を下る。今日

は山より悪路の車の方が辛かつた。

お湯のシヤワーが使え快適。この夜再び停電。蟻燭で焼肉店で夕食。
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8/8(月 )[晴 ]ウ インパー小屋(5000m)へ 行つてからリオバンバヘ

時間に正確だつたオズワル ドが遅い。なんと、バスがス トだそうだ。人間を満載した ト

ラックが何台も通る。大型ザックやスーツケースは車の屋根に載せ、丁寧にシー トを掛け

る。10:00時発。アメリカンハイウエイからは、雲をのせたC otopaxiを 見る。

ハイウェイを離れ、標高が上がると、砂礫の大平原が広がる。Chinlborazoは I■l蘇の大

平原に氷河を着けた山が聾える感じだ。人も動物も車もいない。たまに来る車はものずご

い砂埃を巻き上げている。何かの小屋がポツンと一つ。やがで麓に小屋が見えてきた。標

高4800mの この1ヽ屋までは、バスもタクシーも来るそうだ。何台か車も停車している。

5000mの ウインパー小屋はすぐ上に見える。何も持たずに行つてよいといわれ、私はス

トックだけ持つて、ゆつくり歩いてくれるオズワル ドに続く。 30分で着く。途中で子鹿

のようなビクーニアを遠くに見る。足元には時々花もある。小屋の周りには日向ばつこの

人もいる。ここまでの観光客も居るらしい。写真を撮る。小屋では Chittorttoの 絵はが

きを売つている。町では買えないというので 20枚、30枚 と買う。 1枚 1500ス クレ(75円 )。

この小屋とは反対側からの全身を雪で包んだ見事な写真だ。

車で 1時間でリオバンバ (標高2800m)の町へ。途中で、夕方の光に輝く山の写真を撮る

ため車を止める。放牧中のアルパカも見た。この辺りのインデイオは中々豊かな感じで鮮

やかな色のポンチヨを羽織つている。着いたのは石畳の古い町だ。中心部にある ホテル

Montecarloは 、吹き抜けのロビーの周りに部屋がある造り。我ら女性に当たつたのは、

ダブルベットーつにシングルベットが二つ、ベランダからは雪の C hinborazoが見えると

いう最高の部屋で男性に大いに羨ましがられた。また停電。なんと水も出なくなる。 30

分毎に点灯したり消えたり恐くてシヤワーが使えない。ホテルのレストランで魚料理の夕

食。スープも美味。

8/9(火 )[快晴] ウインパー小屋からウインパー稜のピナクル(5250m)ま で

バナナと蜜柑 (美味だが種だらけ・果物は全て品種改良以前の物)パパイアの付いた朝

食は中々良かつた。荷物を預け、チェクアウトし、出発。

明日我々が登る予定の西稜には、しつかりと今日の トレースが見え、下つて来る人も、

ポツンポツンと見える。小屋に入ると、大きなランチのパツクを渡される。自分の飯ぐら

い自分で持てといわれるが、必要量の 2倍も持たされるのはゴメンダというのが本音。

ランチは戻つてからということで、出発。ザックを二つ持つてきた皆はザブで行く。一

つの私はデポするつもりのビツケルだけ持つ。運動靴が二人ガントレが一人軽登山frtが三

人の不揃い。上部には雪もある。履きかえる時間も無いので私は運動靴のままだ。リーダ

ーもそうだからまあいいか。 2ビッチで稜線上のビナクルに着く。雪はステップができや

すい程よい堅さだつた。ウインパーコースは始めは緩いが、上部では急になる。
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小屋に戻つてランチ。皆よく食べる。半分食べれれば日本人としては上々だ。バナナ、

リンゴ、蜜帖、チキン、バン、ポテ ト。今から寝袋、アイゼン、防寒具など全装備を背負

つてウインパー小屋へ登るのだ。ここで私は新品のプラブーツに変える。原内さんの「一

番上は締めないほういいよ。Jのア ドバイスが助かる。柔らかいので違和感は少ない。

35分程で着く。小屋は 2階に部屋が 3。 どの部屋は 2段になっていて、 1段にマツト

が 8枚。我々は 6人の貸切である。少し休息。もう一人のガイドとコック役の女性が来な

い。 6時近く、オズワル ドは迎えに下り、リーダーはお粥を暖め始めた。原内さんは自前

の梅粥を必死に飲み込んでいる。食べられそうも無いので、私はお粥に手を付けない。ビ

スケット3枚 とヨーグル ト少々でおしまいにする。バスのストで予定のガイドは来れず、

Hugo Torres at Adlentureの 社長が女性社員をコックとして連れ自らやつてきた。

8/10(水 )[晴 ] ChinlborazO西峰 6267mヘ

11時起床。浅い睡眠だつたけど寝れた。食欲無く、スープ少しを飲んで朝食とする。

オズワル ド 自沢 及りIk Hugo 原内 中塚 西村のパーティに別れて 12時ヘットラ

ンプで出発。満点の星空。天の川もはつきり見える。そして先行者のランプがチラホラ見

える。がれ場を登る。かなりの斜面になり、雪が出てきた所でアイゼン装着。オズワル ド

はアイゼンの締め具合を一人ずつ確かめOKと 言う。懸垂氷河の上をトラバースする辺り

でアンザイレン。雪の斜面をひたすら登る。5400nの コルに出た所で休憩。我々の下には

ランプは見えない。男性はH ugo 原内、中塚 西村の二つに別れている。及川さんは

「このペースで登れますか ?Jと 心配そうに西村さんに聞く。山頂へのタイムリミットは

10時だと言われている。「大丈夫だろう。 1次の休憩で及川さんは防寒具を着る。「上

に行くと寒くなりますか ?Jと 聞くと「どんどん寒くなるよ。Jと の声にあわてて厚いセ

ーターを着る。4時半頃ライトが消える。西村さんに電池を替えるように指示される。素

手で操作できるのはこの寒さが限度と感じる。この後、手袋が分厚くなく、日だし帽も薄

い私は寒くてたまらなくなる。休んでくれると体が震えてくる。急斜面なので、ザックか

ら何かをだすという気になれず、だだひたすら登る。

6時に明るくなる。西村さんに3回「自沢さん大丈夫 ?Jと 聞かれた。「大丈夫です。

Jと 答える。頭痛も怠さも無い。息がきれるだけだ。 1歩 2呼吸、 1歩 3呼吸、最後は 1

歩 4呼吸。しかし止まらず歩けるので、行けると自分では思つている。でも、後日雑談の

時「白沢さんをどこで降ろそうかと散々迷つたよ。でもゆつくりだけど、全然止まらない

からな。Jと 言われた。

中塚 西村パーティは先行し始めた。休んだ時震えているのをオズワル ドに発見された

「Are yOu cold?]と 言つてから、31つ 張 り始めた。無理だよ !、 後と前のザイルがピンピ

ンに張り動けない。山頂には日が当たつている。上半身に日が当たる。膝に当たる。そし
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て足に当たる。やつと着いた。 8時 10分だつた。なだらかな雪の山頂。何人かの人も居

る。緩く下つて登つた、丸いピークが最高峰のウインパービークで細いトレースがある。

左のピークにはパラパウントの姿が見える。遠くの雲海の上に Cotopaxiの 円錐形の姿が

浮かんでいる。オズワル ドが「ドリンク」と言うが寒い。厚い毛糸の帽子をザックから出

しで被るとやつと暖かくなる。写真を撮つてすぐ下る事になる。

及りIIさ んを先頭に、お腹が空いたな、少し怠いなと思いながらどんどん下る。かなりの

急斜面だ。寒いので雪は固まらず階段にはなつていない。コルで休んでいる人も居る。コ

ルから斜面に降りる辺りの雪面に、コースを示す旗とクレバスを示す旗が色を変えてさし

てある。「7月 にこんなの無かつたな。今がシーズンなのか。」とは西村さんの話。今日

は20名近く登つていると思う。岩場に出て、オズワル ドのザイルオフの声に思わず歓声

を上げてしまつた。がれ場でアイゼンを外す。 10時半だ。小屋までばらばらに歩く。飴

を3個 しか食べていないので、とつても疲れた。小屋に着いたのは 11時。 12時にラン

チを食べるように言われるが疲れすぎて食欲は無い。チキンスープのチキンを取つてもら

いやつと半分飲む。

今日我々が乗るのはおんぼろFORD。 バッテリーが上がつたとかで三菱の4WDに 引

つ張つてもらう。三菱からは、 2日 遅れでやつてきた福島キャノン山岳会の 2名 が降りて

きた。明後日に登る予定である。エンジンが掛かつた車がやつと戻つてきて 2時半出発。

この車は、寒いから窓閉めてと頼むと「壊れていて閉まらない」そうだ。後に積んだザッ

クは砂埃に塗れていた.

再びリオバンバのホテル。今度は 1階の窓の無い部屋を割りあてられた。チェツクアウ

ト前とかで、きちんとパックされた荷物が何個も置いてある。なんとかしてというとホテ

ルマンは荷物を隣の部屋に移してしまつた。急いでシヤワーを使う。夕食は Hugoに 連れ

られレス トランヘ。中々美味しかつた、魚を頼むと一昨日のホテルのと全く同じだつた。

コーヒーを頼んだ人には カップに入つたお湯とインスタントコーヒーのビンと砂糖が出

てきたのにはびつくり。自分で入れるのだ。

8/11(木 )[晴時々曇]コ トパクシ国立公園を観光しキ トーヘ

窓とバッテリーを修理したFORDで 出発。途中アイスクリーム屋に寄つてくれる。 5

種の果物 (バナナ・ラズベリー 柿 ‐パパイヤなど)を 使つた 5段 の自家製アイスだ。カ

ップに箆を挿し、 1段づつ固まらせるそうだ。冷蔵庫を開け、作成中のを見せてくれた。

C otopaxiは 下部の氷河が時折見えるだけの悪天。20000ス ークレ(1000円 )の公園入場料

を払つて入る。上高地と言えそうな林を抜けると、背の低い灌木帯になる。そしてその上

の裸地、上に氷河があるはずだ。濯木帯に小さな博物館があり、C otopaxiの模型、ビク

ーニアや大鷲の剥製があつた。近くに噴火時の溶岩流の跡という谷もあつた。また噴火ロ
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の跡という池はエクアドルでは美景らしい。

帰りに今度は3人の若い女性パーテイにヒッチハイクされた。登山基地の上の小屋から

歩いているそうだ。彼女等とは、車が再びエンス トした所で男Iれた。こんな車、日本なら

廃車だと囃子ながらも、後は観光だけなので、旅慣れた皆は文句を言わない。

今夜の我々の部屋は 2面が全面ガラス。レースのカーテンしかないので、まるで鳥籠だ

夜景が美しい。この夜はメキシコ料理の店でタコスを食べた。これも美味。

8/12(金 )[晴時々曇]パネシージヨの丘、赤道記念碑、旧市街観光

運転手付きの冷暖房完備の新型FORDに ガイドのバラシュ、H略oの息子ダニエル (

ハンガリー人との混血の美少年)と で出発。まずキトーを見下ろす丘へ。 4、 5頭の牛を

追うインデイオに行く手を阻まれる。しかし決して警笛を鳴らさずよけてくれるのを待つ

のだそうだ。先住のインデイオと融和しなくてはという。山は今日も4200mの P osoCh∞以

外はガスの中。一度も美しい富士山形のC otopaxiを 見れず残念、また来たい。

赤道記念碑にはかなり観光客がいた。周りの自壁の建物群は土産物屋だつた。 100人

分のお土産を買うという原内氏の豪快な買物が始まつた。美しい布の小さな手提げ20個

、さすがにまけてくれたらしい。私はインカ模様の黒のTシ ヤツを買つた。大型の肩掛け

の袋はチヤク付きが欲 しい。後で新市街の土産物屋で 7ドル (米 ドル)で買う。物価は日

本の半分以下かもしれない。

旧市街の戻り、首相官邸のカラフルな服で銃を抱えたF電兵と記念撮影をし、 16世紀の

物というサンフランシスコ教会の豪華な豪華な金ぴかの内部に驚き、別の教会の繊細なゴ

シックの塔群に感心し、露店 (危険ということでちょつと眺めた)の賑わいに見惚れる。

ランチはシーフードの店に連れていつてくれた。バラシュは前日間いただけで我々の名

前を覚え、前日の我々からシーフードが好きと見抜いた中々の人である。薄いカレー味の

シーフー ドチヤーハンは美味しかつた。

2時からお土産タイム。旅慣れた原内氏の選択眼はさすがである。手提げ袋。皮に書か―

れたカラフルな絵、手刺繍の布など店にあるのを全部買つたりした。原内氏は電卓を持つ

たインデイオの少女 (ドルに換算する 母親は電卓を使えない)と も商談。私が買つた2

8ド ルの牛皮の肩掛けバックは日本では 1万はしそうだ。

夕食は再び中華。そこへ悪天のためC hinborazoに 登頂できなかつたキヤノン山岳会の

二人もやつてきた。我々と同じように 12時発。 1時間だけ星が見えていたいたけど、後

は霰が降りだした。登山者は誰も居なかつた。 7時間行動 して諦めた。ガイドは明日また

行こうと言うが、体力的に無理と帰つてきた。もう一度C otopaxiを 試したいと言う。我

々は 3日続きの晴天の最後の日に登頂した。本当に幸運だつた。

8/13(■ )マ イアミヘ
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アメリカン航空は3時間前に手続きしてくれとの事で、6:30朝食7:00出 発になる。6:30

食堂におりて行くとパン、スクランブルエック、ジュースが用意されていた。リーダーが

6時に起きて起こして作らせたそうだ。今までもやる気の無いホテルマンに代わつて卵を

焼いたり、ジュースをサービスしてくれたりしていた。

キトーの空港は人で温れていた。我々が手続き出来たのは出発 1時間前だつた。おかげ

か 5人はビジネスクラスに乗ることができラッキーだつた。

8/14(日 )ダラス、サンノゼを経て 成田

ダラス空港は広い。見渡す限り空港だ。そして日本語の案内板があつた。サンノゼの免

税店には日本人の案内係が居て、成田行きの搭乗日には日の九があつた。

8/15(月 )成田

10分遅れただけで無事到着。マイアミ ダラス3時間、ダラス サンノゼ4時間、サ

ンノゼ 成田 10時間の旅であつた。朝 3時半から起きて 6時の便に乗り、今回はこれが

1番疲れた。山そのものは、登つている時の苦しさにもかかわらず、後に疲労感はそんな

に残らなかつた。昨年のジヨラスの方が疲労感は強かつた。下山が楽だつたからかな―と

思う。景色はスイスに敗けるけど、ハイキングコースは荒れていないし、人は少ないし、

エクアドルの山は中々良かつた。西村氏によるとペルーアンデスはもつと美しい。

今回頭痛を訴えた人は居ないし、リーダー携帯の高所用の救急用品は薬を含めて何も使

わなかつたのは良かつた。入山前日のホテルで「何か薬は要りませんかJと 聞かれ、「睡

眠薬ありませんかJと 聞いてしまつた。 1日 日3時、 2日 日1時、 3日 目11時と日毎早

く目覚めるようになつた。他の人も似たような事を言つた。「だんだん眠れなくなる。J

「精神安定剤あげましょう。Jと 言われてしまつたが、もらわなかった。しかし、これは

高度障害というより、時差ばけだつたかもしれない。

3回 目に登るという計画が良かつたと現地の松本さんは言う。 5000m位の山、C otopaxi

ChttЮrazoの 三山の計画で来た人は、 2番 目のC otopaxiに 登れず、それが高所順応にな

り、Chinborazoに は登れる、というケースが多いそうだ。後 2日 あれば、もう一つ氷河

の山に登れるそうだ。しかし私以外のメンバーは休暇は13日 が限度、 1日 休養 日を入れ

ると、 12日 のツアーがベストという。

「ポポカテペ トル登つたことありますかJと 聞くと「取りつきの 4000mの小屋で 3日 間

頭痛で寝てました、食事も合わなかつたし。Jと 中塚さん。「いきなり 4000nだからあの

山は難しいJと 及川さん。彼女はマウントクツク以外行つた山は全部登れているという。

エクア ドルのガイドはヨーロツパのように料金体系はきちんと出来てはいないそうだ。

今回 685000円 のツアー費用の内、飛行機代が 386100円 、 2食だけが自前、全行動が 車

ガイド、食事付きなので、エクアドルの物価安のおかげと思うが、安いと思う。
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8/6 キトー(2800m)==レ ストラン(2800m)一一―P asochoaピーク(4000m)往復

7 キ トー(2800■)―アンテナ (3900■)一―  Rucu P ichincha(4676m)往 復

1:30

8:00

9:00

10:00

9:00

10:00

10:30

1:50

8 キトー(2800m)==月 屋ヽ(4800m)一 ウインパー小屋(5000m)一小屋 ==リ オバンバ

1:30/2:00    2:40/3:00 3:30    4:30

9 リオバンバ(2800m)==4ヽ屋(4800m)一 ウインパー小屋(5000m)一ピナクリレ(5250m)

11:00 11:30

8:10/20

― ′
lヽ屋(4800m)==リ オバンバ(2800m)

1:00/2:30      3:30

12:30

ウインパー小屋 (5000m)一小屋 (4800m)一 ウインパー′」ヽ屋(5000m)

1:00

10 ウインパー小屋 (5000m)一― C hinborazo西 I14(6267m)一一ウインパー小屋 (5000■ )

0:10

毬 壌1癬鷲琴構i

11:00/12:30
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