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平成 18年８月 16日 

山上の天界 

槍-穂高縦走記 

平成 18年８月６日～８月 10日 

 

上ノ山 周 

プロローグに代えて 

 ここに記したことは、全て事実に基づくものであり、一片らのフィクションもありません。そのために割愛

せざるを得なかった数々のエピソードをひどく残念に思います。 

 

第１章 山上の天界に向かう 

 「済みません。乗り継ぎに失敗してスーパーあずさ５号に乗りそびれてしまいました。」東神奈川駅を過ぎ

て筆者Ｋは携帯電話を取り出し、焦っていた。10時 37分着の予定に従い、松本駅で落ち合う約束が果たせそ

うにない。「はいＫです。今日は歩くのは３時間だけですから大丈夫です。分かりましたぁー。」山岳ガイドＫ

の心優しい返答に救われる。結局、はまかいじ４号で松本に到着するも、皆を 40 分近く待たせてしまう。こ

れが筆者Ｋの最初の失態であった。 

 松本駅の改札で出迎えてくれたのは、技術士Ｋ、そのＫ夫人、技術士Ｋの元職場仲間のＭ女史、それと山岳

ガイドのＫとＨの計５名。筆者ＫとガイドＨとは初対面であるが、それ以外は互に面識が既にある。技術士Ｋ

が筆者Ｋの恰好を見るなり、「先生、まだハーネスは早いですよ。」と声を上げた。筆者Ｋもそうとは思ってい

たが、ザックに仕舞い込むのも面倒とばかり横浜から着けてきていた。新島々までは松本電鉄に乗り換えるが、

次の電車までに時間があるので駅の蕎麦屋で信州そばを皆で味わうことになった。腰があって本場のそばはや

はり美味しい。「もう少し水切りせにやぁいかんね。」博識で何かにつけ一家言を持つ技術士Ｋがのたまう。山

岳ガイドの両名は、カヌーのコーチ資格も持つ名手であるらしい。カヌーの試合の話に花が咲く。Ｈは、グラ

ンドキャニオンをカヌーで下った経験も持つという。帰りの上高地バスターミナルで話してくれたことである

が、川下りをする出発点と終点が決められていて、一日 100組程度しか許可されず、現在 7年間は予約が詰ま

っているという。さらに食料品を積む伴走のゴムボート隊が必要で、毎日生死を彷徨う危険と隣り合わせと聞

かされては、一般人には先ず無理な話である。ガイドのＫもＨも、頗る日に焼けている。色付きのサングラス

は、コーチには許されていないから、目がしょぼしょぼするとガイドＨがこぼす。ガイドＫの日焼けは尋常で

はない。聞けば先週、富士山へ客を案内して強烈な日差しにやられたらしい。帽子は被らず、バンダナで汗止

めをしている。 

 そばを食べ終わるころ筆者Ｋは、ザックの天につけるゴムひもをガイドＫから貰う。ガイドＫは、袋物を作

製している職人さんでもあり、筆者Ｋの新しいザックも彼の手によるものだ。子供をおんぶしているような肩

へのフィット感が素晴らしい。駅ではっとする。さっき貰ったばかりのゴムひもを早くも失くしている。あた

ふたと席を立ち上がった際に落としてしまったらしい。「いいですよ、別に。」やや不機嫌そうにガイドＫが答

える。無理もない。 

新島々までの松本電鉄の中で、５人の写真を撮る（P001,P002）。女性陣は知ってか知らずかお喋りに夢中に



2 

なっている。少し身を引き気味なガイドＨに対して、身を大きく迫り出すガイドＫ｡ガイドＫが、今回の山行

の大将なら、ガイドＨはさしずめ参謀役か？何かにつけて好対照の２人だが、頗る仲が良い。普通の仕事仲間

とは一味違う連帯感が通い合っているのだろう。その側らで技術士Ｋが静かに微笑んでいる。 

新島々からは、バスに乗り換えて、一路上高地に向かう。後から思えば、この日８月６日は、広島に原爆が

落とされた悲しみの記念日。もっとも６人の誰一人として未だ生まれてはいなかったのだが・・・。バスター

ミナルで所用を済ませ愈々歩き出す。梓川沿いにすぐに岳沢が広がる（P003）。ほどなく河童橋も見えてきた

（P004）。河童橋のすぐ脇でガイドＨに記念撮影をお願いする（P005）。実は、Ｈは写真集を何冊も上梓してい

るプロのカメラマンでもある。シャッターを切ってほしいと気安くお願いするのもやや憚れる。それでも「デ

ジカメはどうもねぇー。」とか言いながら気持ちよく応じてくれる。帽子を持ってくるのを忘れた技術士Ｋが、

売店に入っている間に４人の記念撮影を済ます（P006）｡ 別に村八分という訳ではない。Ｋが黒の洒落た帽子

を購入して戻ってきた。95%紫外線カットの優れものらしい。煌びやかな装いをした観光客の群れを尻目に一

同はまた歩き出す。ガイドＫは長身で、辺りを睥睨する迫力がある。 

キャンプ地の小梨平を通り過ぎ、明神館に辿り着く（P007）｡筆者Ｋがこの地を訪れるのはこれが初めての

ことではない。11年前に結婚 10周年を記念し息子達２人を連れて一家４人で訪れている。そのときは奮発を

して上高地帝国ホテルに宿をとった。上高地に着いた日に散策に出かけ、ここまで足を延ばしていた。明神橋

を渡った嘉門次小屋で岩魚の焼き物に舌鼓を打った後、お土産に買った白樺製の岩魚の彫り物は、今も自宅の

リヴィングに飾られている。ついでに言えば穂高神社奥宮で引き当てた１番大吉の御神籤は、大学の自室に大

事に保管されている。 

明神館での小休止の後、奥上高地自然探勝路に沿って歩を進める。途中かなり強烈な甘い匂いが辺りに漂う。

姥百合の群生だ。ほどなく白沢出会・徳本峠入口の分岐点に出る。「昔は、この峠を越えて８時間の行程で上

高地入りしたものです。」とガイドのＨが教えてくれる｡この峠からの穂高岳は、絶景らしいが、そのためだけ

にこの峠越えで上高地入りする人はもう今は居ない。もっとも最近の大雨で現在、通行止めになっていた。こ

こだけではなく、探勝路のあちこちで大雨の傷跡が伺える。 

明神岳、前穂高岳を左手に見てさらに歩を進めること小１時間で井上靖の小説の“氷壁の宿”があることで

有名な徳沢園に着く（P009）。ナイロンザイルが引っ張り強度に優れていても剪断応力に弱いことが初めて明

かされた事件の舞台である。ここの水は、冷たくてめっぽう上手い。徳沢園を出立する。新村橋（P010）を越

えた辺りでガイドＫに所用ができたらしい。熊が出るそうだから気をつけてと相棒のＨが茶化す。ビニールの

小袋を片手に隊列を離れたＫであったが、ものの 10 分もしないうちに追いついてくる。ほどなく特徴のある

屏風の頭（P011）が、左手前方に見えてくる。 

この日の宿泊地である横尾に到着する。巨大な周辺案内絵地図の看板がまず我々を迎えてくれる（P012）。

宿泊の小屋、横尾山荘は、すぐその先にある。山荘の正面には立派な吊橋が掛けられている。この橋を境にし

た丁度上流で、梓川は槍沢と横尾谷とに分岐している。３日後には、この橋を反対側から渡って帰って来るこ

とになるはずだ。そのときは、あんなことになろうとは誰が予測しえたであろう。 

この日の一同の無事を祝し、缶ビールで乾杯をする。気の毒というか、可愛そうというかＫ夫人だけは、こ

の楽しみを知らない。反対にガイドさん達からこの楽しみを取り上げることは、到底考えられない。Ｈによれ

ば、客の前では一応憚ることにはなっているらしい。少なくとも初日くらいは。 

実に立派な山荘で快適に過ごす。部屋は６人部屋で相応の広さであったが、長身のガイドＫには気の毒にか
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なり窮屈であったろう。Ｍ女史が今回のガイド料を支払っている。筆者Ｋもそれに続く。何とか足りそうだ。

Ｍ女史に結婚指輪は外しておいた方がよいとアドバイスされる。3000mの高所ともなると手足が腫れて、悲惨

なことになるという。筆者Ｋはそそくさと外してキーホルダーに納める。  

山荘にジェットバスがあるのには驚かされた。食堂には、蝶ヶ岳から見た槍－穂高のパノラマ全景の写真が

飾られている。大切戸のナイフリッジが眩しく見える。割り箸の袋にも同じ連峰の陰影が印刷されている。技

術士Ｋによれば、この陰影は夕食では赤色に朝食では青色に印刷されているという。筆者Ｋはこれを大事に仕

舞い込む。実は、Ｋは中学時代に蝶ヶ岳の頂上付近からまさにこのパノラマを目の当たりにしている。そのと

きは、上高地－徳沢園－蝶ヶ岳－常念岳－大天井岳－燕岳－中房温泉のルートを辿った。いつかはこの槍－穂

高の稜線を走破したいという思いが、40年に亘る歳月とともに着実に膨らんでいた。 

消灯までの短い間、国体の話で盛り上がる。登山はスポーツといっても、テントを張る時間を競っても何の

意味もないとガイドＨが主張する。それは確かにその通りと筆者Ｋも同調する。ともかくも今回の山行の初日

がこうして暮れた。 

 

第２章 山上の天界に到る 

 山行２日目の朝が明ける。この日もまずまずの天候に恵まれる。筆者Ｋは前穂高をバックに１枚技術士のＫ

にとってもらう（P014）。上高地と槍ヶ岳のちょうど中間地点の横尾（P017）を一同、出立する。Ｍ女史は、

左膝にズボンの上からサポーターを嵌めている。悪くならないうちに着けるようにとの医師からの指示という。

今だからこそ告白できるが、実は筆者Ｋも左足首に爆弾を抱えていた。高校１年のとき山岳部で鹿島槍から槍

ヶ岳への縦走を試みた。３日目の宿営地に到着し、ザックを降ろそうとした瞬間に、捻挫を起こした。結局縦

走は断念し、先輩に負われて下山した苦い経験がある。それが悪いことに、つい３ヶ月前、大学からの帰宅途

中、同じ処を傷めてしまった。Ｋの祖母が満 99歳で他界する２日前のことであった。 

歩き出して半時間後、槍見河原（P019）に出る。その名の通り、ここで初めて槍ヶ岳にお目に掛かる。槍沢

をさらに上流に詰め、一ノ俣（P023）、二ノ俣（P026）をやり過ごす。二ノ俣には立派な吊橋（P025）が掛け

られている。さらに半時間ほどで槍沢ロッジ（P028）に到着する。木々の間を縫って槍の切っ先が天空に突き

刺さっている（P027）。切っ先に照準を合わせた望遠鏡が設置されている。ガイドＫ、Ｈと技術士Ｋの３人が

自分達の高度計を取り出して計測結果を比べ合う。気圧を計測し高度に換算する仕組みであるため、数ｍの誤

差は仕方がないらしい。当然その日の気圧の高低にも左右される。 

さらに槍沢を上り槍沢キャンプ地（P029）に出る。石組みの中は部屋になっているとガイドＨが教えてくれ

る。高山植物がその可憐な姿を見せ始める（P032）。ガイドＫによれば、今回の山行は、高山植物の大当たり

であったらしい。「山の名前と花の名前は聞かないで下さい。」とガイドＨが冗談めかして言う。Ｈは、山登り

に嵌っている女優ＹＩのお気に入りガイドで、それが自慢であるらしい。有名人はやはりどこでもすぐに目に

付くようだが、ＹＩを女優のＥＩと間違えて呼ぶ輩が居ると憤慨する。 

水俣乗越への分岐点である大曲（P033,P034）を過ぎ、天狗原（P040）への分岐点を越えて行く。ほどなく

現れた雪渓をトラバースする（P041）。雪渓を渡る一陣の涼風が心地よい。花に加えて、雪の当たり年でもあ

るらしい。雪渓を横切る際のストックの使い方をガイドＫが教えてくれる。雪渓をやり過ごして暫くするとい

きなり巨大な槍の穂先が姿を現す（P042,P043, P044）。まるで満を持して我々を迎い入れる用意をしてくれて

いたかのようだ。坊主岩屋下に出る（P045）。槍ヶ岳開山の祖、播隆上人が 50日間、お籠りされた岩屋である。
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今晩の宿泊地であるヒュッテ大槍も近い（P046）。小休止時に技術士Ｋ夫妻のツーショットを物にする（P048）。

夫妻は、もうヴェテランの域で、一昨年は槍に、昨年は奥穂高に登頂されている。昨年は、ブロッケン現象も

体験したとか。Ｍ女史も同行していたらしい。ヒュッテ大槍までの後わずかな路を、花を愛でながら進む。ヨ

ツバシオガマ（P049）、クルマユリ、トリカブト（P050, P051）、ハクサンイチゲ（P054）、ミヤマキンポウゲ

（P055, P056）とまさに百花繚乱の状態である。尾根に出る（P058）｡ヒュッテは目の前だ。 

今晩の宿泊小屋、ヒュッテ大槍に着く（P059, P060）｡早速にお茶のサービスを受ける。小ぢんまりとした

小屋で居心地が良さそうだ。荷物を小屋の玄関に降ろしてすぐ外に出て、近くのピークから絶景を楽しむ。槍

から前穂に至る山並みが素晴らしい（P061～P064）。自宅に無事を伝えようとするが、携帯電話が繋がらない。

常念岳（P068）に中継のアンテナがあると聞き、その方向に向かって何度も試みるがやはり上手く行かない。

明日槍ヶ岳の頂上からトライすることにした。小屋に戻ると食堂のテレビで天気予報が流れている。明日一杯

は問題なさそうだが、明後日以降が怪しい。何しろ日本近辺に台風が３つも迫っている。 

部屋に入ると今度は、缶ビール・おつまみの接待を受ける。ガイドＨの顔利きによるものらしい。一昨年Ｈ

は、技術士Ｋ夫妻を槍ヶ岳にガイドした際にも、このヒュッテを利用している。小屋入りした、ものの 10 分

後に、ひどい雷雨となり、肝を冷やしたそうだ。ガイドＨは安堵心から滅多にないほど聞こし召したらしい。

Ｈには気の毒であるが、語り草になっている。客の身の安全を守るという仕事は、さぞかしストレスがきつい

ことであろう。酒が無二の友となるのも頷ける。 

珍しく技術士Ｋが、横になって寝息を立てている。よほど疲れたのであろう。Ｍ女史が、ヨガのポーズを取

りながらストレッチをしている。聞けば、以前ヨガ教室の指導員であったという。ポーズは先生よりきれいで

あったらしい。筆者Ｋは、早速に肩・首凝りに効く運動を教えてもらう。要するに呼吸を合わせながら、首を

ゆっくりと深く回すことであった。 

明日の槍ヶ岳登頂に備えて、ハーネスの装着確認を行う。ハーネスはいわば西洋褌のようなものだ。筆者Ｋ

は、すでに問題なしと確認済みである。なにせ横浜から着けてきていたのだから。実は登山用品店でガイドＫ 

にサイズを確認してもらってからハーネスは発注されていた。問題は女性の２人。些か問題ありであったが、

なんとかなるようだ。サイズはどうしても過小申告気味になるらしい。ともかくもガイドＫの単純な発注ミス

ではないと分かり、Ｋはほっとする。次の山行までには痩せるからと強がりが漏れる。 

部屋にランプが燈る。といってももちろん油ではない。「今日も静かに暮れて ヒュッテに灯火ともる。」の

歌が思い出される（P067）。食堂で夕食をとる。利用客からの達筆な絵入りの礼状が飾られている（P065, P066）。

夕食は、洋食仕立てでなかなか美味しい。客は年配層がほとんどである。それもあってか BGM は、60 年代の

曲のオンパレードである。「Johnny なんですよ。」突然ガイドＫが切り出す。何のことか俄かには解し兼ねた

が、この時代の曲の主人公の名前のことらしい。そういえば“悲惨な戦争”もそうだ。”The cruel war is ragin’. 

Johnny has to fight.”と筆者Ｋが口ずさむと、ガイドＨが横で「先生も古いね。」と驚く。ガイドＫは、ヨ

ーロピアン・アルプスの名クラマーの悲劇について話してくれるが、余りいい気持ちはしない。夕食も終わり

筆者Ｋが土産にバンダナを買ったとガイドＫに見せる。「先生、バンダナは下で買って来なきゃ。」筆者Ｋの観

光気分が少し気に食わないらしい。 

食後の楽しみにサロン・ヒュッテ大槍で一杯やる。技術士Ｋは、ポーランドの酒、ズブロッカを楽しむ。ア

ルコール度が高くギンギンに冷やしても凍らないという。グラスの形がそれぞれ違い、名前がついている。筆

者Ｋのグラスは、ミニロックと名付けられている。ガイドＨが「教授でも行けるミニロック。」とポツリと漏
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らす。Ｋは小ばかにされたようで少し面白くないが黙っている。 

  消灯となる。気を利かして個室をあてがって頂いたようだが、４人部屋に６人はさすがに狭くてきつい。Ｋ

夫妻が男女の境界となって横 1列で寝る。筆者Ｋも入口の壁際で寝返りも打てない。ガイドＫはもっときつい

だろう。布団のリッジの上だと零している。筆者Ｋは夜中に何度もトイレに立つ。技術士Ｋによれば、寝付き

が悪くなるのも、軽い高山病の一種であるという。そういえば、手足の指先が浮腫んできている。長男から天

の川を撮ってきてくれと頼まれていたことを思い出す。残念ながら月の明かりが強すぎて、星は疎らにしか見

えない。ただこれがトイレ行きには幸いした。大の方には灯りがない。窓からの月明かりを頼りに慎重に雉を

打つ。足を踏み外したら、失態どころでは済まされない。 

 翌朝、御来光を拝むために４時半ごろ起き出す（P069～P077）。槍の頂上で拝むために午前１時ごろから起

き出してヘッドランプ１つで槍登頂に挑む人も少なくない。「2884ｍからのご来光も 3180ｍからのご来光もそ

んなに変わるものではないですから。」とガイドＫ。筆者Ｋもその通りと思う。朝食を終えたころ、外でバタ

バタと耳慣れない大きな音がする。急いで外に出てみるとヘリコプターが荷揚げのために小屋のすぐ上でホバ

ーリングをしている。一寸風変わりな絵柄の一枚を物にすることができた（P080）。ガイドＫが、歯磨き粉を

付けて歯を磨いているやつがいたと言って憤っている。実は昨日の朝、筆者Ｋも横尾で同じことをしていた。

今日からは気を付けよう。そしてこのことは黙っていよう。出立間際に小屋のご主人に一同の記念撮影のシャ

ッターを押してもらう（P081）。 

槍の頂上を目指して出発する（P082）。肩には槍ヶ岳山荘が見える。尾根伝いに板の橋も渡りながら

（P084,P085）山荘に到着する（P087）｡槍の肩から見た槍の穂先は、ずっしりとした重量感がある。重たげに

頭を擡げているかのようだ（P088）。立山連峰方面への眺めも素晴らしい（P089）。ここで皆、ハーネスを装着

する（P090）。ハーネスへのスリングの取り付けは、天覧山でのリハーサル山行で、習っているが、勿論きれ

いに忘れてしまっている。結局ガイドＫの手を焼かす。さすがに技術士Ｋは、自分で取り付けている。スリン

グには、カラビナを通しておく。愈々穂先に取り掛かる。「先生、母指球でね。」とガイドＫが筆者Ｋにアドバ

イスを送る。暫くすると突如として小槍が現れる（P091）。小槍の上ではアルペン踊りはとてもではないが踊

れそうにはない。午後から向かう大バミ岳・中岳・南岳・北穂の稜線もくっきりと見える（P092）。鎖や梯子

を使いながら除々に高度を稼いでいく。肩の山荘も段々に小さくなっていく（P093,P095）。最後の登りにはザ

イルを使う。時間は掛かるが安全確保のためだ。ガイド協会からの指導もあるらしい。ガイドＫがザイルをザ

ックから取り出す。ガイドＨがザイルを持って先導して登り、上で固定してから下方へ垂らす。なかなかザイ

ルが下に垂れて来ないので、Ｋが少し苛付いている。ようやく降りてきた。Ｈがこれを受け取り､輪を 1 つ作

る。この輪に登り手のカラビナを通す。先ず筆者Ｋが登る。ザイルは常に張った状態でないと安全ではない。

ガイドＫが下でザイルを繰り出し、筆者Ｋが登った分を上でガイドＨが手繰り寄せる。なるほど、小パーティ

ーでもガイド２名は必須だ。登り手は、ザイルを掴むのではなく、ザイルはあくまで万一の際の命綱である。

上に登って分かったのだが、ザイルが新品ですぐにキンクしてしまいＨは難儀を強いられていたらしい。一般

の登山者でこれだけの対策と装備をして臨んでいる者はほとんど居ない。唯一、ガイドと思しき人とその客の

一組が使っていたらしい。筆者Ｋ以外の者も同じところまで無事登ってくる。もう一段ザイルを上げて、客の

中では先ず筆者Ｋが 3180mの槍の天辺に辿り着く。Ｋには２度目の槍ヶ岳登頂である。１度目は、大学１年次

に中学時代の縦走メンバーと果たしている。そのときは喜作新道から東鎌尾根沿いに槍を攻めた後、槍沢を下

っている。大天井までは、中学時代と同じルートを取った。槍の肩で中学時代のワンダーフォーゲル部顧問の
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ＹＳ先生とそのご子息のパーティーに落ち合っている。 

頂上に着いた筆者Ｋは、少しガイドＨの手伝いをしていたが、すぐに許されて気ままにしている。頂上は５

畳ほどの比較的平らなガレ場だが、20 人は立てまい。登ってくる途中でガスって来ていたが、今はほとんど

晴れ渡っている。頂上の祠を先ず遠巻きにカメラに収める（P096）。それから全方位遮るもののない絶景を収

める（P097～P099）。ガイドのＫがまだ上がって来ないのをいいことに、祠の真ん前まで近づく。中には仏の

立像が納められているが、ご尊顔は拝めない（P100）。「明日無事に、我らを北穂に渡らせ給え。」真剣に祈る。

そうこうしているうちに全員無事に頂上に上がってきた。昨日、電話が繋がらなかったのを思い出し、携帯を

取り出す。長男が出た。「へぇー。」とか言って感心している。ガイドのＫに替わって出てもらう。「来年は一

緒に行きましょう。」などと言ってもらっている。Ｋが主催した先日の天覧山のリハーサル山行に長男も参加

させていたのだ。そうそう母にも連絡しなくては。無事を喜び、半分涙声になっている。些か複雑な思いに駆

られる。 

きれいにガスが晴れたので、立山・うしろ立山連峰のパノラマを撮影する（P101～P103）。頂上に居合わせ

た登山者に一同の記念撮影をお願いする（P104）。段々後退りする。「お願いです。それ以上さがらないで下さ

い。」思わず心の中で叫ぶ。頂上でそうも長居はしていられない。またザイルを使って慎重に下っていく。筆

者Ｋが足を滑らしてしまう。「それはなし。」ガイドＨの緊張した声が鋭く飛ぶ。ザイルを切り替える処で筆者

ＫとＫ夫人、Ｍ女史の３人が、セルフビレイをとる。恰も囚われの３人組み。すかさず技術士Ｋがこの姿を一

眼レフのカメラに収める。何だか辱めを受けた気分になる。ザイルを使い終わり巻き上げたガイドＫの姿を記

念撮影する。男Ｋの勇姿をご覧あれ（P106）。 

 

第３章 山上の天界を渡る 

槍の肩まで下りる。各自簡単な昼食を採ってから荷造りを終え、この日の宿営地、南岳小屋に向かう。愈々

縦走のハイライトに入っていく（P108）。途中昨夜の宿ヒュッテ大槍が顔を覗かせる（P109）。3000m超のピー

クが続く。最初は大バミ岳の 3101m（P111）。次は中岳の 3084m（P113）。右手前方には、笠ヶ岳をバックに新

穂高温泉の谷間も覗く（P115，P116）。小休止時に筆者ＫがガイドのＨに「笠ヶ岳もいい山ですね。」と振って

みる。「私は笠ヶ岳登らない会の会長です。」とＨはにべもない。頂上まで槍見温泉から 8時間の登りが続くと

聞けば無理もないことか。岩雲雀が２羽姿を見せる（P118）。南岳への中間地点 2986m のピークを超えて進ん

でいく（P119）。振り返ると槍が姿を見せるが、その穂先を午後のガスの中に潜めている（P120, P121）。「槍

はシャイだから。」と技術士Ｋ。天狗原への分岐点に出る（P124, P125）。槍沢への避難ルートでもある。でき

れば使わぬに越したことはない。というよりも使いたくない。前穂岳、屏風の頭の特徴的な山並が姿を見せ始

める（P126, P127）。漸くこの日最後の 3000mピークの南岳 3033mを踏む（P129）。この日だけで４つ目の 3000m

ピークだ。 

正面に北穂高、眼下に南岳小屋が見える（P130）。前穂のゴジラの背のような稜線はゴジラ岩と呼ばれてい

るとガイドＫが教えてくれる。北穂は山襞の色といい、存在感といい一味違って見える。筆者Ｋは北穂の稜線

のガスが晴れるのを待ってシャッターチャンスを窺っていたが、ガイドＫに早く下りるよう促される。鷲か何

か大きめの鳥が飛来していく（P132）。 

やっとのことで南岳小屋に到着する（P139）。明日は大切戸を拝めるのだろうか。不安に駆られる。「落ち着

いたら空身で大切戸の見える所まで行ってはいけませんか？」ガイドのＫに恐る恐る聞いてみる。「ガイドな
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しで事故に会われても困ります。絶対にやめて下さい。」言下に拒否される。Ｋの今までにない強い口調とや

はりだめかという思いに筆者Ｋは暫く口が聞けない。この日の宿泊費を精算するが、疲れているのかなかなか

合わない。Ｍ女史の計算は確かに合っているのだが・・・。「先生、大切戸が見えるかどうか分かりませんが、

覗きに行って見ますか？」筆者Ｋの落胆振りを察したのかガイドＫが言ってくれる。有難い。やっぱり強さと

優しさを兼ね備えた人だ。少し褒めすぎか？ガイドのＨを残して 5人明日のコースを下見に出掛ける。ナイフ

リッジの稜線が、続いている（P140, P142）。ぱっくりと口を開けた地獄の釜の縁のようにも見える。小屋近

くに立てられた警告の看板がこれに止めを刺す（P143）。若い２人の女性パーティーが外でテントを張ってい

る。 

小屋の中に飾られた槍－穂高のパノラマと槍ヶ岳の写真をカメラに収める（P144～P146）。夕食前に明日か

らの天候を気にして、談話していると「Ｔと申します。」という声とともに底抜けに明るく、人懐っこしそう

な眼が印象的な、それでいて屈強そうな男が小屋に入ってくる。頭には手拭で捻り鉢巻をしている。ガイドの

ＫとＨは、一瞬言葉を失っている。ＯＴ。日本山岳ガイド協会の理事も務める国際的ガイドであると筆者Ｋは

後で知る。ＫやＨよりも歳は若いが、彼らも一目置いている。ところが可笑しいのは、ＴはＨのことを会長と

呼んでいる。何の会の会長であるかは定かではない。まさか“笠ヶ岳登らない会”ではあるまい。実は午前中、

槍の登頂でザイルを使っていたのは、このＴであったらしい。そのときＴも真っ黒に日焼けしたＫとＨの顔を

見て、誰とは分からないまま、山岳ガイドと直感し、挨拶だけはしていたという。Ｔの客は、70 歳前後の男

性で地下足袋を履いている。普段、野良仕事をしていると聞いた。小屋の住人に信州味噌を分けてもらってい

る。何のためかと見ていたら、持参した生姜を出しきた。味噌をつけて皆で味わう。酒は、技術士Ｋが持って

きた本場九州の焼酎だ。明日の天候が気になる。ここで一日沈するか、避難ルートを使って下山するか、40

年越しの悲願と言っても命あってのもの種であることは言を待たない。と頭では理解しているが・・・。筆者

Ｋが 40 年越しというのには少し訳があった。Ｋが小学生の頃、勉強を見てくれていたＳ先生が、話してくれ

た。当時はＳ先生も大学院博士課程の学生さんであったかと思う。そのＳ先生の下宿先に山好きのＦ氏が居て、

今回の縦走コースに連れられた話を。何の詳しいことも聞かされず従いて行って、その難コースに仰天したが、

何物にも代えがたい経験をしたという内容であった。 

夕食後筆者Ｋと技術士Ｋは先に２階に上がり就寝した。２段ベッドの２階。槍の間と名前が付いている。２

階へは梯子段で上り下りをする。今日は、女性陣は別部屋である。ガイド３人で酒盛りは続いている。やがて

ＫとＨも上がってきた。そこへＴが割り込んできた。どうやら部屋を間違えたらしい。夜中に何度も目が覚め

る。やはり外の様子が気になる。ガスっていて風は強いが雨が降っているようではない。 

翌朝５時前。最新の天気図が張りだされる。雨は降っていない。直撃の可能性もあった台風７号が高気圧に

押されて東に逸れたらしい。ただ風が強いと無理はできず、まだ予断を許さない状況だ。小屋の外ではプロペ

ラ飛行機型の風力計が時折ものすごい勢いで回っている。ともかくも朝食を食堂で取る。Ｔが入ってくる。「私

のタバコケースを見ませんでしたか？」などと間の抜けたことを言っている。財布も見当たらないらしい。昨

夜はテレビのある２階の談話室でシュラフに入って寝たらしい。失せ物は幸いすべて見つかったようだ。ガイ

ドＫは自分も手拭での捻り鉢巻にまた戻そうかといっている。筆者Ｋは心の中で・・・。 

 ガイドＫとＨの決断が下された。大切戸の縦走決行だ。Ｈは昨日しこたま飲んだのが良かったと真顔で言っ

ている。技術士Ｋは、日ごろの行いの良さを自讃している。筆者Ｋは当然、昨日の槍頂上での祈りが天に通じ

たと思っている。身支度を整えて出立する（P147）。愈々大切戸を目指す（P148～P150）。「先生、撮影は少し
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控えてコースに専念して下さい。」ガイドＫに釘を刺される。ルンゼ状の鎖や梯子を使い急坂を下っていく。

いくつかのピークを越え、最低コル 2748mに出る。コルすなわち鞍部（サドルポイント）は化学反応のポテン

シャル・エネルギーのマップでは遷移状態(TS)に当たる。筆者Ｋは大学院修士時代この TS を求める計算に苦

労したことを思い出していた。TS が求まると両側の最大傾斜線に沿って化学反応を進める。このようにする

と反応径路が一義的に求まる。ノーベル化学賞を受賞した故福井謙一教授が提示した極限反応座標(IRC)の基

本原理を懐かしくトレースしていた。最低コルを過ごし、長谷川ピーク 2841mを目指す。筆者Ｋは小雉が打ち

たくなってきた。ガイドＫに尋ねる。「トイレは北穂岳小屋までありませんよね？」「ありません。」暫らくし

て「安全なところでならやってしまって良いですよ。」とＫ。なるべく陰になるところを行きたいが、そんな

状況にはない。意を決して、誰も来ないことを願いながら道の傍で打つ。3000m近くなると、腹に力を入れな

いとなかなか排出されない。時間も掛かる。ふと気が付くと向こうから人が来て、やり終わるのを待ってくれ

ている。幸い男性であった。中学時代ワンダーフォーゲル部の顧問のＦ先生がよく言っていた山での健康３か

条を思い出す。「よく食べ、よく出し、よく眠る。」 

前穂が近づき（P153）、常念岳が遠ざかる（P154）。前穂のバリエーションルート、第２峰から第６峰までク

ッキリと見渡せる。長谷川ピークは、国際的アルピニスト故長谷川恒夫氏に因んでいる。「どうして恒ちゃん

の名前が付いているんだ？」とガイドＫとＨは不満そうに言う。長谷川は、ヒマラヤで雪崩に会い、遭難死し

たが、その同じパーティーにいて生還したのがＴであるとＨが教えてくれる。長谷川コルを過ごし、Ａ沢コル

に出る（P156）。上でバタバタとヘリコプターが飛来している。小屋へ荷揚げのヘリではなく、長野県警か岐

阜県警のものだと技術士Ｋが言う。この日歩いている稜線は、両県の県境ともなっている。岐阜側に落ちれば、

ヘリでの捜索費は無償だが、長野側に落ちると有償だとガイドＨが言う。筆者Ｋは落ちるなら岐阜県側と心に

決める。 

北穂の山頂付近に小屋が見える。北穂はそそり立つ壁のようだ。あんなところまで本当に行けるのだろう

か？早稲田大学隊らが競って登攀したという滝谷第２尾根の第２峰側壁、P2 フランケのある場所をガイドＫ

が教えてくれる。愈々飛騨泣きに取り掛かる（P157）。Ｔによれば、飛騨泣きも今や非常階段のようなものと

いうことであるが・・・。「飛騨泣きのＹ子ちゃん」と軽口を叩きながら、技術士ＫがＭ女史の様子をカメラ

に収めている。振り返ると槍ヶ岳が穂先を覗かせている（P159, P160）。北穂の壁に取り掛かる（P161）。落石

を起こさないよう、一歩ずつ慎重に歩を進める。心臓がバクバクと鳴っている。北穂高小屋に一同無事到着す

る（P162）。槍－穂高縦走を達成した瞬間だ。先に到着していたガイドＨと固く握手を交わす。技術士Ｋ、後

から上ってきたガイドＫとも固く握手を交わす。筆者Ｋは記念のバッチとジャワティを買い込む。ガイドＫに

頂上に向かうよう急かされる。すぐに 3106m の山頂に出る（P163）。筆者Ｋにとり、２度目の北穂高登頂とな

る。１度目は、兄と兄のフィアンセ、そのフィアンセの職場仲間２人の計５名で、上高地－涸沢－北穂－奥穂

－岳沢－上高地のルートを辿っている。これが一番最近の北アルプス縦走であるが、もう 20 年以上も前にな

る。今回、槍と穂高が、漸くにして繋がった。 

山頂には南岳小屋で出会ったあの元気印の２人娘も居た。今日は奥穂高に向かうという。大切戸越えなみの

難コースであるとガイドＫらに警告されている。山頂で昼食を採る。筆者Ｋは宇宙食に開発されたという乾燥

餅を取り出す。ガイドＫに自慢げに見せるが、「先生、山には餅は NG だね。」と軽くいなされる。ガイドＨに

横尾までは３時間ぐらいですかと聞く。涸沢まででもそのぐらい掛かるとＨに言われ不安が過ぎる。山頂から

自宅に連絡を入れる。家内が出た。電波の状態は余り良くないが、北穂に無事着いたことは、通じたようだ。 
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第４章 山上の天界を下る 

 北穂の南稜を下る（P164）。スラブ状の長い梯子・鎖場を１つずつこなしていく。最初の鎖場を懸垂下降気

味に下りる。ガイドＫに「鎖にそんなに頼ってどうします。」とやんわりと叱責される。次の鎖場では、ガイ

ドＨからもう少し体を立ててと指示される。要するに懸垂下降だ。素人ではこの辺、正直に言って、判断し兼

ねる。涸沢の雪渓の先端に出る。かなり疲労が蓄積している。「先生、行きましょう。」とガイドＫに何度も促

され、下りていく。見兼ねてガイドＫが筆者Ｋの前に出て、すぐその足跡をつけるように指示する。肉体的に

も精神的にも随分楽になる。涸沢のキャンプ地が眼下に見え始める（P165）。Ｍ女史が、水を飲ませてほしい

と先導のＨに訴える。キャンプ地は見えてもなかなか近づかない。筆者Ｋは、靴紐の締め方が甘いとＨに指摘

される。技術士Ｋが締め方を指南してくれる。漸く水飲み場で小休止となる。技術士Ｋがアミノバイタルをく

れる。やっとの思いで涸沢のキャンプ地に辿り着く（P166）。前穂の狸岩が愛嬌を見せる。雪渓には奥穂のザ

イテングラートへ至る道が伸びている。少々バテ気味のＭ女史の荷物の一部をガイドＨが引き取る。「先生は

大丈夫？」と聞かれる。Ｋ夫人は自分には聞いてくれないのかと不満を漏らしている。ガイドＫが何やらＨに

耳打ちしている。Ｈが斥候隊で横尾山荘に向かうことになったらしい。残りの皆も両杖を突いて下りていく。

雪渓には先端のキャップをはずしたほうが良いとＫ夫人が教えてくれる。小休止の際、今度はこっそりと小雉

を打つ。男に生まれて良かったとしみじみ思う。沢の水音が聞こえるが、沢はなかなか見えてこない。辺りは

段々に暗くなっていく。漸く横尾谷が見え、本谷橋を渡る。「テッペンを着けて下さい。」とガイドＫの指示が

飛ぶ。筆者Ｋもヘッドランプを持ってはきていた。急いでザックから取り出す。いざ付けてみると光が弱い。

２年前の夏、長男を連れて富士登頂を果たした際、電池をほとんど使い果たしていた。「先生の、暗いね。大

丈夫？」ガイドＫが心配そうに尋ねる。換えの単４電池を持っていない。あにはからん、10 分もしないうち

に完全に電池切れとなってしまった。筆者Ｋにすれば 1時間近くも暗闇の中を歩く羽目になるとは思いもよら

ないことではあった。しかし言い訳にもなるまい。これが筆者Ｋの第２の失態であった。ガイドＫの前を歩く

ことになった。既に辺りはとっぷりと日が暮れている。下から小さな光が近づいてくる。「Ｈだ。」ガイドＫが

声を上げる。先に山荘に着いたＨが、空身で引き返してきてくれたのだ。山荘の人達も心配しているようだ。

ガイドＫが事情を告げ、筆者ＫのザックをＨが引き受けてくれることになった。筆者Ｋは、Ｍ女史に申し訳な

い気持ちになるが、好意に甘えることにする。Ｈをまた先頭にし、筆者Ｋは技術士ＫとガイドＫとの間に挟ま

れて歩を進めていく。段差や小岩の存在もその都度、技術士Ｋが教えてくれる。うっすらと正面に明かりが見

えてくる。横尾山荘だ。午後８時半過ぎになって漸く２日前に見た吊橋を渡り、山荘に着く。13 時間半に及

ぶこの日の行程が終了した。ガイドＫとがっちり握手を交わす。お風呂は午後８時までだが、特別に９時まで

に延ばして頂く。本当に有難い。荷を解き、急いで風呂場に向かう。日焼けした二の腕が、湯に浸かり痛い。

ガイドさん達は、部屋で緊張を緩めるための儀式を２人で始めている。風呂には入らないのが山男の流儀であ

るらしい。風呂から上がり、一同食堂へ向かう。山荘の主人が現れ、「随分、無理をなさいましたねぇ。まぁ

皆さんご無事で何よりでした。」とやや問い詰めるような口調で一同を労う。皆、申し訳のない気持ちから、

無言の晩餐となった。 

 「先生、ビニール袋は、バリバリ音がうるさいですから、荷造りは明日にされた方が宜しいですよ。」技術

士Ｋに言われる。言われる通り、廊下に店を広げたまま就寝する。入り口近くを筆者Ｋが占め、頭を合わせる

ようにしてその向かいを長身のガイドＫが占める。こうするとＫは押入れに足が伸ばせる。Ｍ女史は部屋の奥
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を占めるが、横の布団を黙って引き離している。 

 

第５章 山上の天界を離れる 

次の朝も晴れた。筆者Ｋは土産物を買い込む。昨日ホウホウの体で渡った吊橋が粛然と佇んでいる（P167）。 

ガイドのＫとＨとがツーショットで朝の一服をしている（P168）。女性陣が美味しそうにゼリーを口に運んで

いる。昨晩の夕食に付いたデザートをガイドさん達からそれぞれ貰ったらしい。梓川沿いに上高地へと下る。

途中ショベルカーがこちらへ向かってくる。運転していたのは、山荘のご主人であった。互いに丁寧に挨拶を

交わして別れる。筆者Ｋは徳沢園でも記念バッチを買い込む。計６個を帽子にぐるりと付けて喜んでいる。そ

の中に槍－穂高縦走記念というバッチがあるのを見付けて、「これは大切戸の真ん中で売らにゃいかんね。」と

技術士Ｋが言う。明神館に着く。ペースはゆったりだ。Ｋ夫妻はりんごを買って食べている。本当は、トマト

が欲しかったと言っている。筆者Ｋも子供の頃食べたトマトの濃厚な味を思い出す。ガイドＫとＨはキリンが

あったと喜んでいる。筆者Ｋはホットコーヒーを楽しんでいる。ガイドＫは江戸っ子について薀蓄を披露する。

自分は江戸っ子ではなくて残念ながら江戸もんであると言う。筆者Ｋが京都生まれの京都育ちと聞いて「京都

の人が戦争といえば、応仁の乱のことでしょう。」と言う。まさかそんなことはありません。上高地に向けて

また歩き出す。前穂がきれいな稜線を木々の間から覗かせる（P170）。途中一ひらの蝶、アサギマダラが羽を

休めている。蜜を吸うのに余念がない（P171）。上高地に戻ってきた。河童橋を挟んで下流側の焼岳（P172）

上流側の穂高連峰（P173）をカメラに収める。ガイドＫは、案内レリーフに見入っている（P172, P174）。筆

者Ｋは、ガイドＫにＫが記録していた今回の行程時間をコピーして送ってもらえないかお願いする。ガイドＫ 

は快諾してくれる。新島々までのバスの時間が合わず、バスターミナルのレストランで昼食を済ませることに

なる。アサギマダラがどこからともなくやってきてＭ女史の背に舞い降りる（P175）。新島々へのバスに乗り

込む。バスの中から、Grindelが見える。瀟洒な宿だ。今度家族で来てみよう。松本への電車に乗り込むため

改札に並ぶ。「先生、こっち」とばかり黙ってストックでガイドＫが指図する。電車の中でザックのトップに

付けるゴムひもを自分のザックから外して渡してくれる。「直に付けたほうが良いですよ。」筆者Ｋは勿論、直

に取り付ける。松本からはあずさ 24 号に乗り込む。ガイドＫとＨは、喫煙車にそれ以外の４名は禁煙車に１

ボックスを占める。「八王子で降りる際、もう一度来ますから。」と言ってＫらは別れて行った。車中、今回の

山行のこと、Ｍ女史が飼っているペットの犬のこと、八ヶ岳のこと、皆疲れも見せず話に花が咲いた。八王子

駅に着いた。ガイドＫらは結局、姿を見せない。恐らく２人で例の儀式、酒盛りを続けているのだろう。 

 

エピローグに代えて 

 天候に恵まれ、仲間に恵まれ、プロのガイドに恵まれ、長年の夢を果たすことができたことを本当に嬉しく

思う。今回の山行を支援し理解頂いた多くの人々に対して感謝の念に絶えない。道中苦しいと思うときはあっ

ても、辛いと思うことは不思議となかった。「持たない夢は実現しない。一人で夢は果たせない。形は変わっ

ても夢は叶う。」このことを思い知らされた旅であった。それと同時に、１つのことを追い求めている人の持

つ強さと美しさを思い知らされた旅でもあった。さて次は何に夢を設定しようか知らん。 


