
                                       

 

 

２０１３年の梅雨明けは平年より約３週間も早く、猛暑が続いています。 

今年は富士山がユニセフの世界遺産に登録され、連日どこかのＴＶで富士山に因んだ番

組が放映されています。これでまた多くの登山者が国内はもとより世界から押し掛けて

きて自然破壊が進まなければと危惧しているのは私だけではないでしょう。 

 山を愛する者としては、文化遺産でもある富士講とは無関係に、一回も登らないのも

馬鹿だし、二度登るのも馬鹿と言われていますが、私は一度目の富士登山を結果的に, 

三千メートル以上歩いてしまった馬鹿を、２１年前にしてしまいました。 

あたかも超短編物語風に登山後に書いたものを、復刻版として掲載いたします。 

翌年、二度目の富士登山に挑戦しましたが、今度は富士スバルラインを軽自動車で走

り、娘たちを連れて登りました。その紀行文の原稿用紙ＰＤＦ版を最後に添付しました。 

YWV９期・鈴木 

 

 

年月日；1992 年（平成 4年）8月 14日～15日 

行程； 

8/14  

逆井駅 13:50 ==（電車）== 17:43御殿場駅 8:25 =（バス）= 18:45青年の家(680m)—(3

時間)-----21:40太郎坊・テントで寝る(1,300m)   

8/15  

3:00起床 4:00 --- 5:00御来光(1,800m) 5:10 --- 10:40 七合目小屋(3,010m) 11:05 

--- 13:50富士山頂(3,775.6m) 14:22 ---15:07七合目小屋(3,010m) 15:20 ---16:30 

太郎坊(1,300m)16:40 =(バス)=御殿場駅 17:17 ==（電車）== 21:15逆井駅 

年齢； 47歳 

荷物； 19kg 

費用； 10,440円 ＜交通費 6,560円＞逆井～柏 130X2=260円、柏～御殿場 

2,470X2=4,940円、バス 340+1,020=1,360円、＜その他 3,880円＞水 250+300

円、ジュース 930円、カレーライス（山頂）900 円、ビール（太郎坊）500 円、

お守り（山頂）500X2=1,000円 

事前準備；7月 20日から炎天下ジョッギング毎朝 3～4km 

 



 

8月 11日から 16日の 6連休。 

8月 12日は南総 C.C.で後半雨中でのゴルフと相変わらず雨と仲良しの私である。 

 

今年は南アルプスでも登ろうかと秘かに計画を練り、ガイドブックまで買ったが、単独

行はかなり難しいと思案していた。 

 

山登りに必要な道具も少しずつ買い足して、それなりの準備はしてきたが、一人用テン

トの購入だけは、躊躇していた。 

 

8月 13日、台風が南海上にあるものの天気は夏型に戻ってきていた。 

よし！行くぞ！と富士山登山を計画した。 

 

今までワンゲル及びその後一度も登っていない富士山。 

つい最近も幼稚園園児が集団登山していたニュースを新聞でみたことを思い出した。 

また 70数歳で登ったとかいう記事を思い起こすと、どうも登る気にはなれなかった。 

 

しかし、天気が良さそうなこと、久し振りに登山したい気分に駆られていること、単独

行でも行けること、いつかは一回登らねばならないと思っていたこと、などを考え合わ

せて、決心した。 

 

8月 14日当日の朝は天気が良く、普段と変わらず 6時頃に起きて、ビーグル犬、ポルン

との散歩後、4kmのジョッギングをした後になって、どの登山コースを歩くか決めること

にした。 

 

例年の如く、お盆の道路は渋滞激しく、大月経由河口湖側からの登山は避けよう。 

残るは御殿場口と須走口、吉田口の三つのコース、後者二つは電車の場合交通の便が悪

いと判断し、御殿場口から登ることに決めた。 

 

決めたのは出掛ける直前の 11時であった。 

 

昼飯を食べてから愈々出発。 

真昼の真夏の日照りは強く、純毛製のニッカズボン、長手靴下は実にきつい。 

股にパンツがベタついて絡みつき摩れて痛い。 

扇子を使っても生ぬるい空気を退けることは難しい。 

 

東京駅に着いた。 

プラットホームには登山姿は見えない。 



伊東行・東海道線・普通列車に乗り込んだ。 

日差しが強く、熱気が小生の身体を包み込み、扇子のバタバタという音が虚しく響いて

いた。 

 

御殿場線に乗ったのも初めてである。 

国府津～沼津間、山間部を喘ぎながら列車は走るのだ。 

今は電化されているが蒸気機関車の時は、さぞかし黒い煙、白い蒸気を出して緑に包ま

れた山間部を全力投球で走っていたのだろう。 

途中の駅、松田は小田急と接続している為か、車内の人達も都会の雰囲気が感じられる

のは穿った見方か？ 

  

御殿場駅に着いた。新しいステーションビルだ。 

どうも名前と不一致の感じだ。 

登山客は誰一人居ない。 

ネオンは瞬き、セブンイレブン、コーヒーショップ、デパート、居酒屋、そして駅前に 

駐車しているナウいスポーツカー。 

どう見ても登山口の街並みではない。 

バス停を見つけて御殿場口行きのバスを探す。 

九番口であるが、一番口は確かに目指す御殿場口行きだ。 

しかし既に遅い。 

15：30が最終だ。 

慌てて行き先を探す。 

残念ながら御殿場登山方面へは遥かに遠い（地図の上では 12km 離れているか）八番線、

青年の家行きバスを見つけた。 

念のため、ベンチで話し合っている老婆に尋ねてみた。 

間違いはないがもう一度案内所で確かめてみてはという話を聞いて行ってみたが、やは

り最終目的地へのバスは既に出発してしまったとのこと。 

しまった！！事前に調べておけばよかったのにといっても後の祭り。 

  

駅前のセブンイレブンに飛び込みミネラルウォーターを買い足してバスに乗った。 

暫くすると定刻通りにバスは発車した。先ほどベンチで道案内してもらったおばあさん

の隣に座った。 

 

おばあさんのほうから話しかけてきた。 

 「あれが富士山ですよ」 

私は驚いた。 

御殿場まで来て、まさか“あれが富士山ですよ”といわれるとは。 

けれどもその後に、“今日の富士は綺麗だ”と言われて少し納得したが・・・。 



 「今日は松本へ出掛けて来たんですよ」 

 「私も、松本に近くの信濃大町に昔すんでいたんですよ。松本は良い町ですね。 

  松本城いや烏城へは行きましたか？」 

 「今日はお墓参りなんですよ。その後、松本城へ登りました。あそこの階段はきつい

ですよね」 

 「そうですね。最近は鉄砲展が開かれているでしょう？」 

 「ええ、そうですね」 

 「これから登るのは大変ですね」 

 「いやいや」 

暫くしてから、そのお婆さんは 

 「では、くれぐれも気をつけて。」 

と言ってバスを降りて行った。次の、次のバス停が最終地だった。 

 

乗客は私一人になってしまった。 

青年の家は、国営の宿泊所のようだった。 

既に陽は落ち、時計の針は 18時をはるかに過ぎていた。 

ここは自衛隊の滝ヶ原駐屯地であった。 

東富士演習林に人が入って誤爆で怪我？を人が居たなと思い出した。 

 

いよいよ県道を独り歩き始めた。 

どのくらいかかるのかわからないが、ひたすら歩くしかない。 

定まらぬ宿、不安の中、暗闇のなか、たった一人歩き出した。 

はじめは道路の右端を歩いていたが、向かってくる車が下り坂のためか猛スピードで来

るのを目撃して、安全確保のため、車も走る左端を歩くことにした。 

振り返ると御殿場の街の灯が妙に綺麗に見えた。 

 

道端の草、ひょっとしたら蛍が飛んでいないか？と期待して歩いていたが、残念乍見る

ことが出来なかった。 

 

おっ―と、動いているものが居る。 

栗鼠かな？とよくよく見たら蛙であった。 

車がビュ―ン、ビュ―ン走り去る。 

平気かな？道の向こう側へ渡りたいのかな？無事に辿り着くのかな？と心配しつつ、と

ぼとぼ坂道を歩く。 

やはり現代は道路端を人が歩くものではないようだ。 

 

まして夜中のここら辺りは、歩く馬鹿も居ないだろうから、運転者は何やら動く人の姿

を見つけると急にハンドルを旋回して、避けて通り過ぎる。 



危険を感じて、ヘッドランプ」を取り付けることにした。 

対向車も、揺れ動く灯りに急部ブレーキを掛けているようだ。 

 

暫くして車止めの広いスペースがあったので、ここで夕食を摂ることにした。 

周りにはゴミが捨てられており、若干気分は削がれたが空き腹には勝てず、ガスコンロ

に火をつけてラーメンを用意し啜った。 

美味しい。 

乾いた喉を潤した。 

 

また歩き始めた。よくもまあ車が通るものだ。 

急な上り道が続く。 

車もセカンドかサードにギアーを入れて登って行く。 

ヒッチハイクの仕草をしないためか、一度として停めて乗せようという車はない。 

それを期待する方が甘いのか。 

対向車で一台、赤ランプの空車表示をつけたタクシーがあった。 

乗りたい気持ちに駆られて、ついつい手を挙げようかと一瞬思ったが止めた。 

ここまで来たら、自分の足で歩くんだ！！ 

大分汗をかいた。 

もうシャツはビショビショだ。 

勾配がきつくなったのか。 

息切れがしてきた。 

足がきつい。 

 

暗闇の中に、白いものが急に現れた。 

よくよく見ると、何と英国人の慰霊碑だった。 

独りで歩いていると、やけに気持ちが悪い。 

この時だけは、通り過ぎる車も味方であり、仲間であり、頼りになると思ったことはな

い。 

 

漸く、太郎坊に着いた。 

既に 21時 40 分になっていた。 

歩き始めて約 3時間経っていた。 

広い駐車場であった。 

近くに土産物屋があった。 

 

そこにはベンチがあり、おまけに屋根が付いていた。 

そうだ、今日の宿にしよう。 

 



お土産屋の中に入り、ビールを買い、ベンチを使っていいのか訊ねてみた。 

滝ヶ原から歩いてきたことを多少自慢げに話したら、その主人から、東京からずっと歩

いて、富士山を跨いでいった人が最近居たことを聞かされて、馬鹿というか、気違いは、

まだまだ居るものだと、妙に感心してしまい、自分が情けなく、世の中にはもっともっ

と変わった人間が居るものだと改めて思い知らされた。 

 

駐車場のためか、1,300米の標高にありながら、喧騒、煩い。 

我が家に電話を掛けて、お互いの無事を確認した後、独りでチビチビ、ウィスキーを舐

めながら 12時頃眠りの床についた。 

 

午前 3時に目覚めた。前日の疲れも多少はとれたか。 

ご飯を炊いて、味噌汁を作り、梅干を巻いた海苔巻きを、ほうばった。 

  

いよいよ登るぞ！！ 

歩き始めた。 

 

深夜から登って、既に下山してくる人に出会った。 

元気だなあ。 

案の定、若者だ。 

いいなあ、若いということは。 

 

ヘッドランプを頼りに、火山礫の登山道を登る。 

暗黒の世界に、あかりが射して来た。 

 

振り返ると、太陽が姿をあらわしてきた。 

それを、“御来光”と、人は言う。 

確かに、周りの雲が橙色に染まり、何とも云えない色合い、“後光”が射しているとい

う表現がピッタリ。 

太陽を拝む、 

自然と拝みたくなる、判るような気持ちだ。 

自然は素晴らしい。 

何の理屈も要らない。 

ただただ、眺め、ただただ、圧倒され続けるだけだ。 

今までの何千歩、何万歩の歩きなんて、ホンの僅かな動きだ。 

悠然と、何万年も、何億年も同じ繰り返しではあるけれども、洋々と、太陽は昇る。 

ご来光だ！ 周りの雲海が舞台を盛り上げてくれる。 

必死になってシャッターを切る。 

暗いけれど、巧く写っているだろうか？ 



目指す富士山。 

黒い富士山。 

お前は何をしているのだ！と言わんばかりに静かに、泰然と、構えて立ちはだかってい

る富士山。 

 

私の目の前にある。 

しかし、まだ遥か彼方だ。白みかけた富士山。 

私はアタックするのだ、いやアタックしているのだ。 

道標なのか、電柱のような木が立っている。 

その柱は、背後の太陽の陽を浴びているのか、実に美しい色を放っている。 

また砂で削られたのか、面白い凹凸だ。表示は消えている。 

象牙色に見える。石のような柱。 

既に、太陽は昇り、赤茶けた富士山。 

まだまだ遠い。 

 

けれども振り返ると、結構登ったものだ。 

太郎坊は遥か遠方に見える。 

私の後を追っかけてくる。 

元気なひとだ。 

みるみる近づいてくる。 

あっという間に追い越された。 

何だ！外人ではないか。 

話しかけてみた。彼も答えてくれた。 

「You are very tuff Man!!」と、言いたかったが上手く話せない。 

すると相手は、日本語を片言話せるではないか。 

“お互いに頑張ろう”というような意味のことを、日本語と英語のチャンポンで喋りな

がら別れた。 

 

急登。苦しい。 

ジグザグの急登。 

足が砂利道で滑る。 

前へ進まない。 

ちょうど、冬山でのラッセルに近い。 

ザックの重さが、肩に食い込んで来る。 

喉が渇く。 

乾燥しているためか、水を含んでも直ぐにカラカラになる。 

喉が痛い。 

唾が出ない。 



こんなに苦しく喉が渇いたのは、槍ヶ岳登山以来だ。 

まだまだだ。 

もう戻りたい。 

 

何故登るのだ。 

こんなに、辛い思いをして登るのだ。 

お前は、馬鹿だ。 

この暑い炎天下で、この苦しい思いをするのだ。 

おまえは、ばかだ。 

もうやめたい。 

ここまで来て、諦めるのか。 

けれども良く考えてみよ。 

心臓麻痺になりそうでも、何とか足が前に進んでいる。 

自分の元気さ。 

タフさ。 

心臓の強さ。 

神様に感謝したい。 

47歳になって、こうやって一人で、独りで急登を頑張っている。 

自分の健康に感謝したい。 

生きているのだ。 

幸せなのだ。 

自分で、自分を苦しめているけれど、それを認識させるために、登っているのか。 

そうだ。 

苦しみがある方が、健康で、幸せなのだ。 

 

昼食を摂り、喘ぎながら登りつめて、漸く、七合目の山小屋に辿り着く。 

五十米登るのに、何故こんなに時間が掛かるのだろう。 

水も既に、御殿場駅を降りてから、三リッター使い、残りも僅かだ。 

水を三百円で買った。 

冷たい。美味しい。 

 

今まで十九キログラムもの思いザックを背負ってきたのだろう。 

考えてみれば、皮製の重い登山靴、アタックザックは、今まで出逢った人々のなかで、

ついぞ見掛けなかったではないか。 

ついつい最悪状態を想定して、色々な道具を詰めて、ザックを重くしてしまっていたの

だ。 

荷物を預けよう。 

小屋の主人も快く、置かせてくれた。 



ここで荷物は、満タンの水と、カメラとレモンだけだ。 

しかし相変わらず、登りはきつい。 

 

考えてみれば、今までの山行では、上りもあるが、途中で、平坦な道、または下りも間

にあった。 

この富士山は、ただただ、ひたすら上るだけなのだ。 

だからシンドイのだ。 

 

下ってくる人達は、他の山と違って、“ご苦労様。頑張ってください”と、必ず声を掛

けて来る。 

自分達も、この苦しみを味わい、克服してきたからであろう。 

 

山頂近くになった。 

最後の喘ぎ。 

苦しい。 

急に私は、また、何の為に、今、こうやって登っているのだろうと、自問していた。 

そうだ！ 娘ふたりが、受験で苦労している。確か山頂には浅間神社がある。 

そうだ！！ 合格祈願のお札を貰おう。 

こう考えたら、自然と涙が出て来てしまった。 

破裂しそうな心臓が、また別のところで急に鼓動し始めた。 

人間には、二つの心臓があるのか。 

  

やっと、山頂についた。三千七百七十六米。 

  やった！！ ありがとう！！！ 

おもわず、お礼の気持ちが湧いてきた。元気であることの幸せを改めて噛みしめた。 

 

浅間神社で、学業のお守りを二人分買った。 

山頂から柏市の自宅へ電話を掛けた。既に 14時を過ぎていた。 

上の娘が、富士山山頂から電話が掛かることを知って驚いていた。 

 

いよいよ、下りだ。 

ただただ、走って下った。 

1時間半で麓の太郎坊へ駆け下りた。 

 

富士山は偉大だ！！ 

やはり、日本一の山だ！！ 

立派だ！！ 

（完） 



 

 



 

 
 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 


