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 発刊にあたって                               
 

市立大町山岳博物館の窓辺から西を仰げば、そこには峭立する北アルプスの山並みが私達を包

み込むように、威厳と孤高を持って聳え立っています。この山岳に自らの一生を賭け、夢を託し

た岳人たちが、慎重かつ大胆に頂をめざしてアプローチしてきました。この先人たちが残した資

料や文献を精査し、ルートの検証等に着手しはじめたのが、故・柳澤昭夫前館長でした。 

平成 21 年 1 月からは「長野県ふるさと雇用再生特別事業補助金」を受けることができ、山岳博物

館は資料集の作成を「山岳文化創出事業」と位置づけ、山岳博物館友の会に委託し、予てから前館長

が温めていた北アルプスにおける近代登山の記録集成、取り分け明治時代から昭和 30 年代頃までの

旧制高等学校山岳部や各大学山岳部、あるいは山岳団体による部報や会報を中心とする登山記録を、

原典に辿って収集し、将来に検討を加えるための基礎資料の作成を開始しました。 

端緒として取り組んだのは、鹿島槍ヶ岳の登攀史であり、その成果は企画展「アルピニズム誕

生昭和初期の鹿島槍ヶ岳登山史」として結実し、平成 21 年 7 月～8 月に開催、ご高覧いただき

ました。 

資料作成にあたっては、北アルプスのうち、後立山連峰を４つの山域別に区分けし、その第１集と

して「北アルプス登山史資料１－鹿島槍ヶ岳登山史－」を平成 22 年 3 月に刊行し、本編はその第２

集に当たり「北アルプス登山史資料２－白馬岳周辺登山史－」として上梓したもので、本編が日本に

おけるアルピニズムを考える上で礎石となり、山岳文化が発展する一助となることを期待します。 

大方のご批正を賜りますとともに、今後とも大勢の皆様方からの情報提供並びにご指導、ご鞭撻を

お願い致します。最後になりましたが、本事業を受託して、精力的に作業を進めていただいた山岳博

物館友の会の皆様に感謝申し上げます。また本資料集の編纂に当たり、各種機関、個人の皆様のご協

力を賜りました。厚く御礼申し上げます。 

 

市立大町山岳博物館 

館長 宮野 典夫 

 

凡 例                                      
 

1 本書は「北アルプス登山史資料２ ―白馬岳周辺登山史―」として、白馬岳を中心とした周辺山域にお

ける明治時代から昭和 30年代までの登山・登攀記録を中心とした文献資料を収録したものである。な

お、収録の選定基準として、各山岳での各期における初登頂・初登攀の記録を中心とした。 

2 本書に収録した文献資料について、著者名、題名及び収録書籍名、発行年月日及び発行先は、各編の冒

頭部分に記載した。 

3 文章・用語等については、次の方針に沿って編集した。 

   （1）本文の著述は原則的に原文を尊重し、発表時の文章のままを記載した。しかし、難解な用語や旧

字については、現代かなづかいや常用漢字に一部改めた。 

   （2）江戸時代以降各時代にわたって慣用されていた用語は、そのまま原文のとおり掲載した。 

そのため、今日的にみると差別的用語が一部あるが、歴史的文脈を尊重し、原文のまま掲載した。 

   （3）度量衡については、原文のとおりの単位を用い、メートル法等の表記でない部分もある。 

   （4）原文に明らかな誤字や脱字がある場合には、加筆や削除等行い、これを訂正した。 

 4 収録した文献資料の配列は年代順を基本とした。 

 5 各資料の尊重によって、文中に記載された年号は、西暦・和暦が混じっているが、ご了承願いたい。 

6 本書の企画・編集は山岳博物館館長・宮野典夫、副館長・清水博文、登山史等山岳文化担当の人文科学

系学芸員・清水隆寿、関 悟志が中心に行い、学芸員・千葉悟志、事務員・細野信子がこれを補佐した。 

原文からのパソコンへのデータ入力、編集作業、転載許可事務手続き等は平成 21年度に引き続き、平

成 22・23年度ふるさと雇用再生特別事業の「山岳文化創出事業」を大町市で受け、これを山岳博物館

友の会に委託し、選任された同会会員・宮澤陽美が専らこれを行った。  

 7 資料の転載など本書作成にあたり、様々な方にご協力を頂きました。あとがきにご芳名を掲載してお礼

に代えさせていただきます。

・ 表紙及びｐ8・9頁写真…市立大町山岳博物館蔵 

・ 裏表紙写真……昭和 11年 3月、不帰ノ嶮 1峰積雪期登攀中の東京帝国大学スキー山岳部メンバー 

＜出典：『岳人』第 417号（1981,3.1）＞ 
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15 昭和 4年（1929）3月26日 杓子岳杓子尾根積雪期初登攀 田中伸三 『やま』第25

16 昭和 4年（1929）3月30日 唐松岳積雪期初登頂 田中伸三 『関西学生山岳連盟報告』第1号

17 昭和 4年（1929）12月14－21日 唐松岳・五龍岳厳冬期初登頂 堀田弥一 『立教大学部報』第2号

18 昭和 5年（1930）3月16－26日 白馬岳～唐松岳積雪期初縦走 宍戸文太郎 『炉辺』第5輯

19 昭和 5年（1930）年3月24－26日 唐松岳～白馬岳積雪期初縦走 堀田弥一 『立教大学部報』第2号

20 昭和 6年（1931） 1月 4日 白馬岳から黒部谷への厳冬期初下降 小原勝郎 『立教大学部報』第3号

21 昭和 6年（1931） 3月31日 白馬岳東面主稜初登攀（積雪期初登攀） 田中伸三 『関西学生山岳連盟報告』第2号

22 昭和 6年（1931） 3月31日 白馬鑓ヶ岳東面南稜初登攀（積雪初登攀） 田口一郎 『甲南高校報告』第5巻第1号

23
昭和 6年（1931）
　　　　3月29日-4月3日

唐松岳～五龍岳～鹿島槍ヶ岳積雪期初縦走 工楽英司 『関西学生山岳連盟報告』第2号

24 昭和 8年（1933）1月4日 杓子岳杓子尾根厳冬期初登攀 高橋敏三 『山小屋』第62号

25 昭和 8年（1933） 3月25日
不帰ノ嶮2峰東面甲南ルンゼ初登攀（積
雪期初登攀）

伊藤新一 『関西学生山岳連盟報告』第4号　

26 昭和 9年（1934) 4月 4日 五龍岳東面G2初登攀（積雪期初登攀） 前田光雄 『岳人』第2号

27 昭和11年（1936）3月24日 不帰ノ嶮1峰積雪期初登攀 平島利規 『岳人』第417号

28 昭和12年 （1937）3月23日 白馬鑓ヶ岳東面北稜初登攀（積雪期初登攀） 武田六郎 『甲南高校山岳部報告』第8巻第1号

29 昭和12年（1937） 3月23日 杓子岳東壁D尾根初登攀（積雪期初登攀） 山口雅也 『甲南高校山岳部報告』第8巻第1号

白馬岳周辺の登山史年表
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№ 年月日 登山内容 報告者 文献資料名

30 昭和13年（1938） 4月28日
不帰ノ嶮1峰東北壁大阪薬専ルート初登
攀（積雪期初登攀）

前田光雄 『岳人』第418号　

31 昭和14年（1939） 3月29日 杓子岳東壁A尾根初登攀（積雪期初登攀） 小倉　績 『日本登山記録大成』第13巻

32 昭和15年（1940） 4月 1日
不帰ノ嶮2峰東面正面壁阪大ルート初登
攀（積雪期初登攀）

大島輝夫 『大阪大学山岳会時報』第3号

33 昭和15（1940）年5月2-3日
不帰ノ嶮2峰東面バットレス日大ルー
ト初登攀

佐藤耕三 『日本大学山岳部八十年の歩み』

34 昭和16年（1941） 4月 1日 不帰ノ嶮1峰尾根上部の積雪期初登攀 獨標登高会 『岳人』第135号

35 昭和24年（1949）8月5日 五龍岳東面G5初登攀 杉山喜一 『岳人』第21号

36 昭和25年（1950）1月2日 白馬岳主稜尾根厳冬期初登攀 徳永篤司ほか
『大阪大学山岳会時報』第1号
『岳人』第24号

37 昭和25年（1950）3月25日 五龍岳東面G5積雪期初登攀 杉山喜一 『岳人』第30号

38
昭和28年（1953）
　　　　3月3日-4月１日

白馬～針ノ木～鷲羽～槍～前穂高
岳積雪期初縦走

傘木徳十 『岳人』第190・191号

39 昭和29年 （1954）4月 5日 杓子岳東壁Ｂ尾根初登攀（積雪期初登攀） 星野　洸 『名古屋大学山岳部部報』第1号　

40 昭和30年（1955）9月19・20日
不帰ノ嶮2峰東壁下部三角形岩壁獨標
ルート初登攀

伊藤一男 『獨標』第52号

41 昭和30年（1955） 9月25日 不帰ノ嶮3峰A尾根初登攀 岡本龍行 『獨標』第52号

42
昭和33年（1958）
　　　　　　　3月22・23日

不帰ノ嶮1峰尾根末端よりの初登攀
（積雪期初登攀）

恩田善雄 『白稜』第131号

43
昭和33年（1958）
　　　　　　　3月22・23日

不帰ノ嶮3峰東面A尾根積雪期初登攀 独標登高会 『岳人』第137号

44 昭和33年（1958）4月12-16日
不帰ノ嶮2峰東壁下部三角形岩壁独標
ルート積雪期初登攀

独標登高会 『岳人』第136号

昭和33年（1958） 8月 8日 不帰ノ嶮1峰東北壁白稜会ルート初登攀

昭和33年（1958） 8月 9日 不帰ノ嶮東面2峰西壁第1峰初登攀

46 昭和33年（1958）12月30日 白馬岳3号尾根積雪期初登攀 広谷武司 『岳人』第155号

47 昭和34年（1958）3月10-12日 不帰ノ嶮1峰東北壁独標ルート積雪期初登攀 広瀬正己 『独標』第73号

48 昭和34年（1959）3月19-20日 不帰ノ嶮2峰東北壁独標ルート積雪期初登攀 長谷川準一 『独標』第73号

49 昭和34年（1959）3月19-21日 不帰ノ嶮3峰東面B尾根積雪期初登攀 安田容子 『独標』第73号

50 昭和34年（1959） 4月12日 不帰ノ嶮2峰西壁第1尾根積雪期初登攀 恩田善雄 『白稜』第144号

昭和34年（1959） 8月 8日 不帰ノ嶮2峰西壁第2尾根右稜初登攀

昭和34年（1959） 11月 4日 不帰ノ嶮2峰西壁第3尾根初登攀

52 昭和34年（1959） 8月30日 不帰ノ嶮2峰東面正面壁センターリッジ初登攀 伊藤幸之輔 『白稜』第147号

53
昭和34年（1959）
　　　　　　9月24-25日

杓子岳北稜積雪期初登攀 遠藤恵信 『岳人』第141号

54 昭和35年（1960）3月11-14日
不帰ノ嶮2峰東面正面壁センターリッ
ジ積雪期初登攀

中野多慧子 『岳人』第168号

55
昭和36年（1961）
　　　　　　4月29・30日

不帰ノ嶮2峰下部三角形岩壁右稜初登攀 三好一賢 『岳人』第161号

56 昭和39年（1964）5月3日 五龍岳東面C沢奥壁初登攀 川西康彦 『岳人』第201号ほか

57
昭和39年（1964）
　　　　7月31日-8月1日

不帰ノ嶮2峰東壁上部三角形岩壁独標
ルート初登攀

伊佐忠義 『岳人』第211号

45 独標登高会 『白稜』第135号

51 『現代登山全集』第4巻（4版）岡本龍行

7
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白馬岳周辺の山岳写真 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
五龍岳～唐松岳～白馬三山周辺 （長野県北安曇郡白馬村北城蕨平より撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小蓮華山（白馬村神城より）               小蓮華山（新潟県糸魚川市根知より） 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

白馬三山（大町市八坂相川より）        白馬三山（白馬村北城大出より） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白馬三山（富山県・立山より）                  白馬岳（白馬村北城野平より） 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白馬鑓ヶ岳・杓子岳（白馬村北城野平より）     杓子岳（白馬村北城蕨平より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白馬鑓ヶ岳（白馬村北城大出より）        不帰ノ嶮（白馬村北城青鬼より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不帰ノ嶮（白馬村北城青鬼より）      唐松岳（唐松岳頂上山荘より） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    五龍岳（長野県上水内郡小川村より）       五龍岳（白馬村北城みそら野より）           
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白馬岳周辺の山岳概念図  

出典：『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）p.18｢後立山連峰概念図｣  
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出典：『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）p.20｢白馬三山東面概念図｣ 

出典：『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）p.22｢白馬岳東面概念図｣  
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出典：『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）p.25｢白馬鑓ヶ岳・杓子岳東面｣  

出典：『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）p.29｢天狗尾根東壁概念図｣ 
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  出典：『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）p.35｢不帰東面｣  
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出典：『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）p.34｢不帰周辺概念図｣  

出典：『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）p.58｢五龍岳周辺概念図｣  
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出典：『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）｢五龍岳東面｣  
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1．窪田 畔夫  『郡治日錄』                           

長沢  武   「白馬岳最初の近代登山者－窪田畔夫と渡辺敏－」『北アルプス夜話』 

昭和 52年 9月 25日刊 信濃路発行  

 

 

八月 

  （ 前 略 ） 

 

仝（注：晴暑）土 十八日 午前上衙 

午後一時半 渡辺訓導ト仝シク 大町ヲ発シ平役場ニ休ミ湖端校ヘ立寄リ佐野

坂下ニテ阪井中川ヲ會シ飯田ニテ別レ北城校ニ至ル・時黄昏也阪井屋ニ泊ス豊

嶌来ル 

 

微雨 日 十九日 今朝白馬山登岳ノ用意シ導者三名ト福島廣吉猟者田中兼次郎 豊島加納ト都

合九人同発細野入 二タ俣ヨリ松川ニ沿ヒ中山沢ニテ午食シ蠟石山ヲ視テ岳

麓ノ岩窟ニ泊ス 

 

大雨 月 廿日  夜半ヨリ雨降出岩室モ耐エ兼ネ新タニ小屋ヲ造リテ移リタルニ終日甚ダシク

空シ滯留ス 黄昏ヨリ降止ミ夜ニ入リ星ヲ看ル 

 

降  火 廿一日 早発嵓嶮ヲ攀ヂ雪上ヲ陟ル一里半ヲ上リタル時ニ旭日ヲ拜ス雪上里余ヲ上リ 

微雨        谷間ニ石質ヲ視峯ニ達ス越中ヲ眼下ニ見ル測量方ノ小屋ニテ中食シ絶頂ニ登 

         ル雲 

    

  

（ 後 略 ） 

   

 要 約 

  明治 16年（1883）8月 18～22日の記録。大雪渓より白馬岳登山。 

メンバーは、窪田畔夫、渡邊敏、豊島三男人、狩野直寛、福島広吉、田中兼次郎、ポ

ーター3人。 

行程は、8月 18日 大町－平役場－湖端校－佐野坂－飯田－北城校－阪井屋。 

19日 阪井屋－細野入－二俣－中山沢－蠟石山－岳麓の岩室。 

20日 岩室－新たな小屋、滯留。 

21日 小屋－測量方の小屋－白馬岳山頂－ 

※8月 21日の記録は途中で終っている。 

※『郡治日録』は、窪田畔夫氏が北安曇郡長を務めていた 8年間の日記。本項では当該期

間の記録を抜粋した。 

  ※近代登山として初めての白馬岳への登頂である。 
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「白馬岳最初の近代登山者 

――窪田畔夫と渡辺敏――」『北アルプス夜話』 

長 沢  武 

 

明治十六年八月二十一日、北安曇郡長の窪田畔夫
く ろ お

（当時四十五歳）と仁科学校（現大町小学校）

の一等訓導渡辺敏
はやし

（当時三十六歳）の二人は、随行者・案内人を含む一行九名で、白馬岳に登頂

した。 

これは、知識人の登山としては、同岳における最初の快挙であると同時に、日本の近代登山史上

においても特筆大書し、長く記念すべき画期的山行である。 

しかし、この登頂については、一般にはほとんど知られておらず、したがって一九六九年上梓の

山崎安治氏の『日本登山史』にも、また翌年発刊の安川茂雄氏の『近代日本登山史』にも登山の内

容については載っていない。それは、この登山が一地方人の登頂であり、登頂についてのレポート

もなく、時期尚早で社会の往目を引くような時代ではなかったという背景にあったためである。 

 それゆえ一般には、同岳の最初の知識人登山は、明治三十一年の夏この山に初めて植物採集登山

をした河野齢蔵一行であると、長い間思われていたようである。そのことは、渡辺敏先生の死の翌

年（昭和五年）渡辺敏先生追悼特集号として出された『信濃教育』第五二四号に「渡辺敏先生と登

山」と題して河野齢蔵氏が、 

「私は明治三十一年八月に白馬岳に登り……この登山の記事を翌年の信濃教育会誌と植物学雑

誌上に掲載してから、余等が白馬岳の開祖の如く思われたのであるが、実は余より遙かに先に渡辺

先生が大町小学校長時代に時の郡長窪田畔夫氏と他一名の小学校長とを伴って登山したのであっ

て、知識階級の登山者としては先生が先登第一である。……」 

と述べているのをみてもわかる。私の知る限りでは明治十六年の登山が活字となって世に紹介さ

れたのは、この追悼号が最初ではないかと思う。このようにアルプスの山が深いガスに包まれた如

く、その山行は長い間まったく知る由もなかったのである。 

ところが昭和五十二年一月、知人の菊池今朝和氏から、この時の山行日誌が現存されていること

を知り、畔夫さんの孫に当たる窪田佑三さんを尋ね『郡治日録』なる畔夫氏が毎日の行動を克明に

記した日記を見せてもらい、その登山のほぼ全容を知ることができた。 

 

日本近代登山の黎明
れいめい

期 

 

まず明治十六年という年代を、日本の登山界（当時は登山について界というほどの動きはなかっ

たが）についてみると、江戸時代末までには日本のすべての山は何らかの形で登りつくされていた

とみてよいだろう。北アルプスについても御他聞に漏れずで、記録に残るものは文政十一年（一八

二八）の播隆上人の槍ヶ岳開山が有名であるが、他には立山、白山、笠ヶ岳、乗鞍、有明、常念な

ど、いずれも古い時代にすでに念仏僧や修験者によって登られていることは間違いなく、登頂不可

能とされた剣岳でさえ、明治四十年（一九〇七）柴崎芳太郎測量官がようやくの思いで登ってみる

と、そこに焚火の跡と朽ちはてた錫 の頭を発見したのであった。 

宗教的開山に関係ないとされる山についても、山麓の無名の猟師たちによるか、黒部奥山廻り役
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のような国境警備の人たち、また採薬草者らによって登られていたろう。いうなれば、これらは古

代から近世の登山であった。 

ところが明治の御世を迎えると、文明開化で一挙に新しい西欧文明が入ってき、山登りについて

も昔とはまったく変わった、学術研究登山、ただ単に登らんがための山登り（スボーツ登山）とい

う「近代登山」が行なわれるようになってくる。 

それはまず安政五年（一八五八）の日英修好通商条約を始めとする幾つかの条約の調印により、

来日するようになった多くの外国使節を始めとして、明治政府が迎えたお雇い外人教師や宣教師、

商社マンなどが、西欧風の登山を試みた。これは当時の日本から見るとさしずめ「お遊び山登り」

と言ったところで、長い封建社会の土地と生産に縛りつけられてきた者には異質のものだった。 

だが、明治も十年代を迎えると、日本人の間にも来日した外人の指導や影響もあって、西欧風の

登山が芽ばえてくる。それは日本の近代理科学の発達と密接な関係を持っている。日本の屋根とい

われる北アルプスは、この初期において良い研究の場とされ、地形・地質・植物などの調査のため

に、外国人学者やこれらの人の指導を受けた新進気鋭の青年日本人学者によって踏破されるように

なった。またこの頃、明治七年に発足した内務省の地理局、十一年発足の兵部省の参謀本部の測量

班は全国の山に測量を開始したし、江戸時代の文人墨客の延長とみられる知識人の趣味の登山（こ

れはやがて近代的登山へと発展していく）も全国的に見られた。 

このような日本全体の動きの中で、「白馬岳」について明治十年代二十年代の登頂記録はどうだ

ったろう。 

○ 明治二十六年 陸地測量部白馬岳に一等三角点撰点、係官は館潔彦（寺田寅彦『地図をながめて』） 

○ 明治二十七年七月 ウエストン蓮華温泉より今の雪倉山麓コースをたどって白馬岳に登り、再び

蓮華温泉に下る。（ウエストン『日本アルプス登山と探検』） 

○ 明治二十八年八月 富山の人小杉復堂、柳又広河原を経て猫の踊り場に出、清水岳を通り白馬岳

に登頂（小杉復堂『遊大蓮華山記』） 

以上三つの記録が登山史に載る記録であり、これに次いでは前記明治三十一年八月の、河野齢蔵

氏一行の植物採集登山で、この登山を契機として以後白馬岳は高山植物の豊庫として、毎年多くの

登山者を迎えることとなるが、窪田等の登山はこれらの登頂より十数年も早いものであった。 

 

『郡治日録』解題 

 

窪田畔夫の『郡治日録』は彼が北安曇郡長拝命の通知を受けた明治十二年一月三日から十九年郡

長辞職の時までの八年間の日記録である。 

まず書き出しは拝命通知の受取りからで、一月三日午後一時、家僕が県からの通知を携えて彼の

いる信飛新聞の事務所の知新堂へ来た。見れば明四日午前十時に県庁へ礼服着用出庁せよとある。

急の事で和田の自宅へ帰っている間がないので、市内の知人橋爪氏から礼服を借り、夜通し歩いて

鶏鳴前に長野に着いたと書いてある。この時の月俸は三十円で、当時とすれば高給であった。 

さて、明治十六年八月の白馬岳登山の箇所を転載すると、 

 

晴暑（金）十七日 父ニ書状ヲ発ス今夕入山ニ於テ 大沢寺双方友代言人御一同ト親睦会 
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晴暑（土）十八日 午前上 衛
（ママ）

 午後

一時半 渡辺訓導ト仝ジク大町ヲ

発シ平役場ニ休ミ 湖端校ニ立寄

り 佐野坂下リテ阪井 中川ヲ会

シ飯田ニテ別レ北城校ニ至ル 時

黄昏也 坂井屋ニ泊ス 

微雨（日）十九日 豊島来ル今朝白馬

山登岳ノ用意シ導者三名ト福島広

吉猟者田中兼次郎 豊島 加納ト

都合九人同発細野入二股ヨリ松川

ニ沿ヒ中山沢ニテ午食シ蠟石山ヲ

観テ岳麓ノ岩窟二泊ス 

大雨（月）二十日 夜半ヨリ雨降出岩

室ニ耐エ兼ネ 新タニ小屋ヲ造り

テ移リタルニ終日甚シク空シ滞留ス 黄昏ヨリ降リ止ミ夜ニ入リ星ヲ看ル 

降微雨（火）二十一日 早発嵓ノ嶮ヲ攀ヂ雪上ヲ陟ル一里半ヲ上リタル時ニ旭日ヲ拝ス 雪上里余

ヲ上り谷間ニ石質ヲ視 峰ニ達ス 越中ヲ目下ニ見ル 測量方ノ小屋ニテ中食シ絶頂ニ登ル雲 

降（水）二十二日 松内豊治ガ来ル 裏道見分ヲ乞フ 相導シテ松川姫川合流ヨリ遡リ平川ノ東ヲ

経テ飯森ニテ中食 渡辺ト会シ堀之内校ヲ看 三日市内山ヨリ青木湖ノ東へ出テ ドヽメキ沢

見分 梁場ニテ一休シ七時頃帰寓ス 

 

この日録に解説を加えてみると、 

十七日の「大沢寺」は大町市平区二ツ屋奥にあった曹洞宗の寺であるが、昭和四十二年（一九六

七）焼失し、現在は市内六日町に移転再興されている。 

十八日の「渡辺訓導」とは渡辺敏校長である。彼は明治八年から十七年までの十年間、仁科学校

の訓導として在職し民権派教員として活躍、十二年十一月松本に国会開設要求の政治結社奨 匡 社
しょうきょうしゃ

が結成される前後は特にその活動は活発であった。彼は大町に別に社員一○○人余の洋々社を組織

し、土曜日の夜ごと演説会を開き、新聞縦覧所を設けるなどした。また明治十二年一月北安曇郡長

となった窪田も自由民権運動の闘士で、明治五年には松本に信飛新聞を創刊し、九年には筑摩県下

問会議の幹事長、十年には県下で最初の政談演説会を開くといった行動派であった。それで長野県

は十一年十二月末、彼を民権運動から遠ざけるために北安曇郡長に任命したといわれる。 

以上のような関係で大町時代の二人は親交厚く、何時も進歩的な考えを持って事を処していたよ

うで、おそらく白馬登山の話は渡辺から出され、二つ返事で話がまとまったものであろう。「平役

場」は旧平村役場で、現大町市役所支所、「湖端校」は海ノ口の現在の大町公民館海ノ口分館であ

ろう。宿舎の坂井屋は県道の未だ開かない当時の本街道であった千国街道沿いにあった佐野坂以北

小谷地方へかけて一番の旅籠
は た ご

と店と酒屋をやっていた家で、当時二階建ての大きな構えであった。 

この日録のコピーを持って訪ねると、明治二十六年生まれのよ志婆さんは、 

「郡長さんと父たちが白馬へ登った話は親から聞いてないが、何時だったか郡長さんが泊って、
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寝る時床の間にあげておいた金時計が次の朝になったら無いということで大騒ぎになり、結局弁償

したが、翌年になってタカ（屋根裏）のかたづけをしていたら藁の中から出てきた。ネズミのいた

ずらだったらしい。エライ目に逢ったと良く話してくれたことは覚えています。その頃この辺りに

は七軒しかなく、今の白馬館も私の家の道南にありました。明治二十二年頃新道（県道）が開いた

ので、私の家も （白馬館）もそちらへ引っ越したが、私の所はその後商売を止め、また元の屋敷

へ帰って来ただいネ」 

と話してくれた。この家の横にある平川神社の創立が明治三十二年であるから、それより十六年も

昔のことである。 

十九日の「導者三名」はおそらく細野の人たちで、営林署から官林の管理をまかされていた人で

あろう。「福島広吉」は坂井屋の若主人。「猟者田中兼次郎」は佐野の猟師で、当時白馬連峰はもち

ろん遠く葛温泉の奥山まで出かけカモシカ猟をしていた男で、かいわいきっての山岳通、このとき

二十七歳であった。 

「豊島・加納」の豊島については、前記記念号に河野氏が書いている「他一名の小学校長」から

判断して時の北城小学校長豊島三男人と断定してよいであろう。「豊島来ル」とこの日の日録の最

初にあるから、近くに住んでいた豊島校長は、登岳の朝早く自宅から参加したものだろう。なおこ

の校長は明治十一年から十九年まで北城小学校長を勤めており、窪田、渡辺両氏とは旧知の間柄で

あったわけである。 

「加納」については、明治七年から二十六年まで、北城小学校の前身で塩島に在った古城学校、

陽徳学校から引き続き長年北城の地で先生をしていた加納直貫（宥一）であろう。氏も渡辺校長と

同じく士族の出身で天保十二年（一八四一）生まれ、このとき四十二歳であった。 

「岳麓の岩窟」とは二十一日の登撃記「嵓嶮ヲ撃ヂ雪上ヲ陟ル」からして、白馬尻の岩屋ではな

く少し下流の大滝の下の、通称熊の穴という岩壁であろう。 

二十日大雨とあり、雨漏りに耐えられず小屋を造って移勤したとあるが、一行九名では岩屋も収

容オーバーでやむを得なかっただろう。 

二十一日、夜明けを待って行動を起こしている。一里半も歩いてから御来光を雪溪上で迎えた。

「石質を視」は地質見分で、十九日の蠟石山の見学といい、ただ単なる趣味の登山ではなく、学術

登山の匂いが強く感じられる。この辺は同行の渡辺訓導の出番で、いろいろ学問的な知識を同行の

先生たちに披露したものと思われる。 

この登山について一般に、前記河野齢蔵氏の記念号での文の「……先生は当時白馬雪溪上部で蠟

石を拾われたことはあるが、登山の目的は博物の研究ではなくて、主として自然の偉観に接せんと

するのと、剛健心の満足を求むることにあったようである……」を引用してきているが、私は学問

的物の見方の基礎を養う実地教育への目覚めという、渡辺敏校長の新しい教育観を強く感じる。渡

辺校長は博物学専攻ではなかったが、その後の雑誌『信濃教育』に「一罎百験」という匿
とく

名で数十

回寄稿し、実験科学への造詣の深さを示しているのをみてもわかる。 

「測量方ノ小屋」については、明治七年（一八七四）内務省に地理局が、また十一年（一八七八）

には兵部省に参謀本部測量局が発足し、共に日本全土の三角測量に着手した（山崎安治『日本登中

史』）というから、このどちらかの測量員が、当時すでに白馬岳に登り測量をしていたことがうか

がえる。ちなみに、この地理局と参謀本部の二本立てで行なっていた測量測図の仕事は、明治十七
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年から参謀本部一本に統一され、さらにこの参謀本部測量局は明治二十一年陸地測量部となるわけ

で、白馬岳に一等三角点が撰点されたのは明治二十六年であった。 

「小屋ニテ中食シ」とあるが、この日の天候は微雨とあり、登頂時も山頂は雲に包まれていたと

いうから天気は良くなくガスっていたので、一行はこれ幸いと小屋に入り中食をとったものと思わ

れる。それにしても九名の大部隊が全員入れるような広さの小屋があったのであろうか？ 

この日の部分の日録は「絶頂ニ登ル雲」で終り、以後どのようなコースで下り、何時頃里に出、

何所に泊ったかは知る由もないが、おそらく翌二十二日の日録の文面からして、その日のうちに里

まで下り、坂井屋の主人広吉が同行しているから再び坂井屋に泊ったものだろう。 

二十二日「裏道」とはおそらく千国街道の裏道のことで、姫川以東の道のことと思われる。そう

すると、坂井屋から一旦松川が姫川に合流する北大出か水神宮地籍を見分し、ここから姫川沿いに

ついている東側の道を川沿いに遡上して蕨平、深沢、空峠を経、平川の合流点も川を渡らず東側の

山道を通って飯森に出たものだろう。地質調査が目的か、あるいはこの年新道工事が大町から北へ

伸び、十七年には神城地区の測量がされ、二十一年にはこの平川まで工事が完成しているので、郡

長としてそのルートにつき平川・松川の荒川に架橋せずに、姫川の右岸にルートが採れるか、その

可能性について下見分をしたのかもしれない。 

「渡辺と会し」とあるから、この日の行動は窪田は渡辺とは別行動をとり、飯森で落ち合って、

おそらく戸長の「窪田家」で昼食をとったものと思われる。午後は飯森を発し、堀之内学校を見、

三日市場・内山を通り青木湖の北端へ出、加蔵を経て中綱湖の所で千国街道本道に出て大町には夕

刻七時頃帰っている。そして翌日は郡役所へ平日出勤しており、まったくその健脚ぶりに驚く。 

なお窪田は、その日録とは別に毎日金銭出納簿も克明に付けており、それを見ると、この白馬登

山の費用は二円四十銭で、「渡辺訓導も同額出金ス」と八月二十二日のところにあるので、大町へ

帰宅後すぐ費用の精算をしたものと思われる。 

 

窪田畔夫のプロフィル 

 

『信州人物誌』（昭和五十年刊）によると、畔夫は長野県東筑摩郡和田村（現松本市）の庄屋窪

田八郎右衛門の長男として天保九年（一八三八）に生まれた。幼くして父から庄屋学を会得し安政

二年、十九歳で寺子屋を開き、明治維新まで村内子弟の教育に当たったが、慶応三年には名主にな

り、明治を迎えると御一新の政治のために努力し、やがて自由民権運動に入る。 

以下明治十二年一月、四十一歳で北安曇郡長拝命までの経歴は前述した通りで、郡長拝命後も民

権派に理解ある郡長として知られた。 

登山については白馬登山の翌明治十七年九月八日から十一日まで二男洵（二木洵で後の蚕種関係

の実業家で県会議員、国会議員も歴任）を連れ、渡辺校長と葛温泉に行った。日録には詳細は書い

てないが、当時十歳の洵氏の記憶として、父等二人は、洵君を残して数日間何処かの山へ行き、帰

りの土産に水晶やアラレ石を拾ってきてくれたことを覚えている、と祐三氏に話したという。 

後日のものと思われる筆で、余白に、余は渡辺と共に針ノ木峠ヨリ不動嶽、烏帽子 三ツ嶽を越

ヘテ三俣 五六岳等ヲ調査シ 湯俣水俣国境ノ大体ヲ究メ其際ノ一句 

 



22 

 

伍六岳暮雪 

伍鹿峰高峙碧空 夏来山雪尚玲瓏 

山霊合祀躬耕日 依例遙望播種翁 

伍鹿山長 畔夫 

とあり、当時好んで伍鹿山長と号していたらしく、今も自然石利用の「伍鹿」という印が残って

いる。 

さて、明治十九年郡長を辞職すると二十一年には県会議員に当選活躍、さらに二十五年三月には

第二回衆議院議員選挙に吏党派から立候補し当選、国民協会の領袖になった。明治三十一年には長

男の死を契機に政界から引退、大正二年まで神官を勤めるなど長年にわたり巾広い活躍をした。そ

の間、松門と号して絵もよくし、また大正八年には浅間温泉に松門文庫という図書館を独力で建て

一般に開放した。大正十年、八十三歳で没した。歌人の窪田空穂は分家に当たる。 

 

渡辺敏のプロフィル 

 

弘化四年（一八四七）岩代国（福島県安達郡）二本松の藩士浅

岡段介の次男に生まれ、七歳で小姓役になった。明治元年の戊辰

の役に従軍し一家は離散した。二十三歳の時渡辺家の養子となり、

明治七年志を立てて上京し東京師範学校に入った。明治八年卒業

と同時に大町村民の強い懇請により仁科学校に迎えられ、十七年

十二月までの十年間を大町で暮らす。その後、一旦郷里福島の師

範学校の教師として帰るが、明治十九年再び長野へ迎えられ校長

を歴任、二十九年には長野高等女学校創立と同時に初代校長とな

った。以後大正五年までの二十年間、校長を勤め、信濃教育会名

誉会長に推される。退職後も長野市に住み郷土史の研究をし、昭

和五年八十四歳で没した長野県教育界の長老である。 

大町時代の氏は赴任の時、当時見たこともない提琴を携えて着

任、唱歌に合せて体操を教え、信州における西洋音楽の創始者と

なったほか、寺小屋時代の読み書きそろばんとは全く異なった新

学習法をとった。児童を引率して野外学習に出かけ、動植物や鉱

物を採集したり、自然や気象観察をさせ、また土曜日や夜は村の

青年を集め学習会を開く等した。母が結婚式用に作ってくれた晴

着を上京する児に着せてやって、自分は普段着で婚礼に帰ったり、

子供たちに角力をとらせてその賞金に月給を使ってしまったり、

六ヵ月間も事務員に給料を猫婆されて知らなんでいた、とかエピ

ソードも多い。 

長野時代では全国に先がけ精薄児教育を手がけ、盲啞学校を創

った。有名なのは明治二十八年の夏、長野に町立女学校を創る建

議書を出した折、議会は賛否両論に分かれた。趣旨の説明を求め
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られた時彼は、一言も話さずポロポロと涙を流し着席してしまったので、議員一同はその誠意に感

動し、建設が決まったという。彼は平素なりふりかまわずチンバの靴下に草履ばきであり、来賓の

前で居眠りを平気でし、会計検査員の持ってきた弁当を間違えて食ってしまったりしたという。 

女学校で彼が一番力を入れたのは体育と理科だった（毎日新聞社『高校風土記』）。ここでも「一

びん百験」を実行、善光寺山門の大道でもこれを道行く人にやって見せたというし、戸隠山登山を

明治三十五年からずっと学校行事として生徒に実施するなど、彼ならではの実践教育論者であった。

自らも教壇から身を引いてのち、大正六年七十歳の高齢で白馬岳に再登山するファイトマンだった。

写真の書は大町市大黒町荒井樵次氏の父栄蔵さんが記念に書いてもらった軸で、書については自信

がないというが、高い風韻をもっている。 

 

  穿雲在雪上九垓 千紫萬紅錦作堆 

  聞説山中無歴日 秋芳春艶一時開 

  余上白馬山係明治十六年事恙登同山先鞭者也 

  大正六年再試登此時齢七十是亦老齢者先登云乎紹児為記念 

                                

七十四叟 雪窓居士敏 
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2．大塚專一  「信飛越山間旅行談（一）・（二）」『地學雜誌』第二集 第十九・二十巻 

明治 23年 7月 25日・8月 25日刊 地學會発行  

 

●信飛越山間旅行談（一） O．S． 

地圖を繙けは本邦中部は山脉重疊として其錯雜なるを知るべきか此北邊に蜿 する飛驒山脉は信

飛越の國境に至りて大槪海拔三千米突内外の秀峰蟻集して無人の區域を爲す山脉は北趨して越中

越後兩國の境をなし北岸に至り突然と親知らす子知らすの斷崕にて北海に入る此山脉の形貌を其

西側越中平原より或其東側姬川澗谷より望めば 壁宛も數個の屏風を並列したる如く北陸海道を

通過するもの誰れか其巖々嶄々たる秀峰に一驚せさるものなからん飛驒吉城郡有峰村以北二十里

幅十里計の山間にハ人屋 無く唯立山温泉浴屋二軒あるのみ山脉に並行して南北に貫通する黑

部深谷あり南信飛國境の藥師岳に發し北流二十里にして越中平原に出づ黑部谿壑は殊に嶮峻其上

流に泝るに從て兩岸愈々迫り左右 壁削るか如く其雄壯峻拔なること二個の屏風を並立せし如し

二十里の間 於て之を徒涉するに る河底は只に信州大町より立山に詣る間道一あるのみ他は

水激流にして深淵多けれは泳涉せんも容易の事に非さる り 

余は昨年地質調査の公用ありて九月 旬より 後一ヶ月間余の露宿にて飛驒山脉の信飛國界以北

を跋踄したり實に山路の嶮なるに人をして震慓せしめたり本邦は就分と山岳に富み深山幽谷の地

少なしとせす時に或は探求の目的ありて跋踄せんとする人無にしも非らされば露宿の用意を此く

る人の參考に述ん 

難塲多き山間を跋踄せんには獵夫を雇ふべし食物は米、味噌、鹽、漬物等にて足れり 鍋、面桶、

山刀抔ハ缺く可からさるものなり其外餠と麻繩、毛皮、毛布及油紙も必用の品なれは用意 きこ

となり餠は溪水なき山領を跋踄する時の食物に なり麻繩は數十 もある斷崖を下るに なり毛

皮は露宿の 之を敷きて寖れは濕氣を受ず且温たかなり油紙は寖る折之を掩へは雨露を凌き且身

体の蒸發を幾分か防き爲に體温を暖たかにすれハ手輕の蒲團の用を爲す其他は人々の好意にあれ

とも右品位は何れの村落にても購求し得安き者なれは露宿に手輕の物品なり 

信飛國境以北の飛驒山脉は東は姬川澗谷の地辷線より高度を爲して隆起し西は越中平原に面す此

山脉の骨髓とも謂べきハ花崗岩にして之を斜に貫通する火山脉數條あり其主なるは立山温泉地方

より越後西頸城郡蓮華温泉に連なるものと針木峠より北に餓鬼ヶ岳、鎗ヶ岳、大里ヶ岳に連なる大

嶽を成 るものとの二條なり本山脉の北蓮華岳に至るの間は諸峯海拔三千米突内外 あれとも該

 要 約 

  明治 22年（1889）9月の記録。鹿島槍ヶ岳から白馬鑓ヶ岳間の主稜の初縦走。 

メンバーは、大塚專一ほか。 

行程は、9月 9日～ 野口村－針ノ木峠－平－立山－平－黒岳－葛温泉－野口。 

24日頃 鹿島槍ヶ岳－白馬鑓ヶ岳、下山後雪倉岳。 

10月中旬～ 音沢－東鐘釣－サンナビキ山－島尻村。 

  ※大塚專一氏は帝国大学理科大学卒業の地質学者で、本山行は調査のためのものである。 

大塚氏は文久 3年（1863）生まれ。明治 23年 3月発行の地学雑誌第 2集第 15巻の

論文に、「農商務技師試補理學士 大塚專一」と署名がある。 
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岳以北の山脉の地骨は古生層となると共に諸山の高さは稍や減して二千米突内外となる其脉の外

邊山間の低部には中生 層の堆積したるもの處々に散在す 

山脉跋踄の手 は、九月九日なりき信州北安曇郡野口村より籠川谷を昇り針木峠を越へ越中立山に

至り同山より后立山に出て黑部川を泝り黑岳に攀登りて再ひ野口村に歸る露宿十日間を費せり

め野口村を發し針木峠に登るや九月十日の强風雨に出會し岳の積雪は爲に溶解頽落し山の傾斜急

なれは岩塊樹木を押流し其勢猛くして僅か一夜の中 谷間は岩塊を以て塡塞したり余は岩窟に逃

入り辛くも其難を避たり針木峠は海拔二千五百米突なれとも其北に連なる祖父ヶ岳、鎗ヶ岳共に三

千二十米突に達する峻嶺にして 頂の谷間には積雪解けすして氷河を爲  

針木峠以西立山 至るの間ハ別に面白き事なし立山の西邊を橫走する火山脉ありて立山温泉は其

中にあり温泉湧出の箇處は安政年間の立山大鳶山爆裂に依て現れたる摺鉢形の凹處の内に數孔散

在す其尤も大なるは新湯なり湯壷の周圍三町計にして へす硫氣を帶たる熱湯湧出し爲 周壁の

岩石は溶解されて其硅酸質の部を殘せば硅酸物沈澱堆積して玉髓及蛋白石を產出すれとも其質美

なるもの稀れなり立山温泉の北に當る立山西麓に地獄谷あり是 爆裂噴火口にして數箇の氣孔其

中に散在し硫黃氣の蒸氣を昇騰す氣孔の周邊にハ硫黃の離結したるもの堆積し每年四五寸の厚さ

に積れは夏期登山の にハ之を採堀し硫黃精製 從事する者あり立山の裏岳を越へ后立山に出て

黑部川を泝りて黑岳に至る同岳ハ粗晶質の花崗岩より成る花崗岩中 は屢次水晶を產する 晶体

小なれは詮堀の價値は非らさるべし黑嶽より野口村に出たりしか歸路葛の湯と云ふ温泉を巡撿し

たり温度攝氏三十九度にして鹽類泉なり温泉は花崗岩より湧出すれは同岩中の鹽基物を溶解し硅

酸物を離結せしむる温泉の爲結晶するを得されば湯壷の底には小球をなしたる石英堆積し其大さ

同一にして宛も雹の如し 

次は野口村より其北にある鹿島谷入を登り信越國界の骨髓とも云ふべき秀峯の鎗ヶ岳、乘鞍岳、不

歸岳、祖父岳、祖母岳、蓮華岳等を乘越へ越後西頸城郡大所村に出たり此の露宿日數は十四日間た

り此山岳は名にし負ふ高山峻谷多く谿間は斷崖多く た累年の積雪結んで尙ほ解けず進路極めて

困難なれば山脊に攀登り峯 峯に亘り行を尤も好とす然とも 項四近には植物帶の第四 する

ハヒ松繁茂 れは步行難澁なり鹿島谷入より四日間を費し花崗岩の地を經て針木峠より連なる火

山脉の鎗ヶ岳に達せしは九月二十四日頃なりしか時に烈風降雪の難に合たり實に高山降雪の早き

に驚きたり同岳より乘鞍岳に至り乘鞍岳の西邊に不歸岳あり祖父谷硫黃澤あり倶に黑部川に注入

する谷なるか兩谷は立山續きの火山脉なり噴氣孔數孔ありて其周邊に硫黃を堆積し厚さ一尺より

二尺に及ふ其面積兩谷を合すれは八町四方もあるへきか山路の嶮なると高山積雪の地なれは未た

之が採堀に着手するものなし鎗ヶ岳四近は殊に深山なれは猪熊多く居を占め不歸岳近傍に在て屢

次猪の奔るを見たり乘鞍岳より蓮華岳に至る間に迸發蛇 岩の岩脉を爲 もの數條ありて其腐蝕

したる岩面或は裂罅に凍石（Steatite）を產す石板筆に應用すベき 材たり蓮華岳四近は玢岩或は

安山岩の火山岩より成り玢岩迸出は銅鑛を從伴せし者の如く玢岩の脉 は往々銅鑛を散 し鉢ヶ

岳に於ては幅八尺程の堅鑛脉玢岩中にあり鑛石は輝銅鑛に磁硫鐵鑛を雜ゆれは 鑛には非らされ

とも脉幅大なるを以て採堀にたゆるものなれと如何せん深山 して山路の嶮なると降雪早き山岳

なるを 
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●信飛越山間旅行談 二  O．S． 

鉢ヶ岳鑛山より大羅伽谷に下り險坡を攀ち登り大蓮華少蓮華の秀峰を乘越へ辛らくも蓮華温泉に

出たり同温泉は立山温泉地方より主山脉を橫走する火山脉中にありて硫黃泉質にして安山岩の裂

罅より湧出し常に水蒸氣を昇騰す泉温は攝氏六十五度なり噴汽孔周邊の岩石は温泉の作用に依り

其鹽基物を溶却されて硅酸物をのみ殘せば白土の如きもの〻噴汽孔周邊に堆積するは則ち殘滓に

して極めて硅酸質 り今其分析を示すに 硅酸九五、六八礬土二、七二第二酸化錢〇、五三石灰〇、

五〇苦土痕跡硫酸○、六二なれは水硝子製造の原料に供用し得べく且 硅土は極めて細末なるもの

なれば寳玉飾石等の磨砂として應用し得べきものなり噴汽孔近傍に硫黃の離結したるもの岩面に

或ハ珪土 附着するあれと其量僅微にして到底採集するの勞なし蓮華温泉は山間の僻地にありて

僅に浴室一軒あるのみ余の此地に來りしときは人巳に去て 屋となり居れり露宿用意の糧米も巳

に盡きたれは詮方なく温泉より下る事四里余もある越後西頸城郡大所と謂へる僻村に出たり實に

大町を發し鹿島谷を上りてより人ある里に出しは十四日目なれは同行一同九死一生の思ひあらし

めたり大所村に鉛銅鑛床古生 石灰岩中にあり稍鑛巢の如き狀を爲 鑛石は銀分萬分の四あれと

鑛床の厚は平均に薄けれは 山には非らざるなり大所村にて尙數日間の露宿用意の食糧を整へ雪

鞍岳及同岳の東麓にある字板立塲の鑛山を巡見したり兩山の鑛床は大所村にあるものに類似し矢

張り古生 の石灰岩中にありて兩山供に鑛石含銀の量は 者に優り千分の一より萬分の七の間に

あり床厚は平均三四尺に過ぎず兩鑛山の位置は雪鞍岳の東邊にありて惡路嶮崕の處多し若し之を

採堀せんとする者あらは一ヶ年中に半期は從事し得べきも後半期は積雪の爲に恐くは休止せざる

を得ざるなり雪鞍岳より再ひ大所村に出て一先大町に歸れり 

三度目の山間跋渉は越中下新川郡 澤村と謂へる黑部深谷の咽喉にある處より黑部川を遡り字鐘

釣と謂へる處より山靡岳を越へ下新川郡島尻谷の島尻村に出てたり此日數僅々一週間に過きす黑

部谷は巳に に述べたりし如く兩岸の 壁なる事は實に跋渉するものを震慄せしむ 澤村を發

して黑部川を遡ぼり字鐘釣と謂へる處に至るの間は兩岸 壁僅かに出平と謂へる三十間四方もあ

る平地あるのみ 澤村には古生 層の石灰岩露出し肥料石灰を燒成する數十個の竈あり此地を過

きて鐘釣に至る間は花崗岩の地にて僅に字兵助平に玢岩の花崗岩中に岩脉を爲すもの數縧あるの

みなれば其の構造岩石は誠に單一なる り花崗岩中には石灰岩の厚きものを挿入す其灰岩の花

崗岩に接觸する一方の磐邊に於ては柘橊石の如き接觸鑛物を附着すれと後方の磐邊には毫も之れ

きは花崗岩の上に沈積したる石灰岩か其後に花崗岩の迸流したる爲に一方の磐部に接觸鑛物を

生したる所以なるへし此厚き石灰岩層は東鐘釣不歸岳より南西 走り上新川郡蘆倉寺村に連なる

東鐘釣より黑部激流を泳渉し山靡岳を越へ下新川郡島尻谷に出たり同谷の北㑨谷には古生 の凝

灰岩石灰岩の花崗岩に接觸する所ありて其近傍に鉛銅鑛脉ありて脉幅二尺内外なれと鑛石は千分

の一、四五の銀分を含有す此地より島尻谷を下り島尻村に出たり 

飛驒山脉の蓮華山以北は主山脉の地骨を成す花崗岩は稀れとなり多分 層の山となれは山相は

變し且 諸山の高さも滅し大槪二千四百米突以下なりとす然れとも尙ほ人馬不通の處多く山路惡

けれは之を跋踄せん は彼地此地に一二泊宛の野宿を要す余は凡んと十日間の野宿にて此邊の巡

撿を終りたり扨て古生 層の山は北趨して親知らず子知らずの斷崕に至て西に崛曲して突然と海

に入る古生 層山軸に沿ひ二縧の蛇 岩貫通す橋立村近傍に於ては同岩より凍石を產す靑海川入

眞砂村に古生 の輝綠凝灰岩及粘板岩の累層中に銅鑛及金鑛の脉あり一は橋立銅山なり鑛床は層
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狀をなして輝綠凝灰岩層に挿間し厚さ甚た不同なれとも平均一尺五寸あり鑛石は百分中に十分余

の銅を含有し銀分 になし金山は字長尻と謂へる處に輝緣凝灰岩及粘板岩累層中に石英脉ありて

含金の脉幅僅に五寸に過きす 

本山脉北部の外邊に中生 層の累層あり玢岩或ハ石英粗面岩迸出の爲に成層頗る錯雜す此中生

層ハ植物或介化石を產し其種類ハ中生 侏羅層に屬すべきものなり該層の眞砂村上路村及大平村

にあるものは黑炭を產すれとも層厚極めて薄し 

以上は飛驒山脉北部野宿的の產物にて此外主山脉の外邊にある里山に鑛山あれと巳に人々の着手

したるもの〻みにして別に新聞にも非らされは玆に筆を擱く 
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3．ウォルター・ウェストン 岡村精一訳  「第十一章」『日本アルプス 登山と探検』 

昭和 28年 7月 15日刊 創元社発行 

 

 

第十一章 

アルプス、端から端迄 ― 地震 ― 日本横断 ― 直江津
ナ オ エ ツ

 ― 地辷り ― 糸魚川の船頭 ―

『子知らず、親知らず』― 奇妙な碑銘 ― 親切な村長 ― 鄭重な巡査 ― 原始的な浴場 

―『蓮華の峰』 

 

 一八九四年に、中央日本のアルプスヘ第四回目の、そして最後の夏の登山をしようと計画したの

は、全山系を北から南へ横断することであった。私は、そうすることによって、つまり今まで登山

しなかった主な山々を登ることによって、全休としてのこの山系の生な特徴を、一層正しく頭でつ

かみたいと望んだのである。この試みは、その結果から見て大成功であった。このようにして、あ

のウィリアム・コンウェイWilliam Conway卿の旅日記『アルプス、端から端迄』。“The Alps from 

end to end.”のような本の真の価が、充分わかるようになった。 『中心を離れた
エ ク セ ン ト リ ッ ク

』登山家は必ず

しも一風変った
エクセントリック

登山家ではないことがわかった。 

 私達の一行は、名古屋のエッチ・ジェイーハミルトン
 ＊

 H．J．Hamiltonと神戸の浦口
ウラグチ

文治
ブ ン ジ

であ

った。ハミルトンはカナダ・ロッキー山脈での野営生活や旅行の経験が充分あるので、私達の遠征

では、料理長兼写真師の役割を引受けてくれた。 浦口は多少学識のある考古学者であるが、他の

方面、特に土地の慣習や迷信の調査にかけて、前者と同様に非常に役立った。これ等を調査研究し

たので、私達の旅行の面白さは二重になった。 

  ＊トリニティー大学（トロント）の聖公会宣教師 

 私達の出発点は東京だった。ここで帝国地理学協会の親切な秘書と楽しい会見をした後、夜晩
おそ

く

旅館――上野駅近くの名倉屋
ナ グ ラ ヤ

――に着いた。ちょうどその時突然激しい地震が起った。これは、私

が日本在留中数多く経験した最後のものだったが、最初の時と同じように、おかしくも 恐ろしく

 要 約 

  明治 27年（1894）7月 23日、蓮華温泉から白馬岳登頂・往復の記録。 

メンバーは、W．ウェストン、H．J．ハミルトン、浦口文治。 

行程は、7月 18日 東京－長野－直江津。 

19日 直江津－糸魚川。 

20日 糸魚川－山之坊(小滝)。 

21日 山之坊－蓮華温泉。 

23日 蓮華温泉－白馬岳－蓮華温泉。 

24日 蓮華温泉－下瀨。 

25日 下瀨－飯田－青木湖。 

26日－27日 滞在。 

28日 青木湖－豊科－松本。 

※外国人による初めての白馬岳登頂の記録である。 

※原典は『Mountaineering and Exploration in the Japanese Alps』（ジョン・マレー社、

1896）。 
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も感じた。在留外国人は一般にこの点で三段階の感情のうつりかわりを感ずると想像される。初め

は快感、次は無関心、第三は二度と再び会いたくないという心からの願いである。 

 『名倉屋』で過した夜はいつになく寝苦しかった。その上私達が一番いい部屋にいたという理由

で、この上もなく不愉快なものになった。というのは、日本の宿屋の一番いい部屋は殆どいつも一

番、『臭い』処にあったからである。私達は東京から本州を真直ぐに横切って直江津
ナ オ エ ツ

まで――即ち

太平洋岸から日本海岸まで――汽車で旅行した。このようにして本土
ホ ン ド

の殆ど一番幅広い場所を一日

のうちに横断したのである。長野――ここでは気象台の役人達の好意で、私の機械と彼等の機械と

を べさせてもらった――で三時間かそこら休んだのを除いて、この旅行はちょうど十二時間かか

り、百八十哩にわたった。直江津で『古川屋
フルカワヤ

』に宿ったのは決して成功でなかった。浴室からの熱

さ――その浴室はちょうど私達の室の直ぐ下にあった――、外からの臭気、それに内には蚤がいる

等のために、かなり私達の睡眠は妨げられた。 

 午前六時半（七月十九日）に私達は海岸に行って、田舎の人々の群と一緒になって、――彼等も

私達と同様に西へ向う人々だった――非常に大きなサンパン（日本でいう小舟）に乗った。これは

この海岸にある普通の漁舟である。そして私達は、ちょうどその時海岸から半哩沖に投錨していた、

直江津
ナ オ エ ツ

・糸魚川
イトイガワ

間を航海する小さな蒸汽船まで曳かれて行った。海岸には沢山の行商人が、粟で作

った、珍重されてる粟飴
アワアメ

という菓子の箱を売っていた。これは四哩程離れた高田の名物
メイブツ

（『特別の

産物』）と見なされている。茶屋や直江津の人々の別荘がそこここに点在している画のような絶壁

が、広く拡がつた砂地の海岸から、嶮しく聳えていた。その海岸には海水浴の人々が随分沢山遊び

興じていた。直江津から、十哩離れた処に、地辻りのためにむき出しになった地面があつて、昔こ

こに名立
ナ ダ チ

村があった。この村は、災害のために全滅したが、今は数哩西の方に再建されている。遙

か南方には大蓮華
オオレンゲ

（偉大なる蓮の峰）の頂上が聳えている。これは日本アルプス北部の最高峰で、

私達がこれから登ろうと計画した山々の中の最初のものだった。私達の三十哩の航海は午前九時三

十分に終り、糸魚川に到着した。がっしりした濃い赤銅色の船頭が、海岸まで舟を漕いでくれ、そ

の上、私達が上陸するように舟を岸まで上げてくれた。彼等のいでたちは、普通よりすっと身にま

とう布が尠なかった。彼等の服装は――伝統を守るアイルランド人のように――主に新鮮な空気か

らできていた。或る人達は腰のまわりに腰布を巻き、 他の人達は頭にタオルを巻いていたが、そ

の他の人達は一布も身に纒っていなかった。彼等の使う櫂は、Ｔ字形の柄の附いた非常に大きな木

の匙のようなものだった。糸魚川という村は、姬川
ヒメカワ

の東の 流に接し、海岸から僅か上に、長く一

列に並んだ家から、主にできている。この村には、住居の階下の前面に長い歩廊が作られていて、

奇妙な印象を与えている。この歩廊は、往来が冬の雪に深く鎖される時に、それは度々あることだ

が、家から家へ行く通路になるのである。この地方や日本アルプスの主脈の北西の 嶺に降りそそ

ぐ夥しい降雪は、興味ある現象である。併しこれにたいする説明は、簡単至極である。シベリアか

ら日本海を渡って吹いてくる寒い乾燥した北西の風が、そこで温い湿気を含んだ空気と り、これ

が終に山脈の西側に達すると、この湿気は山系の西の山良腹や山頂に夥しい雪となって降るのであ

る。それ故に冬や早春には旅人はあまりの対照に驚く。即ち、西側では、暗い雲のヴェールにしば

しばかくされた空の下に、谷間は深く雪に包まれているのに、東側では、比較的雪に鎖されない谷

間や平野の上に、輝かしい空が数ヵ月間引続いて頬笑んでいるのである。この歩廊が作られるのは、

この深い降雪に備えるためである。住民達は時には仕方なく二階に住まなけ礼ばならない。その時、

補充の光線や空気は、一種の煙突の形をした紙窓を通して入って来る。全村は時々非常に深く雪に

鎖されるので、さまざまの家は、雪の中や屋根に取りつけた示柱で、やっと見分げられる。そんな
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時、公の建物を示すために、次のような印
しるし

が立てられる。 

 『郵 局は此処の下にある。』 

 『警察署はこの下にうずまっている。』 

然しながら、冬こんなにひどく雪が降るにもかかわらず、氷河や氷河的作用は発見されない。氷

河や氷河的作用の力は、多くの国々で、過去現在に於て、地表の諸相を非常に変化させているが、

こうした力を確認させる一つの堆石も、擦痕のある岩も、漂石もない。 

 併しとんだ脇道に入った。質素な周囲にかこまれた、質素な宿の『古川屋
フルカワヤ

』に荷物を置き、海岸

道路に沿い、アルプス山系
 ＊

の北端をなす有名な絶壁へ小旅行をしようとして、私達は西方へ向った。

村をはずれると、今は殆ど干上ってる姬川
ヒメカワ

の広い小石の川床を渡った。尤も船橋
ふなばし

のあるのを見ると、

他
ほか

の時期にはこの川がどんな状態になるかを雄弁に物語っている。三四哩行くと、青海
オ ウ ミ

の石灰窯の

を通った。ここでは肥料にするために石灰が焼かれている。ここを通り過ぎると、道は切り立った

花崗岩の崖の表面へ登って行く。白い基底に打ちつけている青波は、その白い泡で、その上の斜面

を掩うてる木や灌木を、その飛び散るしぶきで濡れるばかりにしている。趣のある形をした岩が、

その崖の脚部の水中に、此処彼処に点在して、『亀』岩や『猫』岩等と言う名で、土地の人々に知

られている。次に全海岸線で一番良く知られた二つの場所に着く――即ち『子知らず
コ シ ラ ズ

』と『親
オヤ

知らず
シ ラ ズ

』

である。ここでは潮はほんの僅かしか干かない。私達の歩いてる道が開かれない前の時代に、唯一

つの通る方法は、海岸線に沿うて行くことだった。時として、北西の暴風が襲ってる間は、随分危

険を冒さなければ通れなかった。そして我勝に逃げろという場合になるのであった。それからこの

日本名がついたのである。なぜなら、その時は、『自分自
ナンバーワン

身のことに気をつける』のに全精力が必

要なので、一番可愛いい一番大切な人に助けを与える余裕さえないと、考えられたからである。子

知らずの通路は長さ半哩位で、少し行くと親知らずに来る。ここは約二哩半位ある。アルプス山脈

の基点をなすのは、実にこれ等の花崗岩の絶壁である。このアルプス山脈は真南百哩近くも離れた

美濃平野で初めて低くなっている。私達が一番先きの端に着いた時、夏の陽光の中に白帆を翻す漁

船が浮んでる富山湾の大眺望が、足下に拡がっていた。この処で道は非常に良い。少しの距離の間、

道は平坦で滑かであったが、やがて五百呎の高さの一番高い絶壁に高まっている。この場所には『砥
ト

の
ノ

如く
ゴ ト ク

、矢
ヤ

の
ノ

如し
ゴ ト シ

』という銘が天然の岩の面に記されてある。帰る途中、私達は青海で止り、その

道を造った人を訪問した。彼は、前記の文字は、 那の代表的な詩を集めた詩経
シキヨウ

から引用したもの

だと語った。彼は、道が完成した時、自分の業蹟を非常に誇らしく思い、自分の業
わざ

を讃め称えるた

めに、この記念碑を建てずにはいられなかったのである。 

＊この山脈はそれぞれ異った地理的構造の山々からできており、その峰々はそれぞれ別の年代にで

きたものである。それは、簡単に記述して見ると、花崗岩の背骨乃至軸線と言えるものがあり、そ

れを通って或はその上に多量の火成岩や火山岩が段々流れ出たのである。 

焼けつくような午後を過した後、村の近くの漁船の一つから海に飛び込んで海水浴をする喜びは、

たとえようもないものだった。糸魚川の東の海は、鰈
カレイ

、比目魚
ヒ ラ メ

、鯛
タイ

等が沢山とれるので有名であ

る。鯛は特に日本人の間には珍重せられ、『腐っ
ク サ ツ

ても
テ モ

鯛
タイ

』（たとえ腐って臭
にお

うようになっても鯛は鯛

であり、鯛はいつでもいいものである）という諺がある程である。 

 その夕方は、二人の巡査が尋ねて来たので、その応接で時を過した。一人は役人として私達の旅

券を調べるために、もう一人は友達として私達の企てた道筋についていろいろ話してくれるために、

来たのであった。（私達は、これについて前もって、この地方の監督官に手紙を出しておいたから

である）。二人ともいたって礼儀正しく親切だった。 
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 糸魚川の暑さのために、私達は喜んで海を逃げ出し、奥地の谷間の涼しさや樹蔭を求めて急いだ。 

私達は七月二十日の午前九時に村を後にし、川の右岸に沿うて、谷間の入口にやって来た。そこか

らこの川は平野へ向って流れていた。この辺の田舎の人口はいたって稀薄で、スイス山中の牧人小

屋のような農家や小屋は、裕富な暮しの印
しるし

を少しも表わしていない。農夫達は例の通り大変礼儀

正しかった。そして時としてごまじお頭の長老が御辞儀をしてくれるのに会うと、来た甲斐があっ

たと思う。谷間を十五哩遡り、私達は土地の村長
ソンチヨウ

（頭
かしら

の人）の家で止った。主人は留守だったが

家人はていねいに私達を迎えてくれた。これより先き、私達の一行には、山崎巡査というこの土地

の取締りをしてる警官が加わった。私達は糸魚川でこの人を見つげるようにと言われたが、幸いに

も道傍の小屋で彼を見つけた。彼は直ぐ私達の計画に賛成し、そして私達のためにいろいろ情報を

集めるのに最善を尽してくれたばかりでなく、私達がこの地方にいる四五日間、お供をすると言っ

てきかなかった。彼はいつもどんなことがあっても、愛嬌よく親切だった。私が夜、偶然ハンモッ

クから、この人が下でやすらかに眠っている処へ落ちた時、彼は『御邪魔を
オ ジ ヤ マ ヲ

致しました
イ タ シ マ シ タ

』と、自分

が邪魔な処にいたのをていねいに謙虚に詫びて、自分が受けた迷惑のことは少しも言わなかった。 

 私もハミルトンも前日ひどく熱が出たので、七月二十一日土曜日の大蓮華
オオレンゲ

への出発は午前十時半

まで延ばした。その時間になって、私達は人夫を二人連れ、姬川の左岸に沿うて、大所川
オオドコロガワ

との合

流点まで数百嗎進んだ。そしてこの大所川のしっかりした木橋を渡ってから、方向を変え、大所川

の峡谷に沿うてどこまでも歩を進めた。道が谷間の中腹を登って行った時、私達は樵夫の小屋を通

り過ぎた。この樵夫は、杉
スギ

Cryptomeria Japonicaの幹を普通の板や屋根板に作っていた。これが、

この辺の百姓の主な仕事だった。この路沿いの最後の小村で、一人の老婆が、その小屋の前を私達

が通った時出て来て、『こんな遠方までおいでになったのですから、どうぞ休んでおいで下さい』

と鄭重に招いてくれた。そう言って直ぐ彼女は『お茶』を入れに、汚い台所へ行った。私達の辿る

径はなお登り道だったが、終に茂った森の中へかかった。そしてこの森の中には大きくすぼらしい

紫陽花
ア ジ サ イ

が、青やピンクから非常に優美な白にと、色さまざまに咲き乱れ、あたりの幽暗さに光彩を

与えていた。八町坂
ハツチヨウザカ

即ち『半哩の丘』（実際はもっと長かった）という嶮しい坂を千五百呎ばかり

の間一心に足を運んで行くと一つの山稜へ出た。そこからは、雄大に木の茂った向うの谷間の美し

い景色が眺められた。 

 泥や滑りがちの石でできた恐しく凸凹のある道を辿ると、午後五時には、旅の目的地――蓮華
レ ン ゲ

温泉
オンセン

――に着いた。ここには、五千呎の高度の山腹から噴き出す熱い硫黄泉の周りに、原始的な浴

場が群がっている。二人の

外人がやって来たことは、

風呂につかりに来ていた

四十人足らすの田舎の

人々にも、 その建物を管

理している人にも、少なか

らぬ驚きを与えた。この人

達は誰も未だ外人を見た

ことがなかったとのこと

である。そこで、私達のや

ることなすことをいかに

も面白そうに、 珍しそう
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に、眺めていた。この本に掲げた図を見れば、この湯場
ユ バ

の設備がどんなものかよく解るだろうと思

う。地中を掘って据え、その上を板屋根で掩った三つの小さな木の浴槽が、この温泉場の構内の一

隅に、一列に並んでいる。そしてこの温泉場の構内は長い低い小屋で囲まれ、その小屋は一室で食

堂にも宿泊所にもなっていた。どの宿泊所も天井まで届かないような仕切りを立てて、八呎乃至十

呎四方の沢山の小さい寝室に分かれている。ここでは木を燃しても、その煙の出口になるような煙

突が一つもなく、ただ姿勢を低くすることだけで、やっと痛む目を我慢できた。夕暗がだんだん濃

くなって行くと、浴客はだんだん陽気になって来た。そして夜中まで酒盛りをしていた青年の一行

は、大満足で劇的な詩を唄っていた。湯場の湿った空気と、狭い場所は、特にこうして歌を歌うの

にいいと思われている。他の浴客は、この人達の騒がしさに反対するどころか、それに耳を傾ける

のを特権と思っていると、私に断言した！ 沢山の一軒立ちの浴槽が、湯場そのものの上の丘腹の

そこここに散在していた。その湯の温度は華氏九十五度から百十八度までそれぞれ違っていた。一

つの湯は特に目に良く、他の一つは頭痛に良く、三番目のは癩病に良いと言われている。それ等に

奇想を凝らした名がつけられていた。一つは黄金
オウゴン

と言うのである。薬師（その地点の守り神と思わ

れている仏教の神の名）と言うのはもう一つの湯の名であって、その直ぐそばにこの神を祀った像

や社があった。この構内の少し南には火山活動があると思われる沢山の徴候が表われている。硫黄

の煙が、崩れた木のない丘腹から立ち昇り、湧き立つ水が、小さな水溜りの中でぶくぶくいってい

る――時にはこの煮立つ池と、氷のような冷い泉とが並んでいることもある。硫黄の厚い噴出物が

多くの場所で地面を掩うている。そして、百姓達は湯の花
ユ ノ ハ ナ

という名でこれを取って行き、自分の家

の湯に入れて うのだった。木管で主な浴場へ導き入れられる湯は、毎日午後取り代えられる。入

浴者は自分の食料も蒲団も持って来ることになっている。そしてこの寝室代と入浴代として四銭

（一ペニー）出すのである。元来湯場はこれとは違った処に建っていたが、数年前ガスが噴出して

山腹の一部が吹き飛ばされ、浴場は破壊され、数名の人命を奪った。 

 日曜日の夜、一番熱い浴場にいた赤銅色をした一行は、いつまでも詩吟をしたり、風呂の中でば

ち々ばちゃやったりして、終に空の白むまでつづけていた。私がこれはハミルトン（不幸にも未だ

健康を恢復してなかった）に大変つらいことだからと抗議をしたにもかかわらず、この人達はいつ

までも喧しく騒ぎ立てていたので、とうとう私達は疲れ果ててやっとまどろんだ。そうすると、私

の耳にしわがれた声で、『もう四時ですよ』と囁かれたので、止むを得ず起きなければならなかっ

た。 

 ハミルトンを眠らせたまま、浦口と山崎
ヤマザキ

巡査と私自身は、案内役をしてくれる人夫をつれて、輝

く月光を浴びて湯場を出た。そして温泉の南に聳える木の生い茂った山稜へ登った。それから

瀬戸川
セ ト ガ ワ

の奔流を降り、 夫な蔦かずらで繫った危なげな丸木橋を渡った。なお南に進むと、道は疎

らに木の生えた二三の 嶺にさしかかり、時々雪の斜面があって、 嶺と 嶺の間の窪地を埋めて

いた。一番最初の雪は五千五百呎の高処にあった。二時間の登攀で、蓮華銀山にやって来たが、監

督の人が大変親切に私達を迎えてくれた。そして今採掘してる坑道に私を案内した後、鉱右の見本

を見せ、この鉱石の質をどう思うか、 鉱脈は深く掘って行けそうかどうか、私の意見を話してく

れと言った。この蓮華鉱山の外
ほか

に二つの鉱山が、もっと北寄りの谷間に開かれており、これ等の鉱

石の全採掘額は約三十五万ポンドである。製錬の結果三パーセントの銀が取れるという話は正しい

かどうか私には分らない。 

 この野宿所――というのは、鉱夫達の住居は、木の枝と葉で作ったほんの仮小屋だったからであ

る――の上の草や倭林の滑り易い坂を登ると、私達は雪渓に達した。ここから 千五百呎登ると、
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一帯に偃松や石楠花の生えた処へ来た。そして五百呎の坂をもう一つ登って行くと、西の雪倉岳
ユキクラダケ

と

東の大蓮華とを繫いでる山稜の、木のない安山岩の岩場へ出た。午前十時に私達は最高点（九千八 

百呎）にいた。ここからは雄壮で広漠とした風景が眺められた。南に当り、甲州山脈の彼方、百哩

の向うに、富士のなだらかな円錐形山頂が聳えている。もっと間近には、南に当り、立山や主山系

の雪縞をつけた巨峰が見える。北西には黒部川の急流が日本海へと閃き流れ、 富山湾の西部の波

が長い能登半島の海岸を洗ってるのが見える。東に当って、直ぐ眼下には、雪に掩われた野性的な

峡谷が嶮岨に切り立ち、 一つの雪の瘦せ尾根が西南の朝日岳
アサヒダケ

という秀麗な岩峰に続いている。 

 下山の時、私の仲間のうちの二三人が、珍らしい遣り方をして雪溪を滑り下りた。その遣り方は

偃松の枝を切り、それを橇の代りに使うのだが、それは大成功だった。 

 私達は温泉場の客のうちから二人の人夫を荷担ぎに雇い、翌朝大町へ向って出発した。最近雨が

降ったため、嶮しい凸凹道はこの上もなくひどい状態で、進行は遅々としてはかどらなかった。八

町坂を越えると、私達は素晴しい野生の黒苺が沢山ある茂みを通り過ぎた。そこには、あの馬蠅の

一種で大変攻撃的な虻
アブ

の群がいた。この場所はあの温泉へ来る農夫達が良く知ってる名代の処であ

る。村長の家で、私達は村長自身に会った。彼は長倉
ナガクラ

といって、凛々しく人並はずれて背の高い人

で、顔も日本人の男の中で珍しい位立派にととのっていた。私達が初め着いた時留守にしたという

ことや、『気持の悪くなる位汚い設備』で我慢していただかねばならないこと等を詫びた。午後私

達は主人やあの親切な背の低い山崎巡査と鄭重に別れを告げた。例の人夫達は、小さな荷車に荷物

を乗せてくれたが、彼等に賃銀を払ってやる時、二人のうち一人は女であることがわかったので、

いやな気持がした。私達の一行が出発する時、私は特別の注意も払わなかったし、 下山の大部分

の間も二人を少しも見なかった。その上、この地方の女は、男と同様にはげしく働き、時には『独楽
コ マ

』

の模様の襦袢とズボンをつけて、男と同じ服装をしているので、男女を区別するのは時としてむず

かしいのである。出発してから半哩かそこら行くと、姬川の上にかかっている立派な木橋を渡った。

この川は越後と信州の国境、新潟県と長野県の境界をなしている。夕方には下瀬
クダリセ

という村で泊った。

この村の名は直ぐ近くの姬川の急流を示している。おちついた『銭屋
ゼ ニ ヤ

』という宿でさまざまなもて

なしを受けた。ここでは馬鈴薯と魚天麩羅
サカナテンプラ

のおいしい御馳走が出た。この天麩羅（一種の鱒の）即

ち揚げたものは、日本人御得意の料理の一つである。東京やその他の大都会で最も 

人気のある料理屋のうちで、この天麩羅だけしか作らない店もある。私達の宿泊料は一人前僅かに

六ペンスだった。桃や林檎の木が、縁先きの小さな庭に一ぱいあった。翌日下瀬から二哩半位行く

と、千国
チ ク ニ

という処があって、一つの小径がここから蓮華温泉へ別についている。ここから温泉まで

に約十哩位であるが、この道筋はあまり人通りがない。なぜなら、道の中途の天狗
テ ン グ

原
ハラ

という原には、

半分龍で半分人間の天狗
 ＊

という、怪物が隠れ場に潜んでいて、油断してる旅人を待伏せしていると

いう迷信があるからである。森
モリ

（塩島
シオジマ

ともいう）で姬川の谷間は広々とした水田に打ち開けている。

神秘的な 章の書いてある小さな紙旗が、あたり一面に突き刺してあり、風に飜っているが、これ

でまだ熟さない米を害虫の攻撃から避けられると人々は思っている。虫除
ム シ ヨ

けと言われて、これ等の

呪物は、長野（善光寺）近くの有名な寺の戸隠山
トガクシサン

から買って来るのである。この戸隠は、太陽の女

神天照
アマテラス

がその弟の素戔鳴
ス サ ノ オ

の神に無礼を加えられたので隠れた岩屋の岩の扉を、手力
タヂカラ

の神が投げつ

けたという場所として、地方的に有高である。本当の岩屋があった処らしいという場所を、私は中

部九州で示されたことがあるが、この伝説の中では、距離の観念が殆ど無視されているらしい。同

じ意味の、小屋や農家の戸柱につけてある呪物は、日本全国到る処に見受けられる。はねあがった
．．．．．．

馬の絵は、家人が旅行中であることを病気の精に示して、天然痘の魔除けになると思われている。
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恐ろしい顔つきをした邪神や犬や乃至は手の押跡――これは皆白紙に墨で押される――が、戸口の

上に貼られ、いろいろの悪い精を防ぐ効果があると信じられている。 

  ＊この特種な妖怪は普通山地に棲み、俗画には、大変長い鼻と、翼と雨足に二つ三つの爪を持って

るように描かれてある。 

 松川
マツカワ

の広い石の川床を横切って行くと、大蓮華の峰の北西に当って雄大な眺めが開けている。こ 

の川の水路に従い、 それから北股
キタマタ

という谷間を登って行くと、大蓮華の南の肩に着ける。飯田
イ イ ダ

（神
カミ

 

城
ジヨウ

）から緩やかな坂が、青木
ア オ キ

湖の北に当る丘陵の肩を廻ってついている。それから狭い隘路を通

って行くと、この小さい青木湖の美しい青々とした水が、すっかり眺められる処へ出る。この湖水

の周囲は約三哩で、海抜二千五百呎の処に在る。僅かの間隔をおいてその先に二つの小さい湖水が

ある。路はその平坦な東側に沿うているが、向う岸には、欝蒼としに丘陵がこんもり聳えている。

大町に近づくと、丘陵に徐々に低くなって、長い松本平野の北端が展開し始める。両側に在る木の

生えた丘陵は目のとどくかぎり遠くまで、長い城壁のように聳えていた。併し西に当ってこれ等の

上に聳え立つのは、もう親しくなった山系の王者級の山々の高い峰である。再び『山長』は喜んで

歓迎してくれたので、私達は木曜日から土曜日まで気持良く滞在し、たち去るのがいやになった。

農商務省の地方出張所である事務所があったので、私はそこへ行って、その責任者達とちょっと話

をした。彼等は、槍ヶ岳の北に当る岩水晶で有名な黒岳
クロダケ

へ行く遠征に加わらないかと誘ってくれた

が、私は計画の都合で、この誘いに加われなかった。私達は必要な品々を買い廻りながら、『湯わかし
エ ト ナ

』

に使うメチル・アルコールを買いに土地の薬屋に寄った。この品は普通アルコールとして知られて

るが、薬屋は医師の認可証をもったお客でなければ売れないと言った。それで医師に頼むと、彼は

必要な証明をくれたばかりでなく、 アルコールそのものも売ってくれた！ その隣の店屋で、私

達は――と言うよりむしろ私達一行のパン焼き主任のハミルトンは――村のパン屋（日本のパン屋

と言う語はポルトガル語をあてはめたにすぎない）に、本当のパンを作る技術を教えてやった。廻

り歩く罹宇
ラ オ

屋の白髪の人なつかしい老人が、私達がその仕事を見ようとして立止ったら、にこにこ

と御辞儀をした。 

 土曜日（七月廿八日）に太陽が信州の山々に昇り、狭い平原を温め始めた時、私達は松本へ向っ

て元気で歩いていた。松本までは真南二十五哩の行程である。高瀬川の広い川床の上にかかった壊

れた橋を渡った時、 、夏と秋との洪水の力を思わせる光景を見た。この洪水は、主に、西方の峰々

の紫壁に縞目をつけてる雪の低い斜面が溶けるので、惹き起される。私達が桑畑を横切り、香りの

いい松の長い並木を通過した時、薄い白雲のヴェイルが太陽の光線を弱めていた。村の小学校へ

三々五々群をなして楽しそうに通う子供達が、自発的に恭人しくお辞儀をするのを見ると、私達は

『未だ開
ひら

けない』（即ちヨーロッパ化されない）日本にいるということを感じた。私達が北穂高
キタホダカ

と

いう忙しい村に着く頃、太陽は再び強く照って来た。この村で私達は、薬屋が営んでる『とうしや』

という宿屋で早昼を食べに休んだ。日本製であるが、ハントリ（Huntley）やパーマ（Palmer）の

最上品を驚く程上手に真似て作ったビスケットが、食事のデザートにつけ加えられた。真昼少し過

ぎに、私達は豊科
トヨシナ

という小さな町を形造ってる長い往来を歩いていた。六ヵ月前までは、この土地

は平野随一の繁華な町の一つだったが、三月に大火のため灰燼に帰した。六百軒のうち五百軒まで

が、殆ど信じられない位の短い時間のうちに焼き尽されたが、不死鳥
フエニツクス

のように、今その灰の中から

立ちあがろうとするところだった。この焼失した往来の一隅に涼み台
スズミダイ

という奇妙な台が立っている。

これは、松の枝で作った屋根で陽光をさえぎった高い台で、夕方の涼風を受けることもできるし、

復興しかけている家々の屋根の彼方に、近隣の山々や平野の遮るものもない光景を眺めることも
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できる程、高いものだった。 

 大火の後で家が建てられてるところで、奇妙な仕掛がしてあったので注意をひいた。私達なら基

礎石を置く場所に、二本の松の柱の間に、一本の標柱が土の中に建てられてあった。それには一つ

の三叉頭の大きな矢といくつかの普通の小さな矢と、弓と、扇と、御幣
ゴ ヘ イ

がくくりつけてあった。矢

と弓はないが、同じような装飾を私は神戸で見たことがある。 日本人の友人が自分の家で使った

のを見せてくれたこともある。それにはどれも昇る太陽を描いた三本の扇と、大麻の紐と、榊
サカキ

（神

道の聖木）の小枝と赤白緑の水綿の布の吹き流しが、大きな御幣に結びつけてあった。この装飾は

家の北東隅につけてあったが、これはこの方角から最も恐ろしい悪者が来ると想像されてるからで

ある
 ＊

。 

＊北東の方向が一番悪者の襲う方向であると思われている起りは、その昔アイヌとその征服者日

本人の間の争に源を発しているかも知れないと、言われたことがある。征服者の日本人達は自分

達の前からいるアイヌという土着民を追いやったので、この北東
．．
の方向こそ敵の夜襲して来る方

向なので、日本人には自然危険な方向となっているのである。 

 豊科
トヨシナ

から三哩の処で梓川を渉った。この石の多い川床は半哩位の幅であるが、今は水は殆ど干上

っていて、狭い、二呎の深さもない浅い流れがあるだけであった。川を渉ると、道は頂に木のある

断崖の蔭に沿うて登りとなり、それから水田や桑畑の中を通って、松本へ続いていた。やがて私達

は笹井元治（このたのもしい宿屋の主人は、十二ヵ月前の洗濯の勘定書きのことを忘れて、私達を

歓迎してくれた）の処へ着いたが、その日私達の処に土地の写真屋が訪ねて来た。彼はハミルトン

が現像するように頼んでおいた数枚の原板を持って来た。彼はお礼の印
しるし

においしい干
ほし

果物とビス

ケット一箱をくれた。この場合の『御礼』は主に『 お引き立ての程を』という意味であるとわか

った。というのは彼は贈物を出してから、私達が登ろうとしている山の写真を取るために、連れて

行ってくれと願ったからである。 

 繭の売買のために来ていた商人達のためもあって、私達の滞在中、この宿は満員だった。松本は

重要な絹織物の一中心地だからである。この同じ宿に、五つ六つの巡礼団体が、無数の蚤を持ち込

んでその夜泊った。この蚤のために私は再び眠れない一夜を過した。そして夜が明けた時、多くの

死骸が戦場に散らばっていた。 
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4．河田  默・武田久吉  「白馬岳籠城記」『山岳』第一年第二号・第三号 

明治 39年 6月 15日・11月 13日刊 日本山岳會発行 

 

 
                               河  田   默 

                               武 田  久 吉 

 中央東線の汽車が、甲斐の韮崎
ニラザキ

を發してから、地
ヂ

臓
ザウ

ヶ嶽
タケ

、鳳凰山
ホウワウザン

、駒
コマ

ヶ嶽
タケ

等を左に見て、八
ヤツ

ヶ嶽
タケ

の裾野を廻り廻つて、上りつめた所が富士見
フ ジ ミ

の停車塲で、丁度八ヶ嶽に於ける富士見驛は、富士
フ ジ

に

於ける御殿塲
ゴ テ ン バ

の如きものである、八ヶ嶽は其の面 に聳え、釜無
カマナシ

の流はこゝより東南に出で、宮川
ミヤカハ

に西北に流れて、甲斐
カ ヒ

盆地と、諏訪の平とが自ら境界をなして居る。 

昨三十八年の八月十日、八ヶ嶽の登山（別項甲州八ヶ嶽
．．．．．

參照）を濟ました武田生は、十一時五十

分と云ふに富士見驛に着いた、行李やら鞄やらの手荷物があつたので、いやいやながらも馬車に乘

ることに決し、茶屋に休むこと二十五分許り、大きからぬガタ馬車に詰め まれて、轍の響馬蹄の

と共に出發した、富士見から諏訪迄は凡そ三百數十尺下るので、道は始 下り坂である。今日は

 要 約 

  明治 38年（1905）8月 15～27日、大雪渓より白馬岳登頂、頂稜に長期滞在の記録。 

メンバーは、河田（山川）默、武田久吉（以上、日本博物学同志会）、丸山廣吉ほかポータ

ー5名（細野の住人）。 

行程は、8月 15日 四ツ谷山木屋－細野－猿倉－白馬尻－頂上の小屋 

16日～18日 頂上の小屋－白馬山頂－頂上の小屋 

19日 小屋－鑓ヶ岳頂上－小屋 

20日～22日 雨、滞在。 

23日 小屋－雪渓－小屋。  

24日 小屋－朝日岳－小屋。 

25日～26日 雨、滞在。 

27日 小屋－葱平－白馬尻－細野。 

※「白馬籠城記」は 19 日の記録で終っている。その後の行程は武田久吉著『明治の山旅』

（創文社、1971）による。 

※植物採集のための登山であるが、頂稜の仮小屋において河田は 1週間、武田は 12日の長

期滞在の記録。 

※日本山岳会創立の 2ヶ月前、大雪渓から白馬岳登頂の早期の記録である。 
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幸晴天で、日は照り輝いて居るが、馬車が疾走するにつれて、風が起り、强い西風と共に、帽子も

飛ぶかと思はるゝ程吹くのである。金澤
カナザハ

を過ぎると、間もなく茅野
チ ノ

で、道は宮川のヷレイに沿ふて

下つて行く、此の邊から人家がつゞいて、中々繁華である、二時間半を費して、上
カミ

諏
ス

訪
ハ

に着き、旅

舎牡丹屋に投じた。富士見から上諏訪迄は、四里餘りで、路は樂であるから、荷物のない人は徒步

にかぎる、乘合馬車は動揺が激烈で、しつかり馬車につかまつて居ないと、體軀を投げ出されさう

になる、曲り角では、若しや轉覆しはせぬかと、はたで見てもひやひやする位、乘つて居てはびく

びくもので、安き心地もないのである、我々に遲るゝこと十二三日頃、或人が此の馬車へ乘つて一

寸居眠りをしたら、其の間に他人から預つて首へ懸けて居た、大事の大事のバロメターを、どこか

へ打つけてメチャメチャにしたと云ふ話だから、貴重な物品を持つた人は、徒步で行くとも、決し

てかゝる馬車へは乘るべからずである、尤も現今では、鐵道が岡谷
ヲ カ ヤ

まで延長したから、此處では其

の心配は無用であらう。 

金峯山登り（博物之友第五年第二十八號所載甲州金峰山
．．．．．

參照）をして、此の 御
ミ

嶽
タケ

を出立した河 

田生は、一汽車遲れて富士見に着いたが、荷物の發送や何かで二時間餘を費し、此處を出發したの

は午後の四時であつた、驛の 面に峙てる八ヶ嶽を眺めなどして、ふと側を見ると杙があつて、「富

士見停車塲基面海拔三千五百三十五尺」と記してある、停車塲を離れて少し行くと、道路の側の小

高い所に、「海抜三千五百三十五尺餘地」と記した木標があつた、三十五尺餘
◎

地とは面白いことを

書いたものではないか、成程停車塲の所よりも此所の方が少し高いからであらう。道は諏訪の方へ

だらだら下りで、幅も可なりの大道ではあるが、車の輪だちが一尺餘も堀れ んで、凹凸が頗る甚

だしい、胴亂と寫眞器を擔いで、膝栗毛に鞭うち、諏訪に着いたのが七時四十分、牡丹屋に行つて

武田生はと見ると、已に四時間も に到着して、濕つた紙を干すやら採品を壓すに一時は混雜を極

めたが、最早それも つて今しがた食事を濟ました處、河田生は如何にと首さしのべて待つて居た

處であつた。此處で始めて白馬採集隊が成立したので、地圖を展べ紀行を擴げなどして、作戰計畫

に夜を した。  

「おい、東京から手紙が來はしないかね」とは、翌十一日の朝、牡丹屋の番頭を呼んで第一に尋

ねた言葉であつた、それは武田生の荷物を鐵道 で明科
アカシナ

へ送つた、其の引換證が來る筈であつたか

らである、然しまだ參りませんと云ふ答であつた、鹽尻
シホジリ

驛迄荷物運搬の爲めに人夫を依賴したら、

利屋と云ふものをよこして吳れた。其の 利屋も來たが、手紙は依然として來ない、是れがなけ

れば、明科へ行つて荷物を受取ることが出來ぬと思つて大に心配したが、來ないものは仕方がない、

時はたつばかりであるから止むことを得ず、午 八時に上諏訪を出發した、途に郵 局へ立寄つて

尋ねて見たが、同じく來て居ないと云ふ答。 

湖水に沿ふて人家が續いて居る、諏訪湖と云へば、山中の幽邃な湖水と、見ぬ人は往々想像を抱

くが、湖の周圍は殆んど人家が連なり、諏訪平は山で四方は圍まれては居るが、まことに殷盛なる

土地である。鐵道は湖畔を匝つて、今や天龍川
テンリウガハ

の落口の岡谷まで通じて居るが、昨夏當時は線路の

布設を つた處で、途中の土地が陷落した爲め、復た修理すると云ふさはぎであつた。 

一里許りで下諏訪に到り、秋の宮に參詣して歸つて來ると、分れ道で待つて居た 利屋先生、荷

物が重過ぎて到底步けぬから、寫眞器だけもつて行つて呉れと云ふ、小さな行李に輕い鞄一個其の 

上に寫眞器を持つては重くて行けぬとは、頗る不
◎

便利屋であると思つたが、此の日は採集の目的は 

ないのだから、大まけにまけて、請願の段聞き屈け遣はすと云ふことにした。 
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豫て鹽尻峠には近道があると聞いて居たから、峠へかゝる少し手 で、往來の人に聞いて見ると、 

それはもう來過ぎてしまつたので、もツと後から曲るのだと敎へて吳れた、それではと少し戾ると、

我々より少し遲れて來た例の 利屋が「何、近道はもつと先きからはいるのだ」と云ふ、まるで虚

つき橫町へでも來た樣で、どちらが本當であるかと云ふことは、よーツく聞いても中々分らぬ、

利屋の言もあまりあてにもならないが、全然虛でもないらしいし、戾るよりは進む方が氣に入つた

ので、 利屋の說に從つた、少し行つて本道が大迂りに迂つて、遙か左の方へ行つて居る所から右

に分れ、森へ入つて二三丁行くと峠の上に出た、此處には一軒の茶店があつて、氷水や饂飩などを

販いて居る、峠へ着いたのが十一時で、彼の茶店に休憩した、此處の眺は 格別で、脚下には諏訪

の盆地が橫はつて、湖は其の中心を占め、此の盆地を取り圍む、山岳中では、東南に聳立せる八ヶ

嶽が最も顯著で、其の右方には近い連山の後ろに遠く甲斐の富士山が見ゆる、尙其の右には甲斐の

駒ヶ嶽が屹立し、遙か遠くに白峰
シラ子 

が幽かに見ゆる、ずつと近く木曾の御嶽
オンタケ

の頂上が中天に聳えて居

る、此處で八ヶ嶽を撮影したが、不結果であつた。 

 三十分許休憩して、出立した、一二丁下りかけると、西に當つてえらい高山が峙つて居る、恐ら 

くは乘鞍であらうと思はるゝが、殘雪數條溪を埋めたる樣子が、餘り壯大であつたので、レンズに

収めやうとして居ると、下からやつて來た一人の田舎の爺さんが、我々に向つてだしぬけに、「槍
ヤリ

ヶ

岳
タケ

が大變に折れたねー」と云ふ、驚いて「何、槍が岳が折れた？一體あの山は何ですね」と聞くと、

「あれは越中の立山
タテヤマ

だ、立山の中の槍ヶ岳が大變に折れただー」と云ふ、餘り可笑しいのでそこそ

こ逃出した。 

 間道やら本道やらを步いて、一時十五分に鹽尻驛に着いた、停車塲には人が大勢居る、茶店に休

んだ處が、汽車は急に出ませんと云ふ、はて變なと停車塲に行て驛員に尋ねると、汽車は何時に出

るか分りませんと云ふ。しかしそら
．．
と云ふ時の用心に、切符を求めて、行李を托すると、間もなく

改札口が開かれる、急いで出て列車に乘り むと、時間表の通り一時三十分に發車した。 

 睡い目を强いて引張りあけて、明科驛に下車したのが二時四十分。先づ停車塲 の明科館に本陣

を据えて、それから荷物受取の談判に赴いた、若し此時法相寺の入道的の肩書を記した端書大の名

刺を出したなら、一も二もなく荷を渡して吳れたのだらうが、我々如き無官の大夫に對しては中々

さうは行かぬ、驛長心得の某が出て來て「どうも引換券がなければ、只御渡し申すことは出來ませ

ん、誰か此の近所に證人に立つて貰ふ樣な御知人はありませんか」と云ふ譯だ、明科などゝ云ふ所

は、出發 に荷物を出した時に、信濃町停車塲の驛員すら知らなかつた位の所だもの、どうして我々

の知巳がかゝる所にある筈はない、そこで種々事狀を陳述した末、河田生が證人に立つて、二人連

名で假受取證を出すことゝなつた、處で二人共印行を携帶して居らぬので、やつと拇印で勘辨して、

貰ふことゝした、おまけに先方でも面倒だものだから、河田生の荷物の二日分の保管料などは入ら

ぬと云つて免除してくれた。 

 さて荷物を並べて見ると自分ながら驚いた程多量なので、これからどうして運搬しやうかと思つ

た、何しろ二人で二百斤以上であるから、乘合馬車の などへは到底乘せて行かれない、晝食をし

ながら協議した末、運送馬車を一輛雇つて、池田
イ ケ ダ

町まで送らせることにして、我等は午後四時五十

分と云ふに、徒步明科を出發した。 

 三四丁行くと犀川
サイカハ

の岸へ出る、蜿蜒二百六十間の長橋は虹の如くかゝつて居る、然るに其の先端

は彼岸に達せずして斷絶して居る、行かれるのであらうかどうかと大に遲疑したが、人の渡り行く
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のを認めて行つて見ると、川の左岸二三十間許曩日の洪水に破られたので、餘り太からぬ亞鉛の針

金で板を釣つて、應急修理をして、無理に人間だけの通行をして居る、車は 車の外通行が出來ぬ

ので、荷車は荷を途中へ殘して行て一つ一つ人の肩で運んで行くのである、從て乘合馬車は川向の 

下押野
シモオシノ 

からでなければ出ぬのであつた。 

 下押野から程なく七貴
ナヽキ 

に來る、此の邊であつたか岐路に木標を立てゝ、「左穂高街道」と穂高へ

通ずる道を指示してある、其の穂高街道と云ふのが何となく氣に入つた。行手には中央山系の尤物

が頭をならべ、夕陽は已に山陰に隱れて、暮雲が山から谷へと徐に流れて行く。七時に つこと五

分、池田町に着いて、吉野屋に投じた。 

 夕食後主人を呼んで荷物運搬のことを相談した、種々奔走の末、簗塲
ヤナバ 

と云ふ所まで兎に角運送馬

車を賴んで吳れて、そこで北城
ホクジヤウ

の方から來る馬車に繼ぎかへたらよからうとのことで、其の說に

從ふことにした。 

十二日、午 六時四十五分池田町を出發した、主人は親切に種々のことを注意して吳れる、大町
オホマチ

から三里餘の、中綱
ナカツナ

湖と靑
アヲ

木
キ

湖の間に簗場と云ふ所があつて、其處は坂の上りつめた所で、北城の

方へは下り口である、其所に西山要藏と云ふ家があつて、湖水に臨んで中々景のよい所であるから、

中食はそこがよいので、休んで居る間には運送も來るから、其處で繼ぎかへをして行けば遲くなら 

ぬ間に北城に着かれますと云ふ、我々は其の厚意を謝して出かけた。池田町の直西には、信濃
シ ナ ノ

富士
フ ジ

の稱ある有明山
アリアケヤマ

が目の に見ゆる、二三十丁も行くと、左には高瀨川の河床が見 めた、水は奔

騰して白沫を飛ばし、すさまじい勢で流れて行く、やがて道が川に沿ふ所に來ると、所々出水の爲

に削られて道幅が二間に足りない所がある、農具川
ノウグガハ

橋を渡ると、松川
マツカハ

通りからの路が合する、二里

餘の道を機械的に步んで、九時に大町に入つた。 

 大町は北安曇
キタアヅミ

郡の郡役所のある所で、市街櫛比し、洵に其の名に違はぬ。此處で砂糖、鑵詰物等、

山中の用品を整へた。大町を後にして一里半許行くと、木崎
キ ザキ

湖畔へ出る、之に沿ふて進むこと半里

許り、中綱湖の下流は細溪をなして木崎湖に注いで居る。左には、針の木峠の連山か、一萬尺の屛

風をなして、天に聳えて居る、景は漸く佳くなつて、足は屢々石に躓く。山の峽を通ると間もなく

中綱の小湖が現れた、此の邊整理耕地の水田があつて、農夫は孜々として之に從事して居る。十一

時二十五分簗塲の小部落へ來た、西山要藏と云ふ標札をさがして行くと、一軒同姓名の家を見出し

た、池田で聞いたことによつで、簗塲は多少繁華な所で、西山と云ふ家は小綺麗な所であらうと想

像して來たのに、今同姓名の家を見るに甚だ心元ないので、もつと先きだらうと行けばもうこれで

部落は りである、それでは矢張りあの家かと、何だか狐にでもつまゝれた樣な氣がしながらも、

つと入つて腰を卸す、家内には主婦と十七八の娘とが、爐邊へ坐して榾をくべて居る處であつた、

早速中食の準備をなすべく命じて、休憇する。靑木湖の水は、此の家の後を、木立の間より流れ來

て、さゞら波立てゝ流れて行く、然し池田で聞いた如く、坐して中綱靑木の兩湖をながむることも

出來ぬのには我々兩人共にケヾンな顏つき。間もなく中食の膳を並べられたので、箸を採つたが、

うまからぬ鰌の丸煑に頗る降參して瓜にかける爲に醬油を求むると、酢の如きものを吳れる、そこ

そこに箸を置いて、逸早く菓子屋へ駈つけた河田生が、折角買つて來た最中を食べると、おやおや

餡がないと云ふ始末、早速解剖して見ると、餡がないのではない、確にあるのだ、しかし入れてあ

ると云ふよりも寧ろ敷いてあるので、尤も郵便切手のゴム糊よりは稍厚いが。 

 一時半頃になると、雨が降つて來たが、荷物は一向姿も見えぬ、べんべんと待つて居る譯にも 
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行かないから繼ぎかへのことを西山方に依賴して出發したのは、丁度一時四十分。 

 車道は靑木湖の東岸を行くのだが、徒步の人は皆西岸の間道を往來する。木崎、中綱、靑木の三

湖は、南から北へと瓢形に連なつて居る、其の中最も景の佳いのが此の靑木湖で、湖畔を過ぐると

間もなく下り坂になる、此處は小區域ではあるが、分水脊をなして居るので、以南の水は太平洋へ、

以北の水は日本海に注ぐのである、澤渡
サワタリ

、飯森
イヒモリ

を過ぎて行けば、一旦止みたる雨が ばらばら掛る、

辻堂に雨やみして、後飯田を過ぎて行く、此の邊すべて神城
カミジヤウ

村と號する。平坦なる道路は田圃の

間に通じ、さはぎきやうの花も綻び めたる樣子。糸魚川
イトイガハ

街道を南へ南へと志し、やがて北城
ホクジヤウ

村

字四ッ谷に着き、 屋松澤貞逸方に投じたのは、午後の四時二十五分であつた。 

 我が帝國の脊梁をなして居る信飛境上の大山脈は、所々に槍ヶ嶽、御嶽、乘鞍ヶ嶽、常念が嶽等

の、一萬尺以上の高山大嶽が天を摩して聳え、所謂日本アルプスをなし、重疊して南より北に連り、

遂に越中越後の界に至つて、夫の有名なる親不知子不知の天險をなして、其の脚を將に北海に投ぜ

んとする に、一度興つて海を拔くこと一萬餘尺、信濃越中に跨りて、稍其の北で越後との境界を

なせる、一座の高山が毅然として天 に聳立し、髪を朔北の烈風に櫛けづらして居る、雪が稍々消

えかゝる時、馬の形の岩が現はるゝとかで、山麓の民は之を白馬
シロウマ

と呼んで居る、此の邊一帶の連山

を、蓮華
レ ン ゲ

と總稱し、 は大蓮華
オホレンゲ

、小蓮華
コ レ ン ゲ

等と分ち呼び、或は杓子
シヤクシ

、鑓
ヤリ

の稱を用ゐるので、山名が極

めて曖昧である、時代により、土地により 人によつて其の命名も異るので、聞けば聞く程尙 分

らぬ、地圖も皆杜選に出來て居るので、其の位置さへも判然せぬが此處に云ふ白馬は、山麓北城村

の土民が今呼ぶ處に從つてあるので、此頃流行の白馬である、然し流行ると言つても、我々同好者

以外には、此の山の名を知つた都人士は、皆無と言ふてもよからうか。嘗て山崎理學士が登山され

て、氷河の遺跡を發見されて以來、白馬ヶ岳の名は漸く知らるゝ樣になり、其の後笠原辰治氏等の

催しで登山會を催したり、矢部理學士や城法學士などが行かれてから、追々山の樣子も分る樣にな

ると同時に、高山植物採集地として本邦第一流であることも知られて來た、しかし大抵は山中に一

二泊位で、充分探究した人は未だないのであるから大いに植物の探究をやる望を懷いて、白馬ヶ嶽

に登山しやうと、山麓の一小村北城村に來たのである。 

 元來、此の山に登山するには、北城村からするのが最 利で、東京から北城に至るには二ッの順

路がある、一は明科から糸魚川街道を北上するので、一は長野から、山越しをするのである、明科

まで來るには、信越線の篠井
シノヽ井

で篠井線に移り、南下して至るのと、我々がとつた如く、中央東線で

諏訪に出で、鹽尻峠をこえて鹽尻より明科迄北上するのと、二樣あるが、本年岡谷、鹽尻間が開通

する曉には、中央東線によるのが 且つ順である、長野からも亦二道あつて、一に長野から犀川に

沿つて、安茂里
ア モ リ

、笹平
サヽダヒラ

を經て四里弱で、中條
ナカデウ

に至るので、東京より一日に此處まで至ることが出
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來る、翌日は高府
タ カ フ

、小
ヲ

根
子

山
ヤマ

、千見
セ ン ミ

、美麻
ミ ア サ

、靑
アオ

具
ク

を經て、小き峠を越し、深澤、鹽島を過りて北城に

出るので、其の間八里許と云ふ、一は長野より鬼無里
キ ナ サ

を經、柳澤
ヤナギサハ

峠
タウゲ

を越えて北城まで十里許、途

中鬼無里迄は人車を通ずるのである。 

 へ着いて草鞋をぬぎ、足を洒ぎながら側を見ると、植物採集の胴亂が一つ置いてある、はて誰

が來て居るのかしら、何しろ殊勝な人だなんと思ひながら、奥の一間へ通ると、椽側で植物の根を

洗つて壓搾して居る人がある、さては今の胴亂の主は此人だなと行つて見ると、農科大學の池野先

生であつた、先生は 日登山されて、山頂に一泊し、今歸られた處だとのこと、種々御話の中に、

先生の伴はれた人足が、道を つたと思つて、越中へ下りたと騷いだことやら、 白馬尻迄は田圃

の樣なもので、極く平々凡々だと云ふことなどを承はつた。同夜北城村字細野
ホ ソ ノ

の丸山常吉と云ふの

が、飛脚を出して呼びにやつたので、尋ねて來たから、人夫等のこと萬事依賴した。 

十三日、今日はいよいよ登山するのであると、午 三時頃から起きて準備したが、昨日の雷嗚に

多少は上るのであらうと思つた雨も未だ牧まらず、二股
フタマタ

の橋は流出すると云ふ次第で、到底登山が

出來ないから、斷念して登山を中止し、一日 の奥座敷に籠城した。蠅の居ることは非常なもので、

室内には百匹餘りブンブン言つて飛びまはつて居る、そのうるさゝと、きたなさに堪へられないの

で、豫て高山昆蟲
アルパインインセクツ

採集の目的を以て、特に製作せしめて携へ來た、四ッ折の網を張つて、蠅狩を

めた、何でも一掬ひに三四十匹位はいるのである、處がそれを殺す手段に困じて、鑷子を以て、

網の目から一つ一つ首をもぎつて退治した。永い日もどうやら り、夜となれば早くから寢る算段、

夜は蚊帳に穴があつて、中で蠅と蚊とが鬼ナンコ（鬼事の方言）をやるので、碌々眠られなかつ

たから、今夜は特に注意して、新しい蚊帳を持つて來させた處が、これも大分綻びが切れて居る、

早速其處を糸でくゝつて、どうやら寢に就いたのであつた。此の日豆を煑ることを命じた所が、

日かかつて煑えないので、翌日午後やつと持つて來た、而も非常にからいので、砂糖で鍍金をして 

食つたのも、滑稽の一であつた。 

今日こそと思つた十四日も、早 から雨なので、 も滯在に決した、九時頃から雨稍収まり、雲

が大に動き出し、靑 が見え めた。晝食の菜は二日共簡單で皿の中に汁
ツユ

に薄い切れの玉子燒の樣

なものが浮いて居るのを持つて來るので、此の玉子燒は何が ぜてあるのかと聞いて見ると、我々

が玉子燒と思つたのが惡いので、燒麩の中へ玉子を少し へたのだとの答、兩人顏見合して口がふ

さがらない。食後松川
マツカハ

橋を渡つて、森
モリ

の方面に散策した、むかしよもぎ、きせわた、ひめむかしよ

もぎ、ぼたんづる、くさぼたん、かはらまつば等がある、松川の河床の巨石の間に、山から流れて

來たのであらうかおほいたどりの一株が生じて居た、 所々きばなのかはらまつばなども見受けた。

歸宅後退屈なので宿帳を繰りひろげて見ると、 年（三十七年）來た人の中に、一大學敎員の寺崎

留吉と云ふ人の名があつた、後で聞くと、此の名は八ヶ嶽の一登山口なる本澤
ホンザハ

の溫泉塲の宿帳にも

記してあつて、何でも二十八年の八月中旬に其處に來た人だとのこと、白馬ヶ岳登山の目的で來た

のだから、大方理科大學あたりの敎員だらうと思ふが、何にしても帝國大學一覧には、寺崎留吉と

云ふ名は見當らない樣だ、少年世界の寄書家で、博物學雜誌には嘗ては屢々名が見 た、標本の卸

賣を内職？として居るとか云ふ同姓名の人があるが、此の人は何處かの中學校か何かの敎員であつ

たと思ふ、同名異人か、夫とも此の寺崎氏が我々の知らぬ間に大學の敎員になられたのか、もし後

者とすれば、我々は大に其の榮轉を祝するのである。夕方四ッ谷の方面に散步した、元來四ッ谷と

云ふ區は、糸魚川街道よりは引 んで居て、農を業として居るのであるが、其處の者が十數軒街道
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へ出て、新に四ッ谷の殖民地をなしたのである、それが此の 屋等のある處で、本來平川
ヒラカハ

區と云ふ

べきを、新四ッ谷であるので、其儘に「四ッ谷」と稱して通じて居るが、決して全然同物ではない

のである、岳の方は大分雲が薄らいだが、未だ其の全容を現はさない、山脈は北城邊の眞西に連亘

して居るので、一に西山
ニシヤマ

とも呼んで居る、それは勿論總稱で、或は單に岳
タケ

とも云ふのである。此の

夜雲の切れ間から月が顏さし出して、雨に潤へる山谷を照らし、薄雲はあれども白馬連山の姿はお

ぼろ氣に現れた、我等は之を眺めんと外に飛び出したが、夜氣深々人を襲ふので、 めて踵をかへ

し、明日は晴天と、大に望を囑して眠についた。今夜の蚊帳は 別ので、穴はないが吊ると が足

りない。 

あくれば八月十五日、午 二時半起床して見ると、昨夜一寸姿を現はした白馬連峰は、 も、雲

につまゝれて見えずなつた、さりとて雨も降らないので、兎も角も登山と決して、其の準備にとり

かゝる、五時頃先發の人夫二名來り、荷を分配して居ると、後から 四人、都合六人に荷を持たせ

て、平川の を出發したのは六時十分。抑も我等の扮裝
いでたち

を見てあれば、黑の 服に紺の脚袢、同じ

く紺の草鞋掛、八ヶ岳の豪雨にさらせし經木の帽を被り、糸立の下よりは、武田型の特製大胴亂を

見せ、手には十餘日 冨士登山の際 用したる金剛 をつきたるが武田生、同じく紺づくめの服裝

して同型の大胴亂を肩にかけ、金峰の烈風に翻せし着茣蓙を纒ひ、菅笠目深に被りたるが河田生、

足搔も輕々しく、田圃に通ずる畔路をば半里ばかり行き行きて、やがて細野の村に入り、丸山常吉

方に着したるは、正に六時三十五分であつた。此の村戸數八十許、多數は丸山姓を冐して居る。 

此處で人足は に荷を整へ、我々は山中の食料にと白米一斗を求めた、今次に携帶品の主なるも

のを擧げて見やうなら、胴亂、鏝、壓搾紙、壓搾板等植物採集用のものは別として、毛布、 氣枕、

フラン子ル襯衣、毛糸製シャツ、毛皮、豫備チツヨキ、腹卷、懷爐、細引、油紙、鍋（大小數個）、

白米、豆鑵詰、福神漬、コーンスターチ、砂糖、銀世界、固形味噌、醬油エキス、梅干、干瓢、椎

葺、白子乾、燒麩、馬鈴薯、味附海苔、ビスケツト、鰹節、櫻鰕、葱、菓物鑵詰、ナイフ、フヲー

ク、匙、鑵切り、針金、西洋蠟、アセチリン燈、火繩、捕蟲具、薄荷油、苦味丁幾、寶丹、淸心丹、

實効散、絆創膏、寶丹萬福、ペン、金樏等其の他、糸、紙、マツチ、鉛筆、時計、手拭、小刀、楊

子、小楊子、齒磨、石鹼、鏡の如きは申すまでもない、肉類の鑵詰を省いた理由は、從來の僅少な

る經驗によれば、獸肉も魚肉も高山では思はしくないからである。 

六時五十分細野を出發する、平坦な原野にはききやう、をみなへし、をとこへし、まつむしさう、

みやこぐさ、こまつなぎ等紅紫白黃相亂れて居る、此の邊を土俗「細野の上
ウハ

ッ原
ハラ

」とか號する。雜

草共には目もくれず、只管道を急いで、四十分にして二股
フタマタ

に着く、此處は鑓ケ岳より出づる南股
ミナミマタ

の

谷と、白馬より出づる北股の溪水と落合ふ所で、此處で松川となり、流れて平川に注ぎ、北流して

糸魚川となつて に日本海に入るのである。ふと左を仰げば杓子は毅然中央に聳 、言ひ難い色し

て雲間より其一角を現はした。一行の意氣昻り、丸木の危橋を渡る、此の橋は其夏の頻々たる雨水

に流出すること屢々であて、つい二日 にも落ちたのを、我々の爲に新にかけて吳れたのだ。橋を

渡つて木立に入ると、急に深山めいて來る、みやまとんばやなつあかねが澤山飛翔して居るので武

田生はそろそろ綱
 ママ

を張り める、ゆづりはが大分生じて居て、木蔭にはあつひかづらが匍ひまはつ

て居る、道は常に北股の澤の右岸に沿つて行くので、左手は崖で、屢々細流が瀧の如く流れ出でゝ

澤に注いで居る、口元
クチモト

の瀧
タキ

の澤
サハ

、奥の瀧の澤を徒涉し、葭原
ヨシハラ

、大
オボ

平
デラ

を經て進む、徑は狹く、流水は

細徑にあふれて川やら路やら分らぬ程である、二股より一里許りで沼池
ヌマイケ

と云ふ所に着く、此の邊一
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帶沮洳の池をなし、雨後には往々土地の陷落することがある、みづばせを、ざぜんさう等が所々に

ある。中山
ナカヤマ

の澤を渡り、巨大なるぶなの下に繁れるねまがりだけを分けて行けば、やがて猿倉
サルクラ

に來

る、川原に出て休んで居ると、十分許り遲れて來た人夫の一行は、最早十時半にもなつたから此處

で第一中食をやると云ふ、我々は一あし先きへと 徑を辿る。いぬがや、ゆづりはの如き常綠木を

除いては、槪ね落葉木の森林で、ねまがりだけは所々に密生し、往々人の にも超ゆる程である、

樹蔭にはたまがはほとゝぎす、ならゐしだ、たけしまらん、とちばにんじん等がある、勾配は漸く

急になつて、路は殆んど溪の中を步む樣である、さんかえふ、おほれいじんさう、なつゆきさう等

の美しい、長走
ナガハシ

り澤
サハ

を渡れば間もなく瀧揃
タキゾレ

へで、おほいたどりは林をなし、喬木は漸く減じて、草

本の生長驚く許りである、なつゆきさう、じやかうさう、やぐるまさう、えんれいさう等と共に幾

十百本のきぬがささうが簇生して居る、城法學士登山の時は、非常に大なるものがあつたさうであ

るが、我々は不幸にして左樣に大なる怪草を見ることが出來なかつた、此の邊は追上
オヒアゲ

澤と呼ぶ由で、

かつらの枝低く垂れ、草本彌々繁茂し他に多く見難き光景である。 

人聲が上の方でしたかと思ふ間もなく、白髪銀髭の人が をついてやつて來る、後から人足二人

が脊負梯子に荷をつけた上に、大風呂敷を山の如く負ふて、扈從して來る、はて風伯が里へ旅行で

もするのかと思つてよく見れば、豈はからんやこれこそは、山草界に其の名も高き小川草魚先生だ、

先生は通稱を正直と云ひ、公證の激務の餘暇を以て、蘭蟲を飼用するに妙を得、其の名海内に高い

のであるが、一兩年 から山草の趣味を覺り、昨年は牧野氏等と戶隱に登られたが、今年は老？軀

をも顧みず、 田曙山ぬし
◎ ◎

等と共に白馬登山を思ひ立たれ、數日 白馬尻
シロウマジリ

迄登られた處が、豪雨に

遭ひ、 に山嶺を極めずして北城に下り、曙山氏等は僅に山麓より白馬を仰いだのみで歸京したが、

小川氏は一週間が十日でも、登山せずには歸らぬと、獨り北城に踏止まり、三四日 天晴るゝと共

に山頂に登り、今や下山さるゝ處なのである。これ幸と山上の模樣を御尋ねした處が、頂上の小屋

は大破損で、少しは自分等が修繕したが、二日續けての雨降りには、雨水がザーザー漏り むと云

ふよりは降り む、いや瀧となつて流れ むので、寢ることも居ることも出来ず、隅に縮んでかじ

かんだまま、實にみじめ
．．．

なものだとのこと、殊に薪はよく燃えず、寒さは骨に徹する程で、到底居

たゝまれたものではないとの話、成程よく見れば寒さうな身 度で、顏もやつれた有樣大に同情に

たえぬ、さても篤志な人であると、此處で袂を別つて、上と下へ――此の間に小川氏について居た

丸山の忰廣吉は、我等の伴へる人夫の一人とかはつて再び頂上へ引かへすことゝなり、我々二人は

進をつゞける。 

路は小さい溪流に沿ひ、或は朽木を踰え、枝をくゞり益々急となつて石はごろごろして居る、右

手には白雪皚々たる谷を望んで上る、幽かな道は漸く消えて、どうやら、踏み迷つたらしい、元來

た方に立ちかへると、下から人足が一人我々の行厨を持つて來で吳れたので、石に踞して中食した、

時に午後の一時であつた。第二回の中食を濟ました人足と共に、白馬尻の大銀河の に出たのが正

に二時であつた、路は何處で に我々が誤つた所と岐れたのか分らなかつた、否、今もつてわから

ないので、實に不思議に思つて居る。 

今迄通つて來た山麓の路は、白馬尻迄は落葉喬木帶で、巨大なるぶな等が隨所に亭立して居る有

樣であつたが、白馬尻へ出ると急に趣が變つて、 には大雪溪が橫たはり、其の兩岸は珍草奇花で

裝飾されてある、 葉喬木帶の上に來るべき、針葉喬木帶は全く缺けて居て、直に灌木帶に移り、

葱
子ブカ

平
ダヒラ

以上から草本帶となるのである、 めて白馬尻に出た時は、急に草木が一變じて、忽ち草本
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帶の植物が現るゝかの樣に感ずる、勿論山上から流されて來て生育した草本帶のものもあるが、熟

ら觀察すると、決して灌木帶をも跳び越して、急に草本帶となるのではなく、相當の順序をふむで

行く樣である、越後の妙高山
メウカウザン

の如きも針葉喬木帶を有せずして、落葉喬木帶から灌木帶に移るので

ある、只大銀河の景に至つては、中央大山系の逸物の外には、多くある所でない。 

白馬尻にはもと小なる石小屋、否小屋とは云へぬ岩陰があつて、此に宿つた人も往々あつた、昨 

年に至りて別に巨大なる岩の凹みを見出して、此處なら二十人位はどうやら雨露を凌げると云ふの

で、 田、小川氏等の一行は此處に宿つたが、特に下部の植物を目的として行くのでなくば、一日

に頂上まで登るのが得策である。 

白馬尻邊より葱
子ブカ

平
ダヒラ

迄、一直線三十丁もあらうと思はるゝ大雪溪は、壯大なもので、到底我々の

筆では書き現はすことが不可能である、 號の口絵は其の極めて一部の、特に缺陷を生じたる處を

見せたのだが、あれを三十丁もつゞけて、もつと雪の量を增したもので、急な傾斜で山腹に懸つて

居ると想像するより致方がない、其の壯 な景に至つては、躬ら行つて見るより他に方法がない、

我々が滅多矢鱈に柊的稜角 字を 用して、其の壯大を汚すのは此景の爲めに惜しいし、 我々の

本意でないから筆を止めて置く。 

白馬尻から彌々此の大雪溪を登るのである、雪上を行くのであるから金樏を
かなかんぢき

穿ち、午後の二時に

出發した、馴れた人夫等は重荷を負つて樏も用ひずに巧に上つて行く。白馬尻の邊には例年雪が消

えて一寸した河原が出來るさうであるが、昨年は雪が溶けず、直に大銀河へ足を踏み入るゝのであ

つた、雪は表面龜甲形に凹んで、多少の足がゝりとすることが出來る、先年城法學士等が登られた

時には、雪が非常に い爲め、 等は全く透らなかつたそうだ、それ故樏など持つて行つても、到

底雪に立たるまいとの御注意を承はつて居つたが、兎も角もと携帶して來た樏をはいて步いて見る

と、存外 くないので極めて都合がよい、普通の も可なりよくささる。思ふに年によつて雪の工

合が種々變はるものと見える。樏をつけて登ると、辷る憂がないから大に樂である、誰やらの樣に

這ふ必用はない。 

二時間を費して雪溪を事なく登りつめ、午後四時と云ふに葱
子ブカ

平
ビラ

の一角に達した、此處に休憇し

て再び步を運ぶ平
ビラ

と云ふても平坦ではなく、非常に急峻な坂路で、美しい草花が一面に吹き亂れて

居る間を、露を拂ひ草を分けつゝ登り行くので足は中々捗らない。 

一時間許りでこれを登りつめ、同じ字で読み方の違ふ葱
子ブカ

平
ダヒラ

に着く、此處は稍々平地をなして居

て、離山
ハナレヤマ

の東方直下に位し、同じく

百花爛熳の地である。所々に巨岩があ

つて、其の中一つは下に僅かの凹みが

あるので葱 平
子ブカダヒラ

の小屋と號して時に

露を凌ぐ人もある、元より雨が降つた

らみじめなものである。離山の離岩
ハナレイハ

に近い所で、人夫は第三回中食をやる、

最早六時に近いので、我々は一足先き

に出かけた、山頂の小屋の下なる大雪

田を右に望み、離山と頂上との間の尾

根に出で、右へ右へと六七丁行くと む望を岳馬白りよ㞍馬白 

工
學
士 

佐
藤
通
氏
寄
贈 
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稍々平坦な小區域に、我等の居城とすべき小屋に着いた。成程小川氏の言つた通り大破損で、小屋

と云ふよりも寧ろ小屋の遺趾とでも云つた方がよい位である。着いたのは正に午後七時であつた、

兎に角内にもぐり んで、蠟燭をつける、食事の準備をする、行李を解いて衣服を出す等一時は中々

の混雜であつたが、幸雨も降らず、天候稍々恢復の徴があるので、かさばつたものだけは外に出し

て置いて、火を燃し衣を厚くして眠りに就いたのは十時に近かつた。今日は疲勞したので、堅いは

ひまつの枝の上でもよく寢られる、足ばかりでなく手も疲れたから、今回はこれで筆を擱く。 

 

  

「白馬籠城記（承前）」『山岳』第一年第三號 

 

 はひまつの枝の上にて結びし夢も、薪火は消え、 もる風の身にしみたので、ふと眼をさませば、

夜はなごりなく明けはなれて、 はよく晴れてゐた、腰をかゞめて小屋の口を這ひ出で、楊子啣へ

て小屋の後なる水の湧き出る處へ行けば、ちよろちよろと漣立てゝ流れ行く淸き水の邊には、可憐

なる、むかごゆきのしたなど生じてゐて、口をすゝぎ、顏を拭ふ間にも、自づと「ふむはおし、ふ

までは行かんかたもなし」と、昔し口ずさみし人の、やさしき心を思い浮べた。 

 小屋にかへれば、人足どもは火を焚き、米をとぎて、いま 飯を調へる用意の最中であるから盧

生の昔を忍びて、寢てまつも心なき仕業と思ひ、此間に、頂上の の大觀を、賞して來やうと、二

人とも毛布に身をかため寫眞器を手にして、小屋を出かけた。 

 頂上は、小屋から北の方、約七八丁登ッた處で、上には、一等三角測量䑓が一基ある、こゝに登

ッて眼を四方に放てば、西南には近く立山の連脈と、遠く加州の白山とを望み、東北には戶隱、妙

高、燒山の諸山が、頭を雲海の上にもたぐるを認め、南には鑓ヶ岳、杓子ヶ岳の二弟と、南安槍ヶ

岳の鋒頭を望み、北には一望日本海を下瞰し、天下の名山、大嶽鐵宕の如くに、其四方を繞ると雖、

たゞ我と談笑し得るものに至りては東南遙かなる、八面玲瓏の佳人と、南安の天に、劍刄を閃かす

勇士あるのみ、と思ッたときの心中の愉快さ、蠢々たる人間に生れ、われ何の幸福あつてか、この

宇宙の大觀壯嚴を恣にすることを得たるかと、神の恩惠を感謝せざるを得なかつた、しばし呆然と

たゝずんでゐたが、ふと我にかへりてやがて小屋に戾れば、 飯の用意も、すつかり調つてゐた。 

 さて 飯後小屋のまはりを見ると、

全體もとこゝには、三つ小屋があつ

たらしく、其の一つは昨夜我々の泊

つたもので、あとの二つは、其のす

ぐ前にあッて、すッかり破壞してし

まひ、たゞ石垣がのこッて居るのみ

である、昨夜は疲れてゐたのと、

かッたので、それほどにも思はなか

ッたが、今あかるい處で見ると、こ

の残ッた處の唯一の小屋も、非常に

破損して、屋根の如きも、中心の柱

がはづれた爲め、周圍より中央部の
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方が低くなり、丁度これを物に譬ふれば、恰漏斗の樣で、これでは成程小川氏の云はれた如く、雨

が瀧の如くに流れ むであらうと思はれた。 周圍の石垣の如きも、大分傷んでゐて、已に昨夜の

如きも、石が一ッ墜落して來て一人の人足の背にあたッたので、しかし幸にも大事に至らなかッた

が、何しろかう云ふ風ではしかたがないから、まづ小屋を修繕することに決した、しかし六人の人

足を要することもないから、四人だけとめて、あとの二人は此の 下山せしめた。 

 此處で一寸、も少し此小屋に就いて述べて置かう、位置は、白馬山巓より、七八丁、南微に下つ

た、稍平坦の地をなした所で、東南西の三面は開けて、一望最涯なく、踏む足もとには珍草奇花が

寸 もなく生じて居る、我々の籠城した小屋は其處の西に偏つた一つで、四壁は石をつみ、東面の

一部を開いて、出入口としてある、家根は板を並べて、上に石を載せてある、小屋の廣さは、或は

十疊も敷くことが出來ると云ひ、或は八疊許りとも聞いて來たが、我々の見た處では精密に測つた

のではないが、凡そ六疊敷きと思ふ中央には火を焚く樣にしつらへ、自在が一つあるのみである、

石壁は可なり厚いが、氷の如き風が、石の 間から吹き んで來て、冷藏庫へでも入つた樣な氣が

する。一昨三十七年の夏、日光植物園の望月氏が登山された時には、家根が大半破壞されて、露を

凌ぐことも出來ないで、止むことを得ず、頂上の測量臺の下へ、四方をはいまつで圍つて、野營し

たといふ話を聞いて居たので、我々は出發 、細野へ照會して、家根の有無を尋ね、なければ天幕

でも持つて行く考えであつたが、 年の秋とかに修繕したと云ふ返事なので、安心して來て見ると、

實は修繕の爲めに僅の板を山上まで運びあげたと云ふにすぎないので、少しも修繕は施されて居ら

なかつた、故にこの修繕の爲に板が不足して、 道具も携帶しなかつたので頗る不 を感ぜざるを

得なかつた。 

 人足等が石垣をつみなほしたり木を切つたり、小屋の修繕をしている間、吾々は小屋の の石垣

の側へ、茣蓙を敷いて、 日採集した植物の壓搾にとりかかつたが、天氣はよいし、風はあまりな

くて、ぽかぽか暖く、座つて居る周圍には、種々の草花が艶を競ひ、麗を爭つて、 き亂れ、八月

の十六日だと云ふに、金をも熔かす三伏の熱などは、どこの天地にあるものかと、疑ふ程であつた。

晝には麩、白すぼし、葱、いはぶすまのすまし汁を手造りして賞翫した、このいはぶすまと云ふの

は Gyrophora cylindricaと云ふ地衣の一種で、山中の岩石に着いて生じてゐるので、これを煑ると

べろべろに柔くなつて、中々だしが出て、味のよいものである、元來この地方では、山中に生ずる

種々の植物を食用に供してゐ

る、例へば、たけわらび、あ

ざみ、うとぶき等である、た

けわらびといふのは、羊齒の

一種で、白馬尻附近邊に澤山

ある、これはゆでて食するも

のであるが、どうかすると中

毒することがあるといふこと

である、この羊齒は何であら

うかと思つて、人足達に問ひ

糺して見たが、彼等は、その

葉が開かぬ中に食するので、
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老熟したものは見てもわからぬと云つて、まだ開かぬのをもつて來て見せたが、その葉柄上の鱗片

の具合などから察するに、おそらくみやまめしだであらうと思ふ、誰やらがこれをべにしだである

と云ひ小川氏であつたか、りやうめんしだと謂つたとも聞いたが、我々は是等の人とは不幸にして

說を異にせざるを得ない、 うとぶきと云ふのは、何であるかと云ふに、これも芽の出たばかりで

判然しないが、多分かはほりさうであらうと思ふ、さて壓搾を つてから、午後二時頃に出發して、

白馬の西腹を廻つて、頂上に登つた、元來白馬の山つゞきは、一般に東面は斷崖をなしているが、

西側は傾斜がやゝゆるいから、脈に沿ふてどこまでも行かれるのである、頂上の附近には、所々に

しこたんさうが、可憐な花を着け つくもぐさが髪をふり亂している、よつばしほがま、ゆきわり

しほがまの紅花は殊に美しい、苦心してちしまあまなを掘り、こまくさの花を尋ねながら歸途につ

き、途で手捕りにした、子兎を一頭さげて、小屋にかへつたのは午後五時頃であつた、かへつて見

ると小屋の改築は已にすんで、前には風よけの石垣が出來るし、屋根は高くなつて、中でどうやら

立つことも出來るし、見違へるばかり立派になつてゐた、中へ這入つて焚火に手足をあたゝめ、兎

汁に舌つゞみをうつて晩食をすまし、採集品の壓搾を へて、午後の十一時過寢についたが、昨夜

に比して何だか寢心地がよいやうな氣がした。 

 おい大變だ大變だと云ふ聲に目をさますと、時は正に十七日の午 一時頃、小屋の外は大風吹き

荒んで、ポツリポツリと雨が降つて來た、晝間の工合ではこんな約束ではなかつたがと、愚痴を云

つても追つゝかず、あはてゝ、外に出してあつた荷物を中へ入れると、まもなく大雨沛然として降

つて來た、たゞ幸にも、晝の中に小屋を修繕して置いたので、幾分かよかつたが、何しろ屋根の板

とても、豊富ではないから、多少の雨漏は免れないで、節穴、板の割目などより、雨は漏り み、

上から流れて來た水は、うしろの石垣のすきまから、用捨なくぢやぶぢやぶ流れこんで、小屋の

中にあるものは何もかも濕つてしまひ、その心地惡さと云つては、とても筆や口ではつくせない、

やがて夜が明けたが、風雨はやまず依然として烈しく、雨漏はますます甚だしい、何しろひどく吹

きつけるので、小屋の外へは尾籠なことだが、便をたしにも出られない位で、とうとう十七日は暮

れてしまつた。 

 あくれば十八日、 起き出でゝ見れば、風は依然として烈しいが、雨は幾分か其量を減じて居る、

十時頃から、風も勢をゆるめ、雨は霧となつて、飛んで來る許り、正午頃からは時々太陽が雲の切

間から顏を出したが、夕方に至つて

すつかり晴天になつた。夜の景があ

まりよいので、毛布をかぶつて月を

賞しに、頂上附近に出かけた、四方

の山は糢糊として、遠く小さく谷を

うづむる白雲は、月光に映じて白銀

の如く、天は高く澄みわたり、萬籟

寂として聲なく、宇宙の一大神秘は、

恰此中に含まるゝかの如く、一昨の

曉景と今の晩景、相對比して 一種

の感なんばあらずであつた。此の夜

器物へ入れて置いた水が、結氷した。 
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  翌十九日午 四時起き出でゝ天を窺へば豫期に違はず晴天、日出の頃山の端に出でゝ之を觀じ、

午 六時四十五分小屋を出發して、鑓ヶ岳に向つた、左に大雪田を望み、右に越中鹽頭
シ ホ ヅ

ヶ岳（當字）

を見て、小屋より南へ尾根をつたつて、國界の棒杭に沿ひ、或は信州に入り、或は越中に踏み ん

で、離山の少し手 から右手に下り、杓子ヶ岳の西側、所謂杓子裏に出た、此邊一帶は傾斜もあま

り急ではなく、はひまつは此處彼處に伏し、あをのつがざくらは地に敷き、なんきんこざくらの紅

花は實に美しい、こゝからなほ少し下ると、鑓ヶ岳の西北麓の小さい流に出る、此の邊にて屢々硫

黃の氣を嗅いだ、この流は鑓ヶ岳と杓子ヶ岳の間の殘雪の邊に、其の源を發するので、この流の附

近には、じんえふすゐば、みやまはたざほ、みやまおだまき、えぞあづまぎく、いははたざほ等が

紅紫相競ふて き亂れて其のさまは奇麗と云はんよりも、むしろ美麗であつた、この流を橫ぎつて

行くと、 だんだん登りで、鑓ヶ岳と杓子ヶ岳の間に盆地の樣な處がある、小川氏が來た時分には

まだこの處は一面に殘雪であつたさうだが、吾々の行った時には、大半は溶けてしまつて居た、し

かしまだ溶けて幾日もたたぬと見えて、前の美しさに引かへ、ここには花があまりなく、多くは草

がやつと芽を出したばかりであつた、吾々はこの盆地で、暫時休憩して中食をした、武田生は此處

で一種の蝶を得た、これが後にくもまべにひかげの名を得たものでその詳細は博物之友第六年第三

十一号に、高野鷹藏氏の說が出て居る、こゝを出ると山は急に勾配がついて、また殘雪の側を通行

した、この邊ではうるッぷさうが花を開いていて、中々見事なものもあつた、いはべんけいだのゆ

きわりしほがまだのを採りながら登ると、山はますます急峻となつて、鑓ヶ岳の鋒尖は一躍して達

せんばかりに見える、何かあつたと云つては、折角登った處を戾つたり、岩角へつかまつて登らう

とすれば、胴籃がつかへて引きもどされなどしつゝ、遲々として進み、やうやくにして午後一時鑓

ヶ岳の 點に達した、ここにも亦三角測量臺が建てゝある、此の山は、北城邊からのぞむと、銳鋒

をひらめかして、南安の槍ヶ岳にも劣らず尖つて見ゆるが、之を側方、即ち白馬の小屋邊から見れ

ば、その頂は左程尖つてゐないから、元來ヤリと云ふよりもむしろ出刄庖丁に似て居て、其の頂の

如きも東西に長く南北に薄いのである。この頂から眺めると、北に白馬ヶ岳は伯兄の如く、西南に

立山は親友の如く、南々西に槍ヶ岳は嚴師の如くに峙つて居て、たゞ雲霧の閉すところとなつて、

慈母富士山を仰ぐことを得なかつたのは、頗る遺憾であつた、 首をめぐらして下瞰すれば、西北

には北海洋々としてその際涯を知らず、七尾通ひの汽船が、一條の煤煙をのこして航走するのを見

た、伏木の港は西に當り、加賀の白山
ハクサン

は西々南に泰然と座し、木曾の御岳は南に聳え、東には善光

寺平を隔てゝ、四阿山の連脈が起伏し、越後の燒山は北々東に峙つて見ゆる。こゝに一時間程休憇

して、午後二時に出發して、下山の途についた、 と道をかへて杓子の北腹をめぐつて、離山の東

に出で、離岩の附近を過ぎて尾根に登り 信越の界を步して、午後五時二十分小屋に歸着した、薪

を集め、水を汲み火をおこして、飯を炊き、食事を濟ましてから壓搾に取りかゝり、全くの其の業

を了つて、體をはひまつの褥に橫へたのは、翌日午前二時半であつた。 
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5.大平 晟  「蓮華山及針木嶺（北陸三山跋涉記）」『山岳』第二年第一号 

明治 40年 3月刊 日本山岳会発行 

                         

越後 大 平  晟  

第一  緒  言 

 何をか日本の名山といふ、一には富士、二には白山、三には立山なりとは古來の傳說、彼の寫山

を以て名聲を博せる大雅堂が、畢生の全力を傾注し、三岳道人を以て自ら居りしも、 徴するに足

れり、高山といはずして名山といふ、固より高低の議論を要せず、現今探檢漸く普く、測量亦愈精

を加ふるに及び、高峰續出、其標高白山立山を凌駕するもの、豈啻十數のみに止まらんや、されど

三山は未だ必ずしも、其名山たるを失はざるなり。 

 何をか北陸の三山といふ、予は直ちに蓮華、立山、白山を以て之に答へん、是れ標高に於て、價

値に於て、北陸道他に比儔なければなり、予富士登嶽以來、白山、立山を探らんとの念甚だ切なり、

唯蓮華に至りては、世人未だ殆ど之を知らず、高田師範學校に於て之が攀登を企てしも、登路不明

のため、之を癈せりとは、最近數年 のことに屬せり、されど鄕國第一の高峰、之を極めざるは、

山狂を以て自任せる、予輩の天職に於て大に慊焉たらざるを得ず、日本山嶽志の著者高頭海峰氏亦

感を同うし、玆に機熟し、明治三十九年八月三日を以て共に遠征の途に上るべく決しぬ。 

 東京石川成章氏、小千谷夏目新治氏、長岡中村正雄氏等、同行の筈なりしも、 障は兎角世の習、

出發間際に至り、公務のため遺憾ながら斷念すとの、飛報に接せしこそ是非なけれ、幸に山草家長

野中學敎諭志村寛氏の同行を得、我等が山に對する興味を增す多大なりしは、此行の特筆大書すべ

き所とす。 

第 二  飛  車 

 將棊の駒のそれにあらぬも、一行 途を急ぐべきの事情ありて、晴雨に拘らず、出發第一の日は、

汽車の利する限り、馬車腕車の通ずる限り驀進し、夕陽日本海に浴する頃は既に蓮華山下の地點を

占領すべく豫約せしは、出發 三日のことなりし。 

 心の駒に促され、三日の は三時といふに、瞼の關門は既に開かれぬ、天候如何にと、寢床の中 

 要 約 

明治 39年（1906）8月 5・6日、蓮華温泉から白馬岳登頂の記録。 

メンバーは、大平晟、高頭仁兵衛、志村寛（烏嶺）（以上、日本山岳会）、渡辺権一（高頭

の従者）、久保田粂次郎、久保田定吉（以上、案内人）、ほか。 

行程は、8月 5日 蓮華温泉－蓮華鉱山事務所－小蓮華岳頂上－白馬岳頂上－石小屋。 

6日 石小屋－葱平－大雪渓－白馬尻－四ッ谷。 

7日 四ッ谷－青木湖－中綱湖－木崎湖－大町対山館。 

8日 大町－二ッ屋－扇沢－丸石の小屋の上、野営地。 

9日 野営地－雪渓－針ノ木岳－漁夫の小屋。 

※越後側から白馬岳に登り、大雪渓を下った初めての記録。 

※越後三山とは、白馬岳（大蓮華岳〈山〉）、立山、白山のことである。 

※一行はこの後、燕岳、常念岳、槍ヶ岳へと向かっている。 
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より玻窻を窺へば、星はたしかに見えざれど、さりとて雨の もなし、時計の四時を報ずるや、今

日の 起先鋒の、金鵄一級我なりと、誇らんばかり鳴き出でしは、校南杉森の烏公なりけり、昆蟲

軍の功名は、他に讓らじと進軍の、喇叭一聲奏すれば、咽喊忽ち林間に、響き渡りてあな勇まし、

是れ名にも似合はぬ蜩
ヒグ

隊
ラシ

にして、烏公に後るゝ正に十分、大將は急くべからずとはいへ、期に後れ

ては一大事と、山人も亦蹶起し、 飯も 度も相すまし、來迎寺一番上りの汽車に投ずべく、校門

より腕車を飛ばし、來迎寺驛に至れば、高頭、志村の二氏は、既に西九旅舎の橡側に在りて予を待

ち、其遲きを案じ、從者渡邊權一君をして、偵察に出づべく、命ぜられし所なり、一碗の茶を喫す

るや、恰もよし汽車は來れり、一行四人搭乘せしは、午 六時を過ぐること數分。 

 八時三十五分、直江津に下車し、直ちに驛 數町の馬車取扱所に馳せ、糸魚川
イトイガハ

まで乘るべく 涉

せり、此間は北國海岸を貫通せる國道にして、所謂北陸街道なれば、馬車幾臺も續發するならんと

想へりしに、時刻の不定はさておき、出す出さぬの押問答に、あたら時間を徒費し、九時十分漸く

一臺の買切を約して發車し、十一時十五分名立
ナ ダチ

着、岡崎屋に休み喫飯す。 

 やがて出發し、筒石
ツヽイシ

に至れば、橋梁破壞のため、車馬通ぜず、直江津よりの馬車は玆に止まれり、

我等は乘換をなすべく海岸に下り、大迂廻をなして、橋向の校 に至れば、馬丁は頗る暢氣に構へ、

に發車の模樣なし、再三催促の末、乘車すれば、我等が外に、洋服着けたる男子、婦人と小兒と

を伴ひ乘り まんとす、我等馬丁に對し、「買切の馬車に他の客を入るゝは不都合なり」と詰れば、

「六人定員の馬車なれば御忍びを請ふ」と答ふ、これ馬車と共に馬丁も換りしことゝて、我等が買

切を知らず、既に客の乘車を承諾せしなり、渡邊君は征露の從軍者なりければ、軍人流に叱り飛ば

さんとす、されど罪は取扱所にありて、深く馬丁を咎むべきにあらず、且つ婦人と小兒とを伴へる

客の如何にも憫然なれば、荷物を車 に積み、溽暑を忍びて客を乘せぬ、これまで緘默、 涉の成

行を待ちし客は、厚く謝して乘り來り、予等が風裝によりて、登山旅行なるを察し、徐ろに談話を

換し、且つ予が三島郡人なりといへるに對し、「片貝の大平さんではありませんか」と尋ね、其

態度の着實に、其談話の快活なるに、其名を問へば、柏崎高等女學校敎諭原田平藏氏なりき。 

 四時二十五分糸魚川に着きぬ、此日 來薄曇なりしが、玆に至りて細雨遂に落ち來れり、 に馬

丁に 涉し、馬車進行を繼續し、六時四十分根知村大字根小屋に着し「名代あんころ餅」と筆太に

書ける看板に、視線は早くも注がれて、何れも餠黨の我等一行、直ちに役宿せしは、山本安吉とい

ふ旅店なりき。 

 第一日の宿泊地は、蓮華山下山の坊の豫定なりしも、飛車の突貫意の如くならず、遂に豫定變

の已むを得ざるに至れり、此日腕車一里、汽車四十哩、馬車十四里、 日の車行に頭と臀との不平

を招きぬ。 

第三  姬 の 河 畔 

 姬川は蓮華溪谷の諸水を集め、北下して糸魚川の西に至り、日本海に し、急流縣下第一の稱あ

り、名さへ、淸き姬川なれば、沿岸の景、山人の目を引くこと多々ならんと豫想せしが、糸魚川よ

り此川の右岸に沿へる大町街道を踏むに及び、急湍岩を嚙むの壯觀なく、斷崖屛風なせる奇觀なく、

將た泓潭碧渦の淸觀もなく、到底會津街道に於ける阿賀川、廣瀨谷に於ける破間
アブルマ

川の比にあらず、

馬車も亦根小屋までを限りとせり、蓋し根小屋以南は道の勾配漸く急なればなり。 

 根小屋は山間の小村落なれど、旅店數戶相列び、浴室亦備はりて、登山準備品の購入も、聊か

ずるを得るなれば、鮭、貝の鑵詰、車麩、砂糖、紙、麻、草鞋及び毎日舂くといへる、名代あんこ
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ろ餅の餡だけ略し、切餅一升を注 し、十時蓐に就かんとすれば、玆に珍事は起りけり、久し振り

の客來に接し、苦辛慘憺、漸く釣りし蚊帳は、鼠どころか猫までも、出入自在の一大孔を發見せる

志村氏は、早速家人を喚び、そが閉塞を命ぜしに、一所ならず二所、三所までも手入れして、先づ

安心と橫はりしに、尙他に破損の個所ありしと見え、蚊軍頻りに闖入し、剩へ車行の疲れに、頭の

政府も動捶猶靜まらざるに、光武ならぬ高頭氏の腹に、志村氏が屢足を加へしは、安眠妨害少から

ざりしとの 語りに、「拙者は寢行儀餘程正しき筈なり」と志村氏の辨護も、益々笑の種となり、

隣室に臥せる渡邊君は、一人蚊帳を充てられしはよかりしも、晝寢用の兒供蚊帳を高く釣りしため、

下部の透き間甚だしく、是亦夢圓ならず、予も亦眠安からず、屢々窻に腰打掛けて、朧月夜に凉み

しこと多時、起床早々福の神も來るべく、哄笑頻りに起りぬ。 

 四日 天曇りしも雨降らず、人車を倩ひ、六時根小屋を出發し、尙姬川に沿ひ爪先上りの道を進

む一里餘、谷益迫る所、西山橋を渡り、路は川の左岸に移る、附近に西山、小瀧
コ タ キ

の石炭坑あり。 

 路傍の崖壁には、イハブキ、ナデシコ、ミヤマナデシコ、マツヨヒグサなど笑を呈せり、マツヨ

ヒグサは近年の舶來種なるが、非常の繁殖力もて、今や日本全國に瀰蔓するに至りぬとは、志村氏

の說明なり。 

八時十五分山の坊に着し、 野屋に休む、此地僅かに七戶、海拔約六百尺、糸魚川を距る五里二

十一町、蓮華登山の入口とす。 

第四  蓮 華 温 泉 

 四日午 八時四十分、徒步山ノ坊を發し、これより縣道と別れて右折し、大所川に沿ひ、加急勾

配の山徑に入り、九時三十分大
オホ

所
ドコロ

に着し、總代山岸 太郞氏を訪ひ、人夫雇入の件を依賴し、此

處にて久保田粂次郞（十九歳）といへる一名の人夫を得、尙山岸氏の配慮により、木地
キ ヂ

にて二名の

人夫を得たり、木地は大所より登ること約半里、兩字各十戶許、男女老幼、槪ね猿袴を穿てり。 

 山ノ坊出發のときより、細雨落ち來りしが、玆に至り、密雨はいみじく吹きしきりて、衣服は頗

る濡れぬ、小椋
ヲ グ ラ

助方に休み團飯を喫し、〇時二十五分、木地を發し進むこと約一里、漸く椈、楢

等の濶葉喬木帶に入り、沮洳の地相連り、身長のクサソテツあり、コタニワタリの繁茂せるあり、

殊にミヅバセヲ多く、其大なるものに至りては、葉の長四五尺、幅一尺五寸に達し、ヨブスマサウ

の高六七尺を超ゆるものあり、餘りに珍らしければとて、志村氏は浦島ならぬ玉手箱を開き撮影せ

らる。 

 二時四十分、大所川の上流なる「ウト」川を渡る、此邊大なるナラ、トチ、ブナ、シラカンバ等

の雜樹林相連り、樹下ゴゼンタチバナ、ミヤマカタバミ、モウセンゴケ、タマガハホトヽギス等の

愛らしきあり、高一 にも餘れるシヽウドの勇ましきあり、登るに從ひ、モミ、ツガ、シラベ等の

針葉樹相 はり、漸く森嚴なる山相を呈し、長きサルヲガセは其枝を飾れり、予は針葉樹帶に入る

每に、彼が放散せる一種の淸香に打たるゝを以て、無限の爽味を感ずるものなり。 

 森々たる喬木帶を穿ちつゝ、崖側を繞りて溪底に降り、流れを橫ぎり、急崖を登れば、程なく蓮

華温泉塲に達し、湯本千國榮吉方に投ず、時に六時三十分とす。 

 此日予と高頭氏は晝飯に小なる團飯一個を喫せしのみなれば、腹中飢を訴ふること甚だしく、湯

本に達するや否や、門口にて早速駄菓子を注 し、一鉢は瞬く間に之を盡し、 に第二鉢を平げて

稍ゝ力づき、草鞋を脫ぎ棄て室内に入りぬ、甘黨の山人のみならず、杉黨の高頭君まで、菓子の美

味を感ずる、振古無比と語りしも可笑。 
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 温泉塲は唯一戶にして、屋外に浴塲一棟を設け、別に長屋二棟あり、客の自炊に任す、此地海拔

約五千尺なれば、位置高からざるにあらねど、眼界廣からず、東は禿げたる丘陵を負ひ、西は谷を

隔てゝ雪倉、白高地
シラカウチ

（聖ヶ岳）の峰々には、名にし負ふ雪を載き、夕陽之を射て一種の褐紫色を呈

し、谿間鶯鳴を聞くこと頻りなり。 

 昔時は蓮華七湯とて、黃金湯、新湯、古湯、素湯、黑湯、三國一湯、藥師湯、砂糖湯等七所の温

泉ありし由なれど、今は槪ね崩壞埋沒し、僅かに黃金
ワウゴン

湯、三國一湯など存するのみ、湯本には疝氣

湯、總湯の二槽あり、崩塲は入浴塲の裏より、笹藪の中を押分け、登ること約四町にあり、徑約一

町餘の地面、灰白泥狀をなし、熱泉所々に滾沸し、白氣濠々たり、硫黃泉に屬せり、此地山間に僻

在して、山ノ坊を距ること細徑四里强、浴客を見ること僅かに二十人許なりき。 

 予山中の冷雨に腹部を濡らしゝ結果にや、下痢の氣味ありて、到着後二回まで、屋外の雪隱に通

へりしが、第二回は晩餐後に屬し、歸途 澄み渡り、偶然にも月の目に入りしに、月面黑翳ありて、

殘部甚だ銅赤色を帶び、次で黑翳外美しき金緣を呈し、奇異限りなければ、高頭、志村の二氏を呼

び、共に唯だ怪しむばかりなりしが、やがて今夜は十五夜にして、而かも月蝕皆既なりといふに氣

附きぬ、予が下痢故に、圖らざりき高山の上に於て、月蝕の見學を得んとは、これ過ちの功名とや

云はん、唯さへ冷氣に惱むべき高山の跋涉に、下痢を煩ふとは、無上の大厄と氣遣ひしが、幸にも

二回にて恢復せしは、入湯の功德か、懷爐の功能か、將た億萬の煩惱を一身に引き受くてふ、今宵

の月の情にや。 

 十時就蓐す、今夜は加足の難を避けんとて、片端に寄りて橫はりし高頭氏は、猛烈なる蚤兵の襲

擊に遭ひ、「ウヰスキー」の頓服も、催眠の効を奏するに足らず、我等も同じく轉輾反側、夜一夜

遂に熟睡を得ず、白馬山上赤馬に苦めらるてふ歎を發せり。 

 我等の室は、湯本本舎第一の客室なるも、猶厚疊を敷かず、外圍は雨板のみにて壁なく、唯赤く

鏽びたる掛ケ釘は所々に亂點し傾きかゝれる棚板は此處物載すること無用と言はぬばかりに、黑く

煤けたるがあるのみ、其他の設備知るべきなり。 

 深山のことゝて、糞尿の始末に困り、温泉塲は温泉の下水により、採鑛所は直ちに溪流に放下し

て、自然の運搬に委するものなれば、山奥に温泉塲採鑛所あるを想はずして、深山の溪流は淸きも

のなど澄まし み、掬飮するこそ可笑き極なれ。 

第五   蓮 華 登 山 

 五日は珍らしく晴れ渡れるに勇み立ち、屋後の温泉沸騰地を檢し、本日は蓮華山巓を極むべく、

七時二十分出發し、八時二十分幅約十間の「セト」川を渡る、河中及溪谷蛇紋岩多く、附近の崖面

に、ミヤマナデシコ、シモツケ、ミヤマリンダウ、コヾメグサ等の點綴せるは、可憐限りなく、往々

白花石楠を見る、川を渡れば數十間に亘れるキヌガササウの爛熳たるに接し、予輩がこれまで餘り

珍重せざりし該草の、其葉振の勇ましく、其雪の如き淸き花容の棄て難きものなるを感じぬ、程な

く「第三號陸夫飯塲」の標札を揭げし、麁造の小屋あり、これ蓮華鑛山に通ずる、道路開鑿工夫の

炊事塲なり。 

 海拔約五千三百尺の邊より、 めて殘雪の散在を見る、十時方約三十間厚數 の殘雪に接す、溪

流其下を穿ち、雪の屋根を造り、大小數多の雪柱之を へて、宛然石灰洞中に於ける鐘乳石の觀あ

り、附近に薄紫の大花を着けるシラネアフヒ、白瓣の透き通らんばかりなるサンカエウを見る。 

 幾度か虎 叢帶を穿ち進む程に、往々積雪上に土砂を盛り、新道を造りつゝあるを見る、世には 
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奇道もあるものかな。 

十時四十分下巴
シモトモヱ

（當字）の尾根を經、約三十分程にして上巴に達す、此間稍々廣き傾斜地に、 

百花爛熳たる所あり、我等は此處を中巴と命名せり、中巴にて見參に入りし主なるものは、オホサ

クラ、ナンキンコザクラ、ミヅイテフ、ハクサンチドリ、ムシトリスミレ、ギバウシ、エンカウサ

ウ、アカヌマフウロ、シヤゥジヤゥバカマ等とす。 

 上巴には鑛山門柱あり、二尺角にして高約七八尺、謙信公時代に於ける、鑛業所の遺物なりと云

ふ。 

 十一時五十分蓮華鑛山假事務所に着き、茶の接待を受け喫飯す、蓮華温泉塲より約三里とす、此

地海拔約六千二百尺、第一號坑夫、第一、二號陸夫飯塲三棟あり。 

 これ亦茅葺の掘立小屋にして、四圍熊笹茅等を編みたるのみ、人夫四十人許晝飯休みをなせり、

鑛山は尙谿谷を登ること十數町、所謂銀山の山腹にあり。 

 假事務所の東方に當り、近く大日岳あり、其裏には高く長く亘れる乘鞍岳あり、岳頂乘鞍の池あ

りと云ふ。蓮華温泉塲以上は、漸く喬木帶を脫し、灌木帶に入り、兎に角鑛山人夫も往來し、現に

道路修築中なれば、路に迷ふの憂なきも、鑛山以上は全く徑路を存せす、且つ大所、木地よりの人

夫は、鑛山以上經驗なしとのことなれば、事務所監督主任佐伯氏、（越中人）に依賴し、當所の定

日當七十錢を出し、陸夫一人を借り案内とせり、案内者名を定吉（二十三歳）といひ、山ノ坊より

の人夫粂次郎が兄にして、此兄弟は快活實直の人物なりき、蓮華の最高點三角標より信州への降路

は、志村氏三回の經驗を有せる熟路とす。 

 事務所の東方谿間には、幅三四十間長五六町に亘れる殘雪あり、〇時五十分假事務所を發し、一

時十分二町餘に亘れる殘雪を踏む、路傍偶々黃紫色穗狀花の肉蓰蓉
ニクジユヨウ

（即キムラタケ）十數莖を得、

これ富士の所謂靈艸御肉にして、榛の

根に寄生するものなり、これより漸く

草本帶となり、ハクサンイチゲ、シナ

ノキンバイ、ヨツバシホガマ、カライ

トサウ、シロウマフウロ等所謂高山植

物の舞臺に入り、興味大に加はる。 

 一時二十五分海拔約六千八百尺に

於て、偃松に接す、あゝ偃松、高山の

上、汝を得て神聖を感ずる深し、蜿蜒

匍匐幾十間に亘り、根岩を穿ち、枝地

を蔽ふ、龍鱗の幹、銀綠の葉、何物か

亦之に加へん、萬木汝に臣事し、百花

汝がために飾る、あゝ偃松、予輩汝に

よりて、雄偉高潔を學ばん哉。 

 一時三十五分採掘坑塲に達す、海拔

約七千尺、四十餘年 、採掘を試み、

爾後癈棄せる舊坑數個、或は崖側にあ

るあり、或は雪に埋るゝもあり、本年
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新に着手せるは六坑にして、中には掘進既に八町に及べるものありと云ふ、鑛質は銀及銅鉛を含め

り、鑛山にては、坑道を「アナ」といふを忌み、必ず「シキ」と稱すること、深く緣起を慮るもの

なれば、訪ふもの心すべきことなり。 

 こゝより幅五十間乃至百間、厚二三 の大殘雪を踏むこと二十餘町、雪溪の兩崖には、フジハタ

ザホ、チングルマ、ナンキンコザクラ、ハクサンイチゲあり、ツガザクラ、アヲノツガザクラは偃

松に侍し、キバナノコマノツメ、リンネサウは其蔭に憇ひ、花の絢熳は、雪の純白と相映じ、偃松

の銀綠は、花の紅白紫黃と相 はり、美觀無比、殊に多肉黃綠の葉、大形深紫の花を着け、動物を

食すてふ、有名なるムシトリスミレは往々其叢生を見る、此大雪溪、此ムシトリスミレ叢は、例に

より志村氏鏡玉裡のものとなる、ムシトリスミレは明治十七年松村博士本山に於て始めて發見せる

ものなりと云ふ。周回 

 大雪溪踏攀の際、反射光線は痛く網膜を打ち、足蹗は冷却して殆ど感覺を失ひ、寒威肌を侵して、

漸く衣の薄きを感じければ、羅紗の 服を着しため、下界の暑さに苦みし志村氏、これよりは我が 

娑婆なりとて、俄かに得意然となりぬ。 

 「セト」川以上、谿谷始 蛇紋岩を見しが、此大雪溪の上部附近は、一面に此岩體を露し、崩壞

破片稜々磊々、美澤 綠の間、タカネキスミレ、イハギキヤウの點綴するあり、堰松の間往々鶆鳥

（雷鳥）の聲を聞くに至りては、既に人寰のものにあらず。 

 午後二時三十分大雪田の 點に達す、海拔約七千六百尺とす、雪溪登り盡せば、近く面に當りて

一峰の峙つあり、鉢ヶ岳と稱す、 字不明なれど、其狀鉢を伏せたる如く、且つ蓮華連峰中杓子岳

なるものあるに對し、予の該字を當てしは、頗る滑稽に類し、所謂杓子定規の誹を免れざらんか。 

 鉢ヶ岳の西南に稍々高く 日岳あり、兩岳間の小平地を池ノ平と稱す、周回二町餘の圓池あり、

奮火口の遺跡ならん、若し池中に石礫等を投げ まば、暴風雨の難を免れずとて、山下人民の畏敞

する所なりと云ふ。 

 我等は鉢ヶ岳を後に、左折して爪先上りの尾根を進めば、既に全く下界の雜草を ち、唯偃松、

偃 檜
ハヒビヤクシン

の間キリンサウ、マツムシサウ、チングルマ、キングルマ、イハギキヤウ、チシマギキヤ

ウ、タウヤクリンダウ、ミヤマシホガマ、ヨツバシホガマ、ウルップサウ、ミヤマクワガタ、ミヤ

マアヅマギク等の高山植物、今を盛りと き匂ふ、殊にタカネキスミレの玄綠の葉、濃黃の花は、

氣品の高韻限りなく、コマクサの粉白の綠葉、鮮淡の紅花は、淸楚優雅、正にこれ天女の遺せる簪

か。 

三時四十分小蓮華の峯頭に憇ふ、海拔約八千四百尺、温度六十四度を示せり、鉢ヶ岳以来、始

尾根の中央を劃して、高三尺許の棒杭を點設せるは、兩越の分界線なり。 

 小蓮華の南方に當り、突兀たる峻峰の 巓三角標を見る、是れ蓮華連峰の盟主にして、所謂大蓮

華山となす、四時五十分頸城土人の所謂白馬
シロウマ

岳（九二〇〇尺）を過ぐれば、兩崖削 、縋れば壞岩

動搖し、踏めば碎礫落ちて深谷響鳴す、加ふるに岩角石片、稜々刄を渡るが如く、草鞋、足袋を損

すること甚だし、蓋し本山の難所となす。 

 三角標は既に眼 にあり、一行勇を鼓し、先登第一の功を爭ふ、而して月桂冠は遂に予に落ちぬ、

萬歳の聲は予が口によりて發せられぬ、健脚無雙の志村氏にして一籌を輸せしは、其踏みし巨岩と

共に轉輾せしによる、但袴を破り脛に微傷を受けしも、大事に至らざりしは幸なりき、此刹那氏は

實に萬事休すと諦めし程なりと、天界に於ては、我等も亦頗る稚戯を演ずるもの哉。 
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 我等が大蓮華の峰頭 に身長の高さを加へしは五時を過ぐること十分にして、鑛山より約二里、

山麓山ノ坊を距る九里强とす、大蓮華の 巓は、標高約一萬尺と稱す、されど高頭氏の 盒晴雨計 

によれば、約二千九百米突 後にあり。 

 五時二十五分陸地測量部の遺物たる石小屋に投宿す、三角點より南々西に降ること、約七八町の

近きにあれど、少しく凹所に位するを以て、三角標下に於ては之を認むるを得ず、小屋廣さ方二間、

石を積み疊みて壁となし、東面入口三尺を開き、屋根の板葺は隙間ありて、風雨を防ぐには十分な

らざるが如し、小屋の に屋根なき石廓二所あり、小屋の西一町餘にして、淸泉所々に涌出するあ

り、以て飯を炊ぎ顏を洗ふに足る、唯此附近、高峰唯一の燃材たる偃松甚少ければ、數年の後は燃

料全く缺乏するの憂あらん。 

 石小屋附近に於て、ミヤマアケボノサウ、タカネウスユキサウ、ウラジロキンバイ、ムカゴユキ

ノシタを見る。 

夕刻入日の景を賞すべく、高頭君と共に三角標下に至り、突兀たる巉岩を楯とし寒風を忍ぶ、偶々 

薄雲西天を罩め、淡紅一株の裡、日體の濃紅を認めしも、金波森渺の大觀を逸せしは、遺憾に屬す、

時は七時、寒暖計は五十度を示せり、佐藤貞太郞氏に贈るべく、偃松及び黃花石楠數株を掘り採り、

石小屋に歸すれば、晩餐の仕度も既に整へり、乃ち鮭肉鑵詰「パインアツプル」等を開き、食事を

すまし、暫し月を屋外に賞し寢に就けり、頭上を摩すべき低き屋根下に、偃松葉上其蓙を敷きしも

の、是れ寧ろ予等が金殿玉樓よりも、淸く貴く感ずる所なり、此夜蚤難なく、夢は直ちに高天原に

入りぬ。 

 大所人山田六太郞といへるは、獵を業とし蓮華通を以て有名なる男なりしが、昨年五月同業一人

と、熊を覓めて山に入り、濃霧に迷ひ、共に、凍死せりとは、人夫の語れる所なり。 

第六  蓮 華 下 山 

 六日天晴れ渡れり、此日は山上の跋涉を縱にし、午後下山すべく豫定せり、昧爽予と高頭氏は、

渡逡君を伴ひ、日出の偉觀を排すべく、復も三角臺下に攀登す、眞に山を愛し山を樂むものにあら

ずんば、其狂や及ぶべからず、而して其眞味は口遂に言ふ能はざるなり。 

 三角點の東方は標柱をさる數間にして、直ちに鉛直寧ろ負號的に薙ぎたる斷崖にして、深さ數百

仭、之を側面より見るときは、三角標基の缺落せんこと、將に近きにあるべしと想はしむ。 

 四時五十分赫々たる太陽は、雲海の上に顯はる、此時雲海は固く下界の俗塵を封鎖し、唯我等が

淸友たる高山峰頭の面會を許すあるのみ、北東には近く雨飾、妙高、黑姬、戶隱相連なり、妙高戶

隱は將に旭日の門柱をなし、南西には槍、乘鞍など、信飛の峰巒重疊起伏し、近く立山諸峰は、白

妙の雪を飾りて相對し、其劍ヶ嶽は、實に轟々劍立人をして畏敬の念を起さしむ、遠く之が後援を

なすもの、之を加賀の白山とす。 

 臺下に箕坐して、寫生に筆執りしも、寒風凛洌、耳下の疼痛を覺ゆ、寒暖計を檢すれば、將に四

十度を示せり。 

 本山 天は、花崗岩より成れりとは、諸書に散見する所なれど、決して單純なる岩質にはあらず

して、古生層を劈破せる花崗岩、安山岩、玢岩等の錯雜紛綜を極むるものにはあらざるなきか、頂

上安山岩、砂岩、蛇紋岩を見ること多し。 

 石室に歸りて朝餐をしたゝめ、鑛山よりの案内者を還し、粂次郞を從へ、志村高頭二氏共に、南々

西に連れる杓子（ 釋師）、鑓の方面を探るべく出發す、渡邊君は留守居をなすべく石室に殘れり、
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此峰傳の間、イハウメ、クモマグサ、ツクモグサ、シコタンサウ、チシマアマナ、イハベンケイサ

ウ、コイハカヾミ、イハワウギ、ウルツプシホガマ、イブキジャカウサウ、タカネツメクサ、コメ

バツガザクラ、ミヤマキンバイ、ミヤマダイコンサウ、ミヤマキンパウゲ、イハオトギリサウ等を

見舞ひ、コケモヽの、赤實、ガンカウランの紫黑實を賞味し、屢々十錢艸に接す、十錢艸とは御岳

の靈艸とせるオコマグサにして、彼頂上五六本を一束して十錢にて販賣せるより、我等一行の宣告

せる綽號なりけり。 

 杓子岳の西側を經、鑓ヶ岳の北腹に至れば、數條の谿谷には、殘雪夥く、尾根には偃松を蒙り、

兩崖の廣き傾斜地には、千紫萬紅芬芳馥郁たり、我等は之を鑓ヶ岳の御花畑と命名せり、天麗かに

氣淸し、一行此仙寰の錦褥繍衾に安臥し、無我の境に入ること久し。 

 御花畑の主なるものを擧ぐれば、キングルマ、チングルマ、ハクサンイチゲ、ミヤマダイコンサ

ウ、トリカブト、クロユリ、クルマユリ、シラネニンジン、キリンサウ、イブキトラノヲ、オヤマ

リンダウ、コバイケイサウ、ミヤマシホガマ、ユキワリシホガマ、シナノキンバイ、シャウジヤウ

バカマ等とす、谿谷チヤウノスケサウを產す。 

 鑓ヶ岳の頸側には、温泉滾々として湧出し、其瀦溜せる天然岩槽は實に仙寰の浴塲なりと、志村

氏の曾遊を聞きては、征氣勃々禁ずる能はざる所なれど、時間の許さゞりしを如何せん。 

 鑓、 日兩岳の谿間を辿り、西行すれば越中に降り得べし。 

抑蓮華連峰は、區域甚だ宏大、蜿蜒起伏十數里に亘り、其頂上は村落をさること甚だ遠き

により、最近數年 まで、攀登者殆ど無く、從て各峰の位置名稱頗る曖昧を極む、本邦の

名山高岳は、殆ど悉く其頂上に石祠堂宇を設け、信徒の參拜 えざるにも拘らず、本山の

頂上石祠の片影だに認めざるはこれが爲なり、陸地測量部地質調査部の兩圖、既に互に矛

盾衝突し、且つ 實地と齟齬するもの尠からぬ有樣なれば、普通地圖の賴むに足らざるこ

と知るべきなり、案ずるに名稱の曖昧たるは、同一山岳に對し、各方面に於て其命名を異

にせるに基けるが如し、今連峰の最高點一等三角標建設の巓を以て、大蓮華と確定せんこ

と、何人も異議なかるべし、而して信人の所謂白馬岳なるもの亦此峰なりと云はゞ、是白

馬、蓮華の名稱は、同一山岳に命名せるものなりとの志村氏の論評は、實を得たるものと

謂ふべし、されど越人は大蓮華の北肩を名けて白馬となせり。 

 大蓮華即ち 日岳なりとの說あれど、大蓮華の西に當り、 日岳なるものありて、越中下新川郡

に屬す、大蓮華即ち乘鞍岳なりとの說あれど、大蓮華の東北に當り、乘鞍岳なるものありて、信濃

越後に跨る、大蓮華即ち鑓ヶ岳なりとの說あれど、大蓮華の南々西に當り、杓子嶽を隔てゝ聳ゆる

鑓ヶ岳なるものありて、信濃越中に跨り、之を信濃方面より仰望すれば、 巓の尖立は其名に背か

ずと云ふ、但し大蓮華の北肩に立ちて、南望せんか、大蓮華の峰頭は、銳尖天を刺し、杓子岳の西

南なる鑓ヶ岳は、却て鈍頭を呈することなれば、山下の越人、大蓮華即ち鑓ヶ岳なりと稱せしもの

なるべし、要するに蓮華連峰の最高峰即ち大蓮華の北肩は、越後越中信濃三國の境界に跨り、一等

三角標基は三國境界點より稍々南に位するものなり。 

 十二時石小屋に歸れば、華胥に遊べる人夫等は、惶遽として始めて晝飯を炊ぎ、火を焚くといふ

有樣にて、あたら時間を徒費するに至れり。 

 此時天稍々薄曇となりしも、氣温は正に是れ肌に適すといふべき六十度を示し、蠅、蝶等の飛翔

するを見る。 
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 やがて喫飯下山すべく、一時三十分頂上の石小屋に一夜の恩を默謝し、南方信州地に降り、深紫

の色と共に其香も高きウルツプサウ帶を穿てば、間もなく山崎理學士によりて喧傳せる、氷河の痕

跡てふ砂岩、蛇紋岩の崖側に出で、雪田を貫き、六七町にして少許の平地あり、葱
子ブカ

平
ダヒラ

と稱す、シ

ロウマアサツキによりて其名を得たり、クロユリ、シナノギンバイ、ハクサンイチゲを始めとし、

御花畑式の花叢を見る、志村氏によりて發見せられたる、ヒラウメバチサウは此附近の產なり、俄

然急勾配の雪崖に接し、鐵鎚もて雪面に足塲を造りつゝ、迂回下降すれば、やがて二十餘町に亘れ

る大雪溪にかゝる、越後方面の大雪溪に比すれば、傾斜稍々急、且つ雪上往々泥流氾濫の痕跡あり

て、著しく汚れ居り、加ふるに石礫散亂し、到底越後方面の潔觀に比すべくもあらず、「是れ泥河

の痕跡なり」とは予と高頭氏との戯言なりけり、雪田の 度は、其日の氣温日光によりて、少差あ

るべけれど、槪ね は堅く凝結して、殆ど足蹗を印象せざる程なれば、滑倒の憂あるも、午後に至 

りては稍々融解し、足蹗を沒すること五六分、且つ雪面は波 狀の凹凸を有するを以て、幾分の足

掛りあり、されど時には顚倒墜下の危險なきにもあらねば、頗る注意を要す、樹枝を組みたる速成

橇に荷物を載せ、之を引き降るに於ては、殆ど力を要せずして輕快に下降し、步行に比すれば、其

五分一の時間をも費さゞるなり。 

 大雪溪を降り盡し、左岸の磧に移り、白馬尻
シロウマジリ

に於ける白馬
ハ ク バ

銅山假事務所に至り、焚火を擁して休

憇す、時に四時を過ぐること十五分、此時疎雨點々落ち來りしも程なく歇みぬ、當銅山は本年より

採掘に着手せるものにて、工夫の小屋數棟あり、監督主任佐藤氏の厚意は、我々登山者に 宜を與

ふること少からず、頂上より此處まで、約二里とす、急崖雪溪の昇降は、固より槪算里程により時

間を豫定すること能はざるものと知るべし、急傾斜の雪溪を降るには、九十九折式に步むを可とす

れど、此大雪溪の兩側は、越後方面に比すれば、急崖相迫り、剝離せる岩片始 落ち來りて、頗る

頭上の用心を要し、且つ雪下溪流によりて、殘雪屢 洞を存し、實に戰々競々の想あらしむ、兩崖

の急にして脆弱なるは、即ち是れ行潦雪面を汚すの原因なるを知れり。 

 雪溪降るに從ひ、漸く灌木帶となり、白馬尻より濶葉喬木帶に入り、越後口の如く針葉樹帶を有

せず、白馬尻附近には 餘のイタドリ繁茂し、ミヅバセヲ、キヌガササウも多けれど、これ亦到底

越後方面の壯觀に比すべからざるなり。 

五時白馬尻を辭し、屈曲上下、大雪溪の下流たる北股
マタ

川の右崖を辿れば、程なく熊ノ穴を脚下に

瞰下す、熊ノ穴とは北股川の急湍巨岩に激し、龍驤虎搏の壯觀を呈する所なり、蓊欝たる森林を穿

ち、六時五分中山澤に至れば、右手より奔下せる幅五六間の溪流、道を橫ぎりて北股川に注ぐ所、

巨岩僵れて自然の橋をなす、志村氏忽然身を躍らし、溪崖を攀ぢ、茂林の裡に分け入りて其姿を消

しぬ、トガクシショウマを探らんが爲なり、 途の尙遠くして、暮色の既に闇然たるにも拘らず、

得意の道とはいひながら、斯くまで熱心ならんとは、呆れながらも亦感服せざるを得ざるなりと、

我等相見て讃歎禁ずる能はざるなり、氏はやがて數株の得物を携へ歸り、後續部隊の人夫等も到着

しければ、步を早め、舊湖の遺物なりといへる沼池
ヌマイケ

を過ぎ、葭原
ヨシハラ

（當字）に至る、北股川は玆に凄

の深潭を作る、これ先年志村氏が暴雨漲潦のため橋梁流失の難に遭ひ、川幅比 的狹き此處

を擇び應急架木を試みし舊跡なりとて、特に紀念的探險案内に與かる、之を日蔭淵と稱す、附近の

炭小屋より漏るゝ點燈を認め、就て火を需め、苧殻の矩火に賴りて 林を貫き、南股川の橋を渡る、

時に七時三十分とす、南股川は鑓ヶ岳に發源し、こゝにて北股川と合し松川となり、姬川の上流を

なすものなり。 



58 

 

 二川の合流點即ち二股より、今夜の豫定宿泊地四ッ谷
ヤ

まで約一里にして、其中間に細野の部落あ

り、細野までは草原中の坦道なれど、時に夜色全く く、人夫等苦情を鳴らすこと、叢の蟲の よ

りも繁ければ、熟路の志村氏に先發急行を請ひ、提灯を細野に徴發し、九時四十分四ッ谷（海拔約

二三一〇尺）に着し、旅舎松澤貞逸に投ず、白馬尻より約四里とす。 

 僻村の旅舎、深 珍客の不意討に遭ひ、否釋迦ならぬ出山の濡男、而かも同行七人とは甚だ以て

迷惑千萬なりと言はぬばかり、早くも主婦の鏡に見えぬ、但御氣の毒樣との挨拶に接せざりしぞ幸

なる。 

 人手少くして食事の準備に痛く苦める舎人に對し、据風呂までの註 もなしかねて、緊急動議を

撤回し、濕布拂拭を以て代用し、慰勞の酒代を人夫に遣はし、喫飯寢に就きしは十二時過ぎなりき。 

第七  靑木湖畔 

 七日午 五時三十分起床、天甚だ曇る、四ッ谷は北城
ホクジヤウ

村に屬し、白馬登山口に當り、且つ糸魚

川より大町に通ずる縣道に沿ひ、馬車往來すとのことなりしが、是亦自分御都合次第のものにて當

てにならず、人車を僦はんとすれば無しと云ふ、乃ち荷擔人夫を雇ひ、七時五十分四ッ谷を発し、

坦々たる大道を南進すること一里餘、佐野坂峠と稱する小丘ありて分水界をなし、丘北の水は北流

して姬川に入り、丘南の水は南下して犀川に入り、信濃川となりて我鄕を潤ほすものなり想へば、

些々たる此小丘亦奇異の感なき能はず、縣道は左方靑木湖の東岸を迂回するものなれど、湖水の大

觀を賞せんには、右方舊道を取り丘上より瞰下する方勝れりとのことなれば、我等は舊道を登り

つゝ、湖の一小部分だに未だ我等が網膜に映ぜざる、靑木湖景の如何を問へば、「濁水淺くして蘆

荻之を蔽ふ田間の湖か、將た淸水藍を湛へ、幽邃寂寥たる山間の湖か、暫く諸君の想像に任ぜん」

と笑て告げざる志村氏の言葉ぞ興ある、丘上（二七五〇尺）登り詰めて稍進めば、忽ち左方に開展

せる靑木の湖、其廣く長く亘れる、其深く淸く湛へる、此方は林樹綠を蘼して、打ち寄する波は皷

をなし、彼方は權現の山脈倒に影を落して、漁舟山上を漕ぐ、あゝ靑木の湖、我等が想像は れり、

狹く淺く濁れるならんと想像せる我等、今此美觀に接して、思はず快哉を叫びぬ。 

 周回三里に餘れる靑木湖の西岸を過ぎ、湖の餘水流れて中綱湖に注げる小川の橋を渡り、中綱湖

東を經、程なく木崎湖畔にかゝる、中綱湖は甚だ小なれども、木崎湖は長約一里、周回二里に餘り、

湖西に崎てる丘陵其深綠の姿を蘸して、亦棄て難き風情あり、湖畔の茶屋に少憩す、學生游泳を試

むるもの多し、午後一時二十五分出發し、二時五十分大町に着し對山館に投ず、四ッ谷より六里と

す、海拔約二千四百五十尺。 

 大町は舊仁科氏の居城地にして、今北安曇
ア ズ ミ

郡衙の所在地たり、中學校あり、對山館は三層造りに

して、當地第一の旅館なれば、電燈電鈴の設あり、連日の疲勞を醫すべく、數品の西洋料理を命ぜ

しも、不得要領に りしは、土地尙開けざる故にや。 

 翌日に於ける針木嶺
ハリノキタウゲ

跋涉の剛力を僦ふべく、主人に依賴し、準備品として菓子及び鶏肉、「パイ

ンアップル」等の罐詰を購入し、九時就蓐す。 

第八  針 木 嶺 

 八日五時起床、天候次第に霽れ上るべき模樣なりければ、彼好山家「チェンバーレン」氏が險

無比と稱せる、針木嶺
ハリノキタウゲ

を經て、立山に向ふべく、人夫三名を督し、六時五十五分大町を出發す、

渡邊君採集せる植物を保護して歸鄕すべく、別れて篠井線に赴きぬ、 

字大原を經大町より約一里許にして、右方の丘腹、平村字二屋といふに、有名なる巨刹大澤寺あ 
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り、「越後に過ぎたる豆腐、玄伯、信濃に過ぎたる二屋の大澤寺」といへる古諺を引證し、得意の

敷演は、人夫の口より迸りぬ。                                          

 八時四十分幅約二町許の磧を有せる鹿
カ

島
シマ

川を徒涉す、鹿島川は南下して直ちに高瀨川に會し、犀

川に入るものなり、鹿島川を渡れば、山徑となり峽谷漸く狹し、九時五十分路右山神を祀れる小祠

を見る、落葉松之を圍み、籠
カゴ

川 を流れて高瀨川に入る、大町より約二里とす、これより路は始

籠川を縫ふて西北に遡るものなり、 

十時四十分 山神を祀れる小祠に接す、傍に周圍三 に餘れる楢の大木あり、十一時三十分二三

の炭小屋を經、麁朶橋畔（海拔約三千四百五十尺）に於て喫飯す、こゝまでは草刈薪採も入り、馬

糞さへある路なれば、行步甚だ易かりしが、これより勾配漸く急に、人跡殆ど辨ぜず、荊棘蕁蓬は

遠慮なく面を撲ち、溪端屢々膝を沒し、崖壁往々崩壞して行徑一定せず、加ふるに楊、樺、榛、椈、

檜、椹等の喬木帶に入り、欝々森々漸く深山幽谷の感あり、熊は人聲に驚きて逃げ、鶯は珍客に接

して讃歌を唱ふ、但熊の子を認めて捕獲を遂げざりしは一行の惜める所なりき。 

 午後三時二十分扇澤の合流點（海拔約四二〇〇）に達し、左溪に入り、巨岩を踏み急湍を涉る幾

回なるを知らず、急流迫る所、之を橫ぎることの甚だ危險を感じ、右崖を攀ぢ、迂廻して再び溪流

に降らんとすれば、 壁二 にも餘り、而かも堅緻滑澤の花岡岩にして、手掛り足掛りを得ず、麻

繩によりて一行縋を了りしは、四時二十分とす、此斷崖の上下に二十餘分を費せるは、其險惡想ふ

べし、但溪水減少の際は、此技術を試むるの必要なし、崖上檜の皮を削り、白肌を露はすこと二三

に及べるもの數株ありて、行人の目標となす、此邊白花石楠多し。 

 五時丸石の小屋（海拔約四五〇〇）

に達す、これ針木嶺の腰部にあたり、

彼の「チェンバーレン」氏が第一夜の

野宿を營みし舊蹟地にして、小屋とい

へど、其實略圓形巨岩の下、 洞を存

するものにして、辛く五六人を容るべ

きも、固より風雨を防ぐに足らず、且

つ籠川の左岸に接近し、濕地の不快と、

驟雨暴漲に襲はるゝ虞あり、さなきだ

に外人の後塵を趁ふを屑しとせざる、

我等一行、殊に健脚自負の志村氏は、

「チェンバーレン」氏が三日の行程を、

二日にて到着し、外人の膽を破らんと

て、大奮發を起し、尙 進を繼續せし

も、斷崖の上下に意外の時間を費し、

且つ人夫等の行進意の如くならざれば、

同三十分兩溪流の會合點上に達し、野

營すべく決しぬ、 此丸石の小屋より

上ること約二百尺とす、河床より稍高

き平坦なる河原を相し、右方溪流より
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押し寄せたる石礫の高 餘に及べる、天然壘壁を利用して、右方の楯となし、左上方より吹き下ろ

すこともやあらん溪風を遮るべく、天幕を張り、イタドリを刈り集めて、蓐となし壁となし、志村

氏監督の下に、淸洲の城は見事に落成せり、此間予は高頭氏と燃料となすべく磧に散在せる枯木の

採集に從事せしが、太さは腕大より柱大、長さは三四尺より二三間、全く枯れたるもの、半ば生木

のもの、乾ける、濡れたる、所謂土壤讓らず細流擇ばず、須曳にして高積なせる燃料は、一夜を支

へて餘りあり、人夫等が採り來れる菌の頻りに美味なるを說きしも、これだけは泰山黄河を學ばず、

戒めて之を棄て、唯蕗のみを採用し、車麩と鑵詰の肉とを入れて汁を造り、萬年町の火事をも凌が

んばかり炎々たる篝火を擁し、飯暖に汁熱く、身は内外の温惠に浴し、剩へ蚤賊の隻影もなく、夜

に入り颯々たる溪風も起りたれど、我等が作戰計畫宜しきに適ひ、篝火の烟は城内に入らず、溪流

の雅樂に耳を洗ひつゝ、各安眠の途に就きね、深山の猿、幽谷の熊、之を睹ば感懷果して如何。 

 九日の は依然として、昨日の薄陰を繼續せり、昧爽高頭君と溪流に下り、針木嶺上の白雲を眺

めつゝ、冷水全身浴をなす、磧は廣けれども、流水の幅は約三四間を出でず、但上流近く氷雪を存

せることゝて、冷冽骨に徹し、澄淸砂數ふべく、鶯は既に晨を報じて囀り、時鳥は猶宵の名殘に鳴

く、眞個水浴の趣味を解せんと欲せば、須く斯境に入るべし。 

 雜炊にて腹を暖め、六時露營地を出發し、左溪を登れば、忽ち異人の降り來つるに逢ふ、身は稍

瘠せたるも、 高く、眼窪みて鼻秀で、顏色煤けたる樣、下界より來れるものならば、宛然猿田彥

其まゝなり、彼怪しき微笑を漏らし、人夫輩に我等が行手を尋ね「妙な案内共だなァ」と嘲けるが

如く冷かすが如し、能く能く事情を質し、始めて人夫の中、最も若き吉澤常彌（三十四歳）が、曾

て此嶺を經て立山温泉に至りしことあるのみにて、他は皆生路なること相分り、不安の念なきにし

もあらねど、今となりては取換も出來ず、大町對山館の周旋盡さゞる所ありしは憎し。異人名は打保
ウ ツ ボ

助次郞といひ、大町櫻井小路に住める獵夫にして、 は熊を狩り、夏は岩魚を獲て、日を送れるも

の、流石は職業だけありて、頗る膽力も見え快活なる男なりけり。彼は每回針木嶺を越え、黑部の

河畔に漁ること、二週乃至三週間、運善ければ一回の所得十圓に上ることありと云ふ、其脊にせる

籠は岩魚の灸干なり、彼は 夜朧月影をたより、彼れの根據地黑部の小屋を發して今玆に到れるな

り、彼は我等が郡名を聞き、自らも甞て越後三島郡に住めることありしを語り、且つ「黑部の小屋

より立山温泉までは、健脚のものにても、五時間を費すべければ、今夜は我が小屋に宿り給ふべし、

炊事の道具燃料もあれば、 用すること差支なし」と告げて降りぬ。 

 七時四十分兩溪の會所に至り、此度は左溪に入らずして、右折攀登し、八時十五分海拔約五千六

百尺の邊より、斷續せる雪溪に接し、勾配益急に、崖壁チングルマ、ツガザクラ、キバナノコマノ

ツメ等の高山植物見參に入り、ハクサンヲミナヘシ、ベニバナイチゴ、ノウゴウイチゴなど はる、

されど蓮華の大雪溪、大花園を經し我等が眼には、「不二の根の麓を出でゝ行く雲は」の感なき能

はず。 

 右手の峯巒には、檜、樅、栂等の針葉樹、筆を立てたらん如く相並び、左手の山脈には、シラカ

ンバ、ハンノキ等の濶葉樹鳥羽を掛けたらん如く相連り、皚々たる雪溪を挾むの景は、蓋し本山の

特色ならんか、本山は針葉樹の多きより、針木嶺の名を得たりといへど、或は榛即ハリノキ多けれ

ばならんか。 

 八時四十分急勾配の雪溪にかゝり、上方より降れる二人の人夫に逢ふ、これ針木嶺の頂上より南 

方に連りて、 に高く突兀たる蓮華岳の測量部出張所に、飯米を運ぶべく、下山するものなりと云 
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ふ、玆にも亦蓮華を冐す峯ありとは、愈々以て人を惑はすものかな、測量部の圖に針木嶽と記する

もの是ならん。 

 十時二十分雪田殆ど盡くる所（海拔約七二五〇）溪復岐る、左溪を取り、代赭ばみたる砂礫の簇々

として、足掛りに惱める急崖を屈折攀登し、やがて針木嶺の頂上に達す、時に十一時二十五分とす、

此處海拔約八千尺、左右の峰骨を連ねし腱とも謂ふべく、徑は此腱を橫ぎりて直ちに其脊に降る、

偃松の蟠れる間、可憐なるイハギキヤウ、ウメバチサウなど纒へる樣眺めつゝ、喫飯し、大町仕入

の菓子を賞味す、菓子は山中の醫勞として實効あるのみならず、味亦特に口に適ふものなれど、之

が撰擇には注意には注意を要す、 め予が出發の際、携帶せる薄荷入菓子の、口に佳なりしより、

大町にて薄荷糖及餡麪包を購入せしに、餡麪包は大好評を博せしも、薄荷糖は一袋全部の大團結を

呈し、之を割れば支離壞亂、殆ど閉口せり、これ雲霧に温化せるなり、頂上は信越の國界にして、

長一 許の分界標あれど、橫に倒れて最と憐れに、表面の 字は風化して既に血の氣も通はぬ樣な

り、あはれ通過の紀念にもと、人夫に命じて扶け植ゑしめ、志村氏の撮影 り、玆を辭せしは午時

を過ぐる十分とす。 

 降りは嶺の西側急勾配を蛇曲し、巉嵓突兀の間を縫ふ、我等に驚き逃げ走れる、熊や兎の物 夥

しく、路傍の草の根本の根を掘りし、熊の爪痕歷然たるも凄まじ、二時頃ヲタカラカウ、トリカブ

ト、バイケイサウ、フウロサウ、シモツケサウ等の爛熳たる、本山の御花畑ともいふべき裡を貫き

降れば、やがて左方より來れる二股川に達し、流れに沿て北行し、二時五十分「カハダ」の小屋と

いふを川の右岸に見る、唯破壞せる焦材の 籍たるは如何なる故にや、附近同じ災に罹れるもの、

二三あり、これより復殆ど人跡を辨ぜず、川即逕、逕即川、降るに從ひ、兩崖愈々險、溪流益々急、

或は左岸に飛び或は右岸に移り、驚湍股を濕ほし、脚屢々奪はれんとし、荊棘衣を牽き、手屢々傷

く、高頭氏の足袋は未だ破れざるに、砂礫蹗下に入り、排除に惱むこと頻りなれば、遂には砂入博

士の尊號を博するに至れり、河原廣き所は、往々巨岩上に二三の石片を積み、兩崖迫り溪流進み難

き所は、崕側樹枝を薙ぎ、以て辿るべき目標となす、これ深山幽谷人跡稀なるの境、其揆を一にせ

る符號なりけり、玆に至り人夫等屢迷ふて彷徨し、志村氏常に先鞭の殊勲を立つ、右手は 壁哨立、

赤裸々たる數十 の上、落葉松、栂の老樹欝蒼として天日を蔽ひ、ヤナギラン、ミヤママンネング

サは其脚を飾れり。 

 六時二十分長さ七八間にも餘れる流木の、かゝりて自然の橋なせるを渡り、右岸に移れば、程な

く左岸を限れる連峰の餘勢つくる所、眼界稍開け、其餘脈の西脚を掠めて來れる川あり、水脈滔々

激浪の聲は皷膜を衝く、これぞ名高き黑部川なる、我等が始 縫ひつゝ來りし二股川は、こゝにて

黑部川に併呑せらる、針木嶺頂より約三里とす、あゝ此三里は實に立山裏路即ち針木越第一の難所

とす、されど是れ人跡殆ど 無なるが爲め、惡 とは稱すべきも、險 無比と 叫せる、彼「チェ

ンバーレン」氏の言には決して首肯すべからすとは、先鞭博士志村氏萬 の気焰なりけり、予は先

年越の駒ヶ岳縋下の迷路によりて、無類飛切の險惡を冒したれば、既により以上の險惡を認むべき

餘地を有せず、二俣川の黑部川に會する所より下ること一町餘にして、本流の對岸に移るべく籠渡

あり、平面紙上に於ける籠渡なるものは、予等の屢々目擊せる所なれど、 間に懸垂せる籠渡の本

物は、我等三人皆始めてなれば、玆に經驗的興味は勃然として涌きぬ、而して一大珍事は起れり、

珍事とは何ぞ、請ふ先づ籠渡の構造と之を渡るの作法とを說かん。 

 左岸は直ちに 壁にして、右岸は稍廣き河原なれば、左岸の柱は低きも、右岸の柱は高さ二 許、 
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兩基柱の間約四十間、電信用大の針金三條を縒
ヨ

り合せたる親綱を以て、兩柱頭間に張る、籠は其實

方約二尺の板にして、四隅を針金にて釣ること秤皿の如くし、其上端に設けたる滑車は、親綱に跨

りて轉運を にし、別に藁製の手繰り綱を滑車の基點 後に添へ、且つ手繰り綱の垂下を防ぐべく、

三間置き位に小鐶に結び、鐶は親綱に懸れり、これ古代式籠渡の稍進化せるものと謂ふべし、さて

旅客は渡るべき方に向て腰を籠に乘すること椅子に於けるが如くし、兩手は籠を釣る 方の針金二

條の外を廻はし、 部の手繰綱を引きつゝ 進し、彼岸に達すれば、後繼者は に籠の後部に連結

せる手繰綱を引きて、籠を此方に寄せ に渡ること復 の如くするなり。 

 例により志村氏先づ之を試みて、見事に卒業せり、次いで進める予の演技半途にして、手繰綱脆

くも切斷し、身は黑部の中流波上を距る二間許の 間に、簑蟲然と振下
ブラサガ

りて、進退維れ谷まり、顧

みて高頭氏を呼び、後部手繰綱の引き方を煩はし、幸に退却するを得たり、時に後れし人夫等も來

つれど、暮色既に眈然として、殆ど人色を辨ぜざる程なれば、彼等は渡河を斷念し、右岸に野宿す

べく提議せり、此方は野營の材料差支なけれど、鬼ヶ島ならぬ彼岸には、志村氏の獨り俊寛然たる

ことの如何にも憫れなれば、川を隔てゝ評議を試みんとすれど、激湍轟々張飛ならぬ人聲の到底通

ずべくもあらず、一夜の 食は憂ふるに足らねど、若しも志村氏にして我等に合すべく、冒險徒涉

を企つるなきやの心痛轉た堪へざれば、比 的危險の患少き我等より、徒涉すべく決定し、稍川上

に遡り「淺き瀨にこそあだ波はたて」の鑑定法に則とり、闇中荒波の白きを辿り、一行互に手を連

ね、徐に脚を投ずれば、冷水氷を射る如く、急湍腰に激して、逆浪腋下に及び、幾度か脚を奪はれ

んとしては、隣人の扶けに賴り僅かに支ふるを得、辛くも濡鼠となりて左岸に着きぬ。 

 黑部川の左岸には、漁夫の小屋あることは承知せしも、既に全く夜に入り、之を探らん由もなけ

れば、河原の立桝を柱となし、天幕を張るべき位置を相し、燃料の採集に着手しつゝ、一方には志

村氏を索め伴ふべく、人夫吉澤を遣はしけるに、暫くありて、彼は丘上より大聲歡呼、志村氏既に

漁夫の小屋にありて、一行を待てりと復命す、さらば天幕も燃料も無用なりと、急ぎ出で立ち小屋

（海拔約五〇〇〇）に着きしは、八時を過ぐる三十分なりき。早速着換えして濕衣を乾かしつゝ、

晩食の準備に取りかゝりぬ、 來快活に立働ける吉澤は、川に下りて米を浙ぎ水を運びて汁を作れ

るに、他の人夫は二人とも歳は五十路を超ゆること尙ほ幾許もあらざるに、痛く疲れし樣子にて、

爐邊に腰を卸しゝまゝ、不動の姿勢を執りにけり、殊に昨日來饒舌委員に自撰せる人夫の田中定五

郞は、自分が娘の敎員たるを吹聽せしはよかりしも、針木嶺東岐溪の夥しきに、此は何左衞門が迷

死に因りて、何左衞門澤といひ、彼は某女が落死に因りて、○○澤の稱ありなど、頗る如何はしき

駄辯を弄せしが、玆に至りて死せるが如く横はりしも定五郎澤の名義考を、後世に遺さゞりしぞ幸

なる。 

 さきに徒涉の際、衣囊に入れ置きし、手帳、時計は勿論、鞄の中なる雜品も悉く濕ひ、高頭氏の

盒
ア子ロイド

晴雨計
バラメートル

まで、浸水の厄にかゝりしは、其慘憺想ふべし、食事畢り、眠に着きしは十二時頃なり

しならん。 

 漁夫の小屋は、籠渡より稍々北に降る數十間の河岸にありて、廣さ十疊許のもの二棟相對し、其

持主を異にし、我等が宿りしは「漁業借地小屋場、長野縣北安曇郡大町打保助次郎」の標札揭げぬ、

簷端に沿ひて若菜の栽培を見るも珍らし。 

 針木越明治九年の開鑿にかゝり、爾後荒廢、殆ど通客なく、噍黒部より立山温泉まで、稍徑の形

を存せるは、僅かに樵夫漁人の通行するに由れりと云ふ。                                    
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6.三枝威之介  「日本北アルプス縦走の記」『山岳』第四年第一號 

明治 42年 3月 25日刊 日本山岳會発行 

 

 

◎雜 錄  

 

七月二十六日 

一昨 來の暴風雨も漸く止んで天氣も少しはよく成りさうなので我等一行は八時半白馬山頂の小

屋を出發した、今日は此の山脈を南方に縱走して大黑嶽の麓にある大黑鑛山迄行く豫定なのだ、濃

霧の中を釋師の裏にと進み鑓ヶ嶽の 頂に着たのは十一時頃だ然し何にも見えない、此所で晝飯を

食つて十一時半南方に向つて下つた、少し行くと天狗の小屋塲と云ふ所がある此所から左方に降る

と温泉のある處に行かれるさうだ、尙も南方に進む程に三角標のある一高所に來た、此所は唐松谷

の三角點だと人夫は云ふが餘り信用は置けない、元來天狗の小屋塲以南は通行する人甚だ稀で、我

等の雇ひし人夫の中でも一人より外道を知らない位だ、此三角點から少しく左方に進むのだ然し大

體に於て南方に向つて行く事は の通りだ、之れから愈不歸
カヘラズ

嶽の嶮にかゝるのだ、道は豫想以上に

惡ひ まけに雷雨となつたので一層困難だ不歸の嶮を越すと南嶽の嶮がある不歸嶽の方から南嶽

の頂上に登るのは丁度上州の妙義山の岩を登る樣で實に嶮しい、同行のＭ、Ｔ、氏は大の山狂で且

つ健脚家だが人夫が笠や茣蓙が邪魔でしやうと問へばそんなものは少しも邪魔にならぬが山が邪

魔だと答へた、此奇拔な答には一同大笑ひして一時苦痛も忘れた、雨は止まぬが雷は止んだ、斯く

て南嶽の 頂に登つたのは五時頃だ、之れから先は道は少しは樂だ然し腹が減つたので思ふ樣に道

がはかどらない、八方
ハツパウ

の三角點のある處に着たのは九時頃だつたらう、 くはなるし體は疲れるし

元氣も何も消へ失せた、此三角點の所から鑛山の小屋までは下り一方だ、尤も道は大黑嶽に出て鑛

 要 約 

  明治 41年（1908）7月 26～29日、白馬岳から五龍岳縦走の記録。 

メンバーは、三枝威之助（日本山岳会）、松澤菊一郎（案内人）。 

行程は、7月 26日 白馬山頂の小屋－白馬鑓ヶ岳－八方の三角点－大黒鉱山 

27日 滞在 

28日 大黒鉱山－五龍岳－野営地 

29日 野営地－鹿島村－大町 

※白馬岳から五龍岳間の縦走は、1889年の大塚専一氏ら(本誌№2)以来の踏破であろう。 

※｢會員登山彙報  

○會員三枝威之介氏は、七月二十日より白馬に登り、日本アルプスの最外壁を南走する

事數日、殆んど先人未踏の諸山五龍大黑等の諸山を越へて大町に降らる。」『山岳』第 3

年第 3号（1908.10.25）より。 

※五龍岳の名称について「近頃、鹿島槍北方のゴリウ岳（北城村の割菱岳）を後立山と書

き、後立をゴリウと 讀すること大分流行の樣子なるが、ウシロタテヤマと云ふ總括的

の大名を何故、鹿島槍の如き高峰を措きて、北方に偏り、而かも比 的小なる此峯に與

ふことゝなりしか、甚だ怪むべし、いかにも立山をリウザンと讀むことはあるやうなれ

ども後立山まで 讀するは、似非漢學者流の筆法と思はれて、頗る附會の嫌あり。亦た

五龍の二字は元と三枝が與へたる宛字なれども（「山岳」第四年第一号一〇三頁、三枝

は五龍岳の下に「宛字」と記し置きたるを印刷の時誤脱せり）・・・辻本滿丸」『山岳』

第 6年第 1号（1911.5.5）と、本記録について書いている。 
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夫や何かの通ふ途を下るのと此三角點の處から直に雪のある谷を下るのと二つある、我等は急いだ

から嶮しくてもかまはぬと云ふので、大黑嶽に出でずに下る事にした、雨は止んだが星も見 ず雪

あかりで下るのだ、否下ると云ふよりも寧ろ雪の上を轉んで行くのだ十二三町で雪もなくなつた、

然し此十二三町が二三里もある樣な氣がした、あとは澤に沿ふて下り、行かれぬ所は崖を攀ぢると

云ふ樣にして、漸く道らしい道に出て鑛山の小屋にと着た、時に二時三十分だつた。 

一行中には鑛山の事務員の O氏があつたので大に都合よく非常な優待を受けた、此日（二十七日） 

は 日來の疲勞もあるので一日休む事とし鑛山を一覽した、此鑛山は數年 我等の人夫の一人なる

松澤菊一郞が發見したもので、今は爲田 太郞氏の所有にかゝり有望な銅山だ、所在地は越中國下

新川郡船見村二外七ヶ村字黑部奥山國有林と云ふ永い地名だ、翌二十八日は O氏は鑛山に止まられ

るし M、T、氏は健康を害したので大黑嶽を越へて一旦北城村に下らるゝと云ふのでM、T、氏に

人夫二人を附し余は松澤一人をつれて此旅行を續ける事になつた、七時三十分諸氏に別れを告げて

五龍嶽に向け出發した、五龍嶽は大黑嶽の近くにあり白馬から祖父ヶ嶽の方に連れる山脈の一峯な

のだ（但し地圖には見當らない）道すがら左方に谷を隔てゝ 日降りた八方の雪の澤が見 る、よ

くあんな所が下りられたと思ふ位だ、十一時五龍嶽の頂上に着いた口絵にあるは此時撮影せしもの

にて荷を負ひて立てるは人夫松澤なり、此邊の山は白馬などから比べると餘程低い樣だ 雪も少な

い、然し眺望はなかなかよい立山などは手に取る樣に見える、 能登の方の海も見える、十二時頃

から霧が かゝつて來た、今一度立山を見たいと思つて三時まで頂上に居たが に晴れず、止むな

く下山する事とした、松澤が云ふのに此所から下りるには少しく大黑嶽の方に戾り向に見える山に

登り山づたひに鹿島の谷に出るのだと云ふ、然し余は眼下に鹿島谷の本澤が見えてるのでどうも直

下に此澤が降りて見たい、そこで行けるか行けぬか一つやつて見やうと云ふ事になり雪の澤を降り

めた所が上から見るとは大ちがひで其急な事甚しい、然し戾る事も出來ないので右に廻り左に轉

じたりして漸く少し傾斜のゆるい處に來た、それから出來るだけ急いだが間もなく雪はなくなつた、

雪がなくなると澤は水が多いので行かれなくなるそこで岸を攀ぢたり水の中を步いたりして進み、

八時頃漸く野宿の出來る塲所を見出したので泊る事

にした、勿論小屋もなく眞の野宿だ、翌二十九日は

六時三十分出發 日と同じ樣な所を下り十一時漸く

鹿島嶽の方から來る谷との落合に出た此所からは道

もある 昨日松澤が話した山づたひに來る道も此所

で出逢ふのだ、漸く安神して晝飯を食し鹿島の村を

通り三時半大町に出た之れで先づ此旅行は つたの

だ、元來此旅行は白馬から鹿島嶽迄行つて大町に降

る計畵だつたのだが、暴風雨の爲めに白馬で二日餘

計に費したのと M、T、氏が健康を害して途中で山

を下られたのとで鹿島嶽まで行かれず五龍から下つ

た次第だ、且つ每日雨や霧に妨げられたので豫期し

て居た觀察も出來ず自分で單に通行し得られると云

ふ事以外に何物をも得なかつたので、委しい事は再

行の上ならでは御話する事が出來ない、不得要領な

點は御許しを願ひ度、唯あの中央山脈が縱走し得ら

れると云ふ事を證するのみだ。  （ 三  枝 ） 
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7．吉澤庄作  「鑓ヶ岳大黑縱走記」『山岳』第九年第三號 

昭和 4年 3月 10日刊 日本山岳会発行   

 

吉 澤 庄 作    

人夫 佐々木市次郞（ 澤村） 

 

一、大正三年八月二十日出發……黑薙温泉一泊 

二、大正三年八月二十一日、鐘釣温泉を經て舊祖母谷温泉一泊 

三、同 二十二日、祖母谷川を溯り（五萬分地圖には夜澤とあり）硫黃澤の 點、一ッ岩附近露營 

四、同 二十三日、鑓ヶ岳（五萬分地圖槍ヶ岳
△ △ △

）頂上より脊梁を南走して、大黑鑛山に出で一泊 

五、同 二十四日、南越より祖母谷舊温泉塲に出で、鐘釣温泉を經て黑薙温泉に歸着一泊 

六、同 二十五日、歸宅 

 

は し が き 

 七月の めであつた、加藤理學士より、大黑から白馬岳の縱走に關して尋ねられた事があつた。

此方面には自分はまだ、一度も足を入れた事が無かつたから、此方面に對して、多少の智識を有し

て居る 澤村の佐々木仁次郞に就て聞いて見た、兎も角行けるには行けるが、殆んど通れぬ處は、

一箇處だけある。是れは大迂回を要するとの事であつた。 

 自分には一度は行つて見たいと思ふ念が、一層强くなつた。 

 

一 

 八月の二十日、 早く三日市から馬車で愛本まで行つて、直ちに 澤村の佐々木助七を尋ねた。

相談の上で、長男の市次郞を伴ふ事とした、市次郞は、若い頃硫黃澤から鑓ヶ岳まで一度行つた事

があるばかりで、それから南進した經驗が無いのである。小柄ではあるが後備軍人の壯 で、殊に

獵師として、 黑部の木呂流しとして鍛ひられて居るから、山地の 涉には格別の技倆があるので

あつた。彼の云ひ分が面白い。 

『どんなに險しい山でも、一箇處は必ず人の登れる處はあるものです。食糧と地圖さへあれば屹度

 要 約 

  大正 3年（1914）8月 22～24日の、祖母谷から白馬鑓ヶ岳登頂の初めての記録。 

メンバーは、吉澤庄作、佐々木市次郎（ポーター）。 

行程は、8月 20日 黒部市・三日市－愛本－音沢村－黒薙温泉 

21日 黒薙温泉－鐘釣温泉－祖母谷温泉 

22日 祖母谷温泉－硫黄沢分岐点－露営地 

23日 露営地－鑓ヶ岳頂上－天狗の小屋－大黒鉱山 

24日 大黒鉱山－餓鬼の田圃－祖母谷温泉 

※本文に「市次郎は、若い頃硫黄澤から鑓ヶ岳まで一度行った事があるばかりで」とあり、

以前に白馬鑓ヶ岳へ登山したことがうかがえる。 
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行けます』 

 併し私には多少不安の念慮のある事は勿論の事であつたが、他に何等の拘束を受ける同伴者があ

るではなく、行ける處まで行つて見るまでの事、途中で方向を へるなり、中止するなり、臨機の

處置を取る事は勝手であるから、さまでの心配もいらなかつた。只十三四日の豪雨以來、天候がは

きはきしないのは、何よりの氣係りであつた。其日黑薙温泉に着いて、主人佐々木孝次郞君の好意

に依て、食糧其他蠟燭、マツチ、鍋、湯沸、急須、油紙、細引、草鞋等、及余の携へた採集用具、

衣類、茶菓、炒粉等を夫々荷造りした。 

 

二 

 二十日、午 八時。黑薙温泉出發。黑部の本流を溯る。此月の十三日より十四に亘る豪雨は、黑

部の谷では非常の暴威を逞うしたのであつた。崩壞、堆積、荒寥、至る處に其跡を殘して居る。 

 七谷の附近で鹿子木氏に逢つた。人夫は北城の良太郞と外一名で、此人夫等は市次郞を知つて居

た。白馬尻から白馬に出て、杓子、鑓より南に縱走して「天狗の小屋」に露營。翌日大黑鑛山に一

泊、 に黑部に出て小黑部川を溯つて、立山に出る積りだつたさうだが、先日來の洪雨の爲に、小

黑部も大分荒れて居る相であるから、立山行は中止としたと云つて居た。昨 は鐘釣温泉泊、是れ

から泊驛に出て、滊車で歸るとの事であつた。 

 鑓から大黑までの山の樣子を聞いて見ると、容易では無ささうである。なんでも此方面に行くに

は、能く路を知つた經驗のある、倔强の人夫を要するとの事で、余等の 途に對しては大分氣遣わ

れてゐた。兎も角最近に於て此一行の通過を見たる事は、私等に取りては非常の心强さを感ぜしめ

たのであつた。 

 鐘釣に至ると吊橋は落ちて居る。吊籠に乘せられて、辛くも越へる事が出來た。鐘釣温泉塲で晝

食を濟ました、ガラ谷、ウド谷などが甚だしく荒れて居る。欅平から祖母谷に移ると、諸所に山拔

けや林道の崩壞があつて、茲にも曩日の慘害を語つて居る。 

 祖母谷温泉塲に着いて見ると、吊橋の爪にあつた姬子松の巨幹が、三四年見ない中に枯れはてヽ

居る。創設の當時から屢々見慣れて居た客舎は、尙舊觀を存してはゐるが、離々たる庭 の茅茨、

年の洪水に洗ひ去られた浴塲の跡、荒寥の氣が此 谷に漲つて居る。 

 に壞れかけた小屋の片隅や、取去られた戶障子、 藉たる器物を見た時、私は其處に敗殘の寂

しみを感ぜざるを得なかつた。而して、つくづく往時を追想しては、堪え難き一種の悲哀。例之ば

舊戀の佳人をはるばる瀕死の病床に訪づれた時、枯槁骨立して舊時の温容また見るに由なきが如き

感がした。 

 大黑の鑛山へ行く人逹が三人許り先に着いて居た。長屋の椽先に火が燃やされて、鍋が掛けられ

てある。『河原の間に湧いて居る湯は入れる樣にしてあるから、疲れ直しに行つて來い』と云ふ。

市次郞は夕食の準備をして居る間に、自分は湯に行つて見た。滾々として盡きない美しい湯は、取

擴められた巨岩の間に導かれてあつた。底の砂の上に體を橫たへ乍ら四邊の風光を眺めた。 

 甞ては本舘の二階から見た 面の連山、姬子松や㯿や栂やその間に立雜れるブナ、楢などの濶葉

樹は、今も鮮かに夕日に照り映えて居る。其間に徂徠するうすれうすれの白雪。自分に取りては誠

に盡きせぬ思出であつた。 

 晩餐を濟ましてから明日の行程に対して種々と考へてみた。大黑方面を先にして北進すべきか。
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最 に祖母谷を溯りて鑓方面より南走すべきか。明日の天候が好晴ならば祖母谷川を溯る事と定め

て萬事手筈を决めた。荷物の中幾分は此に殘す事とした。 

 

三 

二十二日、天候は申分が無い、六時出發した。 面の吊橋は昨年新に架け へたのであるが、此

附近の硫滊孔より吹き來る亞硫酸瓦斯の爲めに、著るしく錆びてゐる。之を越へて林道に移る。 

 さなきだに打茂れる萩薄には露が起き餘つて、しどろにもつれかゝつて居る。茣蓙で 身は取卷

いては居るが、見るまに全身ずぶ濡れとなる。少し許り行くと、至る處に步道の崩壞がある。其都

度下方の河原に下りては、 に餘る薄や蓬の間を搔き分けて、舊道に辿り着く。步道の 點からは

一層の荒寥を極めて居る。懸崕の間を傳ひ雜木の間を過ぎて河原に下りやうとすると、下は激流の

渦卷く碧潭に變つて居た。驚いて に橫に雜木の間を傳つて辛うじて河原に着いた。徒涉の地點を

選んで左岸に着く。 

 幾度となく右左に水を涉つた、今度は急湍を避ける爲に右側の絕壁を攀ぢる。 に斜に急斜の地

を橫卷きにして 河原に出た。かくて巨岩の間を次第に上るのである。右側には大山拔けがあつて、

泥と共に大きな岩が落ち重なつて居る。 

 是から 右側の崕地を登りて、長い間山地を橫卷きにするのである、登り口には蕗の三四尺のが

ある。危き崖地、雜木の生ひ茂つた藪の裡を搔き分け搔き分け進む、例のサハグルミの森林に入る。

打仆れた巨幹、其下の蕁草、ヤマソテツ、爬ひまつはる山葡萄を踏み分けて此叢中の一溪流を橫つ

て、 に雜木林の下路を潜りつゝ漸くに廣河原に着いた。時に九時十分。 

 に右に移り左に涉り、幾度となく腰に及ぶ水を徒涉して次第に進む。 

 十時十分、硫黃澤の分岐點（五萬分地圖一、一七八米の地點）に着いた。是までの間、諸處に温

泉の浸出せる處があつた、富山圖幅によると、祖母谷より硫黃澤にかけて全部安山岩として示され

て居るが、安山岩は殆んど見當らない、至る處角閃花崗岩にして間々閃綠玢岩を見るのみである。 

 是より先は私に取りては處女旅行である。兩崕は花崗岩の絕壁で、其間の水は中々に深い。左側

の崕を草や雜木に縋つて橫卷に進む。 に河原に出た。巨岩の間を左右に涉ること凡そ九回にして

廣河原に着いた。上流地方を見ると、赤く兀げた山が氣味惡く頭をあらはして居る。右より一溪流

が落ち合つて居る。本流に比すると三分の一にも足りない。 

 地圖を按ずると硫黃澤（ 澤）の上流にて分れた二溪の内、左の一は「大拔け」の間より來るも

ので、短くて小さく。右の者は遠く鑓岳の附近より發するもので、長くて大きい。地圖に依るとど

うしても右のは本流で、左のは一支流の如くに見えるのであつた。 

 今此實况によると全く反對である。これが爲めに少なからず迷つた、此「大拔け」より來る左の

本流に就ては、其上流に於て地圖の誤れる事は後に至て明かとなつた。 

 此處で晝食を濟まして右の一支流を溯る。 めの程は傾斜は緩やかであつたが次第に急を加えて

來る。急湍飛瀑巨岩の間にありて溪間の惡 驚くの外は無い。右側は中脊山の山稜が急に迫つて、

崩れかゝつた巨岩の堆積が、急斜面をなして行路を阻んで居る。それが一足每に 落々々と崩れる。

而して胸突く計りの急崕が、行けども行けども盡きない。實際登攀は容易では無かつた。 

 次第に登り行くと、 面に當つて赤く兀げた奇骨稜々たるが頭をあらはして居る。兩側に堆積せ

る岩塊を見ると、花崗岩の外に安山岩がある。 石英岩をも見た。かくて進み進みて稍打開けた廣
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河原に出たのである。 の赤兀は 面左側に立はだかつて居る、硫氣の爲めに霉爛して裸出せる形

相は、凄絕を極めて居る。此より上流摺鉢狀の全部は殆んど燒け山で、硫黃澤 點の光景には遉に

驚かされた。 

 基盤をなせる岩骨の露出を見ると、鑓ヶ岳特有の玢岩もあれば、 花崗岩もあり、其間に石英脈

が連なつて、其罅 には水晶の晶群を見る。中には紫水晶をも含んで居る。右側には硫化の爲めに

成れる黑色岩の堆積がある。深造岩の角礫の稜々たる急斜面を踏登ると、一足每に崩れかゝるのだ、

面には硫黃の堆積層があつて、昇華によりて結晶せるもの、塊狀のもの等が廣い面積を占めて居

る。其上部は一帶鑓ヶ岳の裾で、稍平旦な草原をなして居る。露營地として右の小溪を辿つて、之

に向へばよかつた事は、後に分かつたのであつた。 

左側に屹立した例の赤石山を目蒐けて、左に小溪を登る。半頃に至つて めて矮小なる草木を見

た。ホツヽジ、岩鏡、米薄、根曲竹や、偃松が漸くあらはれた。 

 登り詰めると、硫黃澤の本流との分水脊梁であつた。其 面（東北面）脚下を眺めた時、直下の

深谷、赤裸々として全く一物をも止めない、而して白い溪流が幽冥の境に微かな唸りを立てゝ居る

のだ。 

 地圖によると「大拔」附近△二、二六一の地點に於て、其北側の淸水谷とは一脊梁によりて境せ

られて居るが、自分の今見る處によれば、其間に中介山脈がない。地圖の所謂淸水谷の上流なる溪

流、即ち白馬の南麓、杓子、鑓の西北方面の水を併せたるものが流れて、今自分の立てる 面の幽

谷即ち「大拔」の間を流れて、硫黃澤の本流を形成して居る事が明かに見えるのである。是れは此

數年間に於て、侵蝕に因つて地圖に變 を成したとも思はれない。 

 身一たび硫黃澤を溯つて、二溪の分岐點を見たるものは、其北側の「大拔」附近から來るものは、

今自分等の溯つた支流に比して、其河幅、深さ、水量共に極めて老成したる大峽谷にして、其水源

の遠かるべきは容易に、首肯し得らるゝのである。 

 今此脊梁に立ちて眺むると、淸水平は近く其北に相對して居る、白馬は吾人の所謂 日岳（淸水

平の連峰で白馬岳の西隣高峰）に遮られて見えない。西南の方を見る時、近く猫 及不歸岳あり、

遠く僧岳、瀧倉（毛勝）より劔、立山の雄峰は嶄然としてあたりを拂ふて居るのである。 

 時既に五時半、暮れぬ裡にとて露營地を物色した。暫し此脊梁を辿つたが、偃松は多いが、水は

少しも見當たらない。 に南西一帶の低地なる草原を尋ねて、此脊梁の南側を斜めに下り、一つ岩

（此低地草原中孤獨の巨岩）の北方に於て、オホイタドリと偃松の間なる水邊を選み、露營地を卜

したのであつた。約二、二五〇米、時に六時半。暮雲低く垂れて四邊の漸く蒼然たるを覺えた。大

イタドリを切り敷いて地を均らし、偃松を切りて大油紙を張り廻はして、此に小屋を結んだ。 

 夕食を へた頃はもう薄暗かつた。 となると遉に寒い。どつさり着 んで火に向つた、先程か

ら次第に惡變した には星一つ見えない。遠くの方では雷が聞える。此分では明日の は怪しまれ

る。否、今にも降らんず氣配であつた。  

 焚火に足を差し伸べて寢て見たが、安らかに眠られさうにも無い。此うなると明日の日程が氣に

懸つて來る。市次郞は火の消えるも知らずに晝の疲れに寢 んで居る。自分は屢々起きては榾をさ

しくべた。而してその每に を眺めた。暗憺たる裡に 色は次第に けて行くのであつた。心なら

ぬ心を無理に押し靜めて、力めて寢入るべく試みた。 

 うつらうつらと寢入つたが、冷え切つた寒さに も目が覺めた。 に氣が附くと、ぶすぶす燻つ 
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た煙の末に、星が一つ輝いて居る。意外の思ひに小屋を出て見ると、鑓の頂上附近スカイ、ライン

のあたり、薄く剝がれた雲の間から、三つ四つの星が見えて居る。市次郞も目を醒まして、是なら

大 夫だと喜ぶ。 

 

四 

 差し伸べた足の熱さに氣が附いて見ると、市次郞はもう起きて 餐の用意をして居るのだ。小屋

の内外が餘程明るい。何時かと聞くと、もう四時に近いと云ふ、起きて山の端を見ると、其淡黃ば

んだ東雲の輝きに、昨 の不安は全く拭ひ去られて居る。 

 私は此時山靈に默禱を捧げつゝ天祐を感謝せざるを得無かつた。其中に食事も濟まして出發を急

いだ。 

 かくて小屋を出たのは五時半だつた。 

 露置き餘る大イタドリ、一葉蓬、オンタデやコバイケイサウ等、身を沒する許りの中を潜る樣に

して、東北の方面、昨日登つた山稜を目蒐けて橫卷に登る。此あたり、草叢がよく發育して居る。

兎や熊の餌を掘りあさつた爪跡が、所々にあつた。 

 其尾根に辿り附くと一溪谷を隔てヽ淸水平、小蓮華（△二、五九一、の地點を越人は云ふのだ）

日岳等が、手に取る樣に見える、吾等は鑓の頂上を逐ふて、東に東にと尾根を上るのである、此

尾根を辿り盡すと、廣塲があつて、此方には白馬のなだらかな頂上が見える。 

 是からは廣大な區域に亘つて、なだらかに膨らんだ樣な地形だ、短小な白山風露や岩鏡や、白根

ニンジンや禾本莎草の柔かな氈の如き上を偃松の絕間絕間を目當に進むのだ。例えば球面の赤道方

面からは、其上極が見えない樣に、鑓の頂上は容易に出て來ない。其中に幾つかのうねりを越して、

めて左方に當つて、橫に延びた屋根型の杓子岳が見え出した。 

 恁くて 日に輝く草葉の露  小さい玉每にレフラクシヨンを起して、スペクトルの美しい光

が、きらきらときらめく露  を踏みしだきつヽ、偃松の幾群かを左右に避けて、白い砂礫の地に

出た、鑓ヶ岳頂上の三角標が眼 に突き立つて居る。杓子岳の裾に連なる一帶の砂礫の尾が、長く



70 

 

低く垂れて、其下方の低原には殘雪が煌々として 日に輝いて居る。 

 遠く南の方鑓ヶ岳よりの連嶺を見ると、幾つかの高低起伏せる尾根が、低く平に連なれる間に、一

基の三角標が小さく見えて居る。而して其遠くには五龍岳の尖鋒が突立て居るのだ。西南一帶の地

は鑓ヶ岳固有の白色の玲岩質の砂礫が急に低く裾を引いて、硫黃澤より中脊山及中ノ谷へかけて走

つて居る。如何にも雄大な山相である。日本アルプス中、是程雄大な山は他に多くあるまい。 

 偃松は發育次第に衰へて、爛砂の間には可憐の駒草が見え出した。脊梁の間には長之助草が爬ひ

附いて居る。これより頂上に至る間、其北面急斜の間には種類に富んだ高山植物が多い。高峰キン

ポウゲ、雲間キンポウゲ、山オダマキ、鯛釣黃蓍、色丹草、雲間草、岩桔梗、小松蘭、岩鬚、岩梅、

鬼菊、當藥龍膽、富士ハタザヲ、千島アマナ、雪割シホガマ、浦島ツヽジ、小金梅、地ムカデ、ウ

ルツプサウ等は其主なるものであつた。 

 八時頂上に着く。二基の三角標が天飈に鳴つて居る。雪の如く白い玢岩の砂礫より成れる上半身

を宙外に抽んで、尨然たる綠の裾を四周に張つて居る光景は、實に立派なものである。 

 西北淸水平附近より白馬、杓子は近く相呼應するが如く、東南の 遠く白雲糢糊の間に、倒扇形

の富士が見えて、 に南西の 遠く鎗、穂高、笠ヶ岳、白山より近く立山連嶺が に迫つて居るの

である。 

 是より私等の縱走を試みんとする行程を瞰たる時は、履下の蟻塔に過ぎない樣な氣がした。 

 澄み渡つた には、日は春の樣に暖かく照つて居る。何とも云へぬ壯快を覺えられた。自分の寫

生したり採集したりして居る間、市次郞は荷を枕にして、三角標に足を持たせ乍ら、いヽ氣になつ

て鼻歌を歌つて居た。 

 九時半此を立ちて南に脊梁を辿る。 落々々と崩れる爛砂の間を流れる様に下ると、一基の鳥居

が建つて居た。これよりオヤマエンドウ、ウルツプサウ、コメハツガザクラ、キンスゲ等の綠に包

まれた、なだらかな小丘を登る。此地の岩石は鑓ヶ岳とは違つて居る。黑色の地衣類に封ぜられた

花崗岩である。是れからは殆んど低平な脊梁を行く。只僅かに緩漫なうねりを見るのみで、行手を

遮る偃松一つ無い。其間に煎餅の樣な薄片に碎けた玢岩質の平に敷かれたる處を過ぐると、三角標

（△二八一二）を有する小峰がある。東側を見ると一段低く廣い平地があつて殘雪がある。淺い水

溜りがあつて、傍には露營の跡があつた、所謂「天狗の小屋」である。鹿子木氏の露營したのは此

地だつた。三角標のあるのは此地から中ノ谷と奥不歸谷との間へ延びた脊梁の頂上で、岩茸やタカ

ネゴケに封ぜられた大形花崗岩の磊砢たる間に建てられてあるのだ、巉岩に踞して晝食をした。時

に十一時。 

 に南に向つて丘陵の如き尾根を下る。其間にフジハタザヲ、ヤマヲダマキ、コマクサ、ウルツ

プサウ、ヤマウヰキヤウ、チヤボカラマツ等を見る。稍行きて急に深谷に向ふ。眞立の下り路であ

つた。右は奥不歸の深谷、左は信州南 入の 壑である。其間殆んど髪を容れないのだ。 

 用意の細引きを取出し、草鞋を穿き固めて、降路に就く。霉爛した花崗岩の破片は、一足每に

落 落と奥不歸の深谷に向て轉落する。而して其あとを見ると花崗岩の岩骨が磨肌の如くに輝いて

居る。岩角に を突立てつヽ一足づヽ運ぶ。辛うじて下方の鞍部に達した。其東側を窺ふと岩壁の

下に露營した跡があつた、雪のあつた時であらう。これより 面に峙つ巉岩の一角を登る。偃松

を踏み岩角を辿りて其尾根を行くのだ。此は奥不歸の急斜面で、下方には唐松の上半身の枯れたる

が、一方に傾いた儘林立して居る。丁度餓鬼の群が等しく手を伸べて自分等を招いてでも居る樣に
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思はれた。 

 かくて一峰を登つて、 急に深谷に向つた。 

 蓋し此縱走中で最も苦んだのは是からであつた。天狗の小屋附近から眺めた時、一二の小峰を越

せば、大黑まで雜作がなささうに思はれたが、步いて見ると目 の低い鞍部に下りては急に突立つ

た岩山を登る。幾度となく同樣の地形を繰返すのであつた。其東側は常に千仭の 壑で雲の間から

は、此安曇の村落や姬川の流れが見えて居る。 

 今此に至つて 面には突然全山花崗岩より成れる、直截の一峻峰に出逢つたのであつた。自分は

其刹那に於て、嘗て別山の頂上より めて劔岳の雄峰を眺めた時の 想を連想したのである。宛然

巨鐘を伏せた樣な堅岩、如何に見ても取り附き樣がない。市次郞は荷を下ろして諸方面を物色した。

佐々木仁次郞は此を赤兀山と呼んで居たのだ。而して大迂回を要すると敎へたのはこれであつた。 

 頂上附近よりはに四方に長く尾を引いて、奥不歸谷に低下して居るが、只屛風を立て廻はした樣

な、直截の絕崕のみで、迂廻の手係りも無いのだ。只最近に鹿子木氏の一行の通過した事を知つて

居るのが何より心强かつたのである。 

 必ず何處かに一縷の活路があるに違ひない。彼の人夫が告げたのは、只尾根通り行けと云ふ事で

あつた。此處では迚もそれで通れ無い。 

 先程から怪しかつた は、次第に惡變して來た。其内に市次郞は右に直下せる一石逕を下りて、

稍跡らしき者を認めた。一縷の望を繫いで、兎も角市次郞の跡に從ふ事とした。ミヤマハンノキや

偃松の枝に縋つて、横に岩壁の間を辿ると、岩壁の一部に於て、頂上附近より西北方面谷底目蒐け

て斜めに走れる一罅 を認めた。仰いで見ると斷續して數百尺の頂上に繫がれて居る。 

 次第に此石逕を攀ぢる。崢嶸たる危巖は一たび手を觸れると、今にも兩側から一時に崩れかヽる

樣に思はれる。 途に對して不安の念に驅られ乍らも、一足づヽ步を拾ふのである。而して踏み轉

げた岩塊が、轉々谷底に落ち行く時、頭を覆ふ岩壁に反響して、恰も巨鐘を亂打するが如く、全山

今にも崩れかヽるかと怪しまれた。 

 怪しかつた は、益薄 くなつて、遠くの方からは雷が聞えて來る。さては一滴づヽの雨が落ち

出した。かくて巉巖の間を一足づヽ攀ぢ登りて、漸く頂上亂岩の間に達した。一巨岩を乘り越すと、

打つて變つた平夷な尾根に出たのであつた。 

 今まで緊張して居た全精神が、一時に緩んで、例えば襲はれた惡夢の覺めた樣に、云ふべからざ

る快感を覺えたのである。恐らく我生活 中、例尠き記憶の一たるに相違無い。 

 實際此間の險岨は類ひ稀なるものには相違ないが、自分の不安に堪へなかつたのは、險岨と云ふ

許りでは無かつた。奥不歸の谷の窮まる處、天地の間には只自分等二人のみで、而も此石逕を選ん

だものヽ、果して 途に誤りなきか。一步づヽ辿る裡にも、恰も知らぬ 路を辿る中、不意に燈火

の滅した時の樣な、冷めたい寂しみが頭から押へ附けて居たのだ。二人の内で誰かゞ嘗て通つた路

であつたならば、今私共の通過した處は、さばかりの難所では決して無い   よし雷の と一粒

づヽの雨に氣を阻まれたとしても   勿論雨の日では、此地は絕對に通れる處では無い事を、此

に切言して置きます。 「天狗の小屋」から大黑までの間に於て、雪時は別として、夏季に於ては、一滴

の水をも得られ無いから、此間では露營の出來ぬ事をも附言して置きます。 

 此を越へてからは、もう時間の問題で、險阻の處は既に過ぎ去つたのだと云ふ確信は、此峰を越

へた刹那に於て、一種の快感と共に起つたのであつた。而してつくづく私は思つた。此縱走は、今
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までも行はれて居たが、大黑方面より逆に行くと云ふ事は、極めて困難で、今に其經驗が無いと云

はれて居たが、自分の見た處では却て都合がよからう、少くともより困難と云ふ事は無いと思はれ

るのだ。 

 次第に雨脚が早くなつて來た、時計を見るともう四時だ、 途に對して急がざるを得無かつた。

此尾根を次第に辿ると、 面に一銳峰がある、其左側を辿ると、唐松岳より東に延びた八方山の一

支峰が、舌狀に低下して、其間に低平な一面の草むらがあつて、牧塲の樣であつた、「八方の池」

は鏡の如く其間に澄んで居る。而して東側直下の深谷には、大雪溪が懸つて居るのだ。 

 此 面の岩山を登つて下ると、 同樣の岩山が頭を擡げて、唐松岳は其後方に聳えて居る、大黑

鑛山はまだ見えない。進み進みて唐松岳の三角標を左に見て、其西側に廻つた時、其南西の方に低

く延びた一支峰の下方に、大黑鑛山の建物が白く見え出した。駒草は此あたりにもあつた。 

 これより下ると偃松や、根曲竹や、其他の雜木林であつて、經路を辿らないでは一步も動けない

のである。其尾根の南側に面した處で、市次郞は一縷の經路を見付けた。マツムシ草、オヤマリン

ダウ、ヤマハヽコ、カライトサウ、コバイケイサウ、立山ウツボ草、タウヒレン、オタカラサウや、

アキノキリンサウ、テウジギク、等の草木が一足下る每に多くなる。 

 雨は南側から橫しぶきに吹き附ける。さなきだに滑り易い諸種の禾本類が雨に濡れて益滑り易い。

時計を見るともう六時である。 

 今 露營地を出發してより一滴の水も得ない。而して此間の行程は決して少なくは無かつた。風

に狂ふ雨は帽や茣蓙を打て、四肢の運動も自由で無い。暮色は次第に 面を壓して來る。疲れた足

元が一寸踏み滑ると、溜りも無く橫樣に打仆れるのだ。 

 恁くて尾根に沿ふて下ること、約三十分許りで、欝蓊たるシラビソの密林に入つた。吹き附ける

雨から逃れて、漸く息附く事が出來た。四五町も行くと 左側に出る、今度は殆んど路跡は分から

なくなつた、雨は小止みも無く降り注ぐ、益迷路に入つた。シラカンバの枝に縋つて下つて見る。

尾根に沿ふて一綫の跡らしいのがあつて此れを逐ふて見ると、次第に方向を誤つて行く。これでは

と急に左側の雜木の間を穿ちて漸くの事で炭竈の頽敗した跡に出た。少し下つて、 めて道を得た

のであつた。此間には少なからず時を費した。 

 用水に沿ふて、漸く大黑鑛山の事務所に辿り着いたのはもう七時過であつた。 

 導かるヽまヽに二階の一室に通つた。 

今日は能く步いた。而して隨分疲れた。温浴を勸められて、此に めて生氣を得たのであつた。 

室に歸ると志村君が事務長君等と爐を圍んで居られた。 

志村君は明日大黑から、私等の今日來た路を逆に白馬方面に行くとの事で、例の廣太郎と他に一

人の案内が附て居た。事務長君の好意によりて、素麵の御馳走を受けた。 

に入つて事務長君の得意の、琵琶の演奏があつたが、疲れた私には、早く床に就いて温い夢を

結ぶ事を得たのは、何より有難かつた。 

 

五 

 二十四日、今日は から細かい雨が降つて居た。志村君は止むなく中止して下山せらるヽ事とな

つた。自分等は 七時事務所を辭して、餓鬼山の南側に、殆んど同高線に沿ふて切り開かれた步道

を、祖母谷へと進んだ。自分には能く知られた路であつた。約一時間半で「餓鬼の田圃」に着いた。 
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 此から南越を下れば祖母谷であつたが、今は此より奥鑛山に連なつて居る脊梁の、西南面を迂廻

して、南越谷と祖父谷の落合附近に出る、新道が出來たのである。其途中では劔岳や、其東側面一

帶の展望を縱にすることや、山毛欅の純林の美觀に接する事が出來るのである。頂上より一時間餘

を費して、祖母谷の舊温泉塲に歸着したのであつた。 

 火を焚いてゆつくり休んだ。 

 曩に殘した品物等を整理して、出掛けたのは十一時であつた。鐘釣に來て見ると、應急の吊橋は

もう出來上つて居る。 

 かくて無事に黑薙温泉に歸着したのは、午後の五時過であつた。 

 温泉主の佐々木君は、私の爲に成功を祝された。市次郎は其重任を全うする事を得たのを心から

喜んだ。而して人の見られぬを見て來たとて、人每に吹聽して居た。此晩は私の室は賑かであつた。 

稿を るに荏ん
（ママ）

で、此行に對して諸種の 宜を與へられた佐々木君に感謝し、 に案内の市次郞

が、始 私の爲めに忠實に盡して吳れた事を攺めて玆に言明する事を得たのは、私の衷心最も愉快と

する處である。                  （大正三年天長節の晩） 
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8．大島亮吉  「白馬岳スキー登山及び乙見山峠越え」『登高行』第 2年 

大正 9年 6月 25日刊 慶應義塾體育會山岳部発行 

  

大町を出發したのは三月十三日で數日來の荒天の晴れ上つた稀れにみる晴朗な日であつた。 

 大町より北、姬川の谷を經て日本海の波濤の を聽くまでの糸魚川街道 季の深い積雪の間、

この街道の 通權を支配するものは、たゞ馬橇なのである、その街道の固く踏み固められた橇道の

上には堆く馬糞が堆積してゐて、スキーを穿いた我等はその上を滑ることも出來ず、 常に美しい

純白な高原の曠大な斜面を雪煙を擧げて自由奔放に、滑走してゐたスキーランナーの神經を痛める

こと甚だしい。大町より六里、街道の平地行進に漸く疲れ、飽きて、山麓四ツ家に近づいた時、始

めて我等は透徹した 濃藍の夕 に、白金のやうに輝く雪白の山肌に雪も降り得ぬかの大胸壁の

黝い岩壁を露はして巍然たる白馬連峰の の峻嚴侵し難き威容を仰ぎ見て、我々の登高的精神は漸

く緊縮し、如何にしても と云ふ絕大な威力の下に聳立する彼れ三千米突の氷雪の頂き、その處女

雪に我等が、スキーの條痕を印さねばならぬと、皆一樣に各自の胸に感じつヽ四ツ家屋山木屋に宿

り、直ちに 季の狩獵と雪に對して充分經驗ある獵師を求めた。 

 に入りて一人の雪の反射に燒けた赤銅色の顏をした短軀矮小の銳い眼光の獵師が來た。彼は自

らを白馬尻の狢
むじな

と稱し、飯などは四十年も食ひ續けて來たから一日や二日は食はずもいゝなどゝ

豪語してゐる愉快な奴である。他に尙一人來ることを賴んだ。我々は敢えて山を彼等に案内して貰

ふ必要はなく唯、野營準備の手傳ひと僅かの荷を背負はせるためである。萬端準備を へて寢る。 

 × 

 翌十四日は生憎 より少し薄曇りで割合に暖かく思はしからぬ天候である。各自かなりの重みあ

るリユクサツクを背に出發したのは午 八時であつた。雪に埋もれ、炬燵に身を寄せて單調寂寥な

の忍從の生活を送る彼等姬川の谿に住む人々は、嚴 氷雪のうちに彼等の畏怖して唯仰ぎ見るの

みなる彼の堅氷、斷崖の鉅壁に突進する我々の姿の雄々しきと意氣の壯なるを驚異の目を以つて見

送つてゐる。 

 白馬尻までは勾配緩漫なれば我々はスキーの逆行を防止する海豹皮を附せずして登ることゝし

た。 の固く凍つた平坦な雪面を先登の K氏は得意のスケート滑走にて進むを見て、獵師らは始め

てスキーの眞價を知つてか、思はずも驚嘆の聲をあげてゐる。然しスキーの眞價はこんなことで充

分發揮されたのではないのである。 

 白馬、鑓、杓子小蓮華とこの大伽藍の巨大な圓蓋や高尖塔は丁度 の美しい陽光を享けて朗らか

 要 約 

  大正 9年（1920）3月 15日の記録。杓子岳杓子尾根ジャンクションピーク付近までの積

雪期初登山。 

メンバーは、大島亮吉、二木末雄、八木森太郎（以上慶応義塾大学山岳部）、小林達也（関

山スキークラブ）。 

行程は、3月 15日 白馬尻附近野営地－杓子の肩－白馬鑓ヶ岳頂上－四ツ谷。 

※アイゼン（アイスクリーバー）を持参せず、途中で引き返したが、北アルプスにおけ

る積雪期登山の先駆的な試みである。  
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な薔薇色の光輝を放つて屹立してゐる。その姿は我等に一種侵し難い宗敎的な敬畏と威嚴を感ぜし

める。夏季には仰ぎ見るを得ぬ の獨自な姿である。 

 北股に入り尙少時登ると漸く小林區署の木材運搬の橇道が盡きた、堅く橇の重量と摩擦で固めら

れた鋼鐵のやうに堅 な橇道は琺瑯質のやうな光澤をして橫滑りがして甚だ登り惡い。 

 雪に半ば埋もれた木材人夫の小屋に小憇の後 らに夏季の登山路を行かずに、澤の雪に埋沒した

上を、淸純な處女雪を踏んで登る。スキー登山に於ては全く夏季の登路を顧慮する必要はないので

ある。雪ある處、皆登山路なのである。それ故最も容易な斜面を撰擇して見通しを付けて登ればいゝ

のである。 

 獵師らの輪カンヂキはともすれば雪に埋まるので遲れ勝ちである。スキーにはその心配は 對に

ない。山毛欅の林小さな兎の足痕の縱橫に印された稍急斜面にかゝる、樹間より洩れる日光が雪に

反映して眩しい。登りは稍長い、背中のリユクサツクの重みで漸く額は汗ばんで來る。えいえいと

登る、汗は頰を傳ふて流れる、寒氣酷烈の嚴 、深い雪のなかに尙額に汗することを經驗し得るも

のはスキーランナーの他には少ないだらう。登り切つて沼の平といふ地點に達したとき、漸く大障

壁の眼 に迫るを見た。 

 沼の平より再び澤沿ひの急斜の凍雪面を通過する際、O君は角付を つて滑落したが、途中 に

て辛じて へてゐる時、直ぐ上より も K氏が滑落して來たので、兩人相伴に折重つて、雪の巨き

な裂罅のうちに顚落したが、幸ひ怪我もスキーの破損もなかつた。 

 我等の豫定の野營地は白馬尻に近き森林地の御殿場と獵師の間に稱せらるゝ處である、野營地近

くの森林の中で例の狢は流石に獵師らしい彼の銳敏な獲物に對する視覺で純白の雪面に雪白の兎

の姿を發見し、手早く背上の荷の間に挾んだ獵銃を引き拔き身を屈して進み樹幹に身をひそめて一

發放つ。銃聲と共に雪面をころころと小さな白塊がころげ落ちて來る、我々の遲鈍な眼は命中して

ころがり落ちる兎の所在を漸く發見するのである。 

 午後二時御殿場に着き、風當りと燃料とのことを考量して凹みの吹き溜りらしい箇所を野營地と

定め我々の最初に經驗する雪中野營の準備に着手する。先づ足にて堅く天幕の要する廣さ程を踏み

固め、その周圍に雪を盛り上げて寒風を防ぐ完全な堅壁を造り、内部に防水天幕を張り、天幕内は

厚き油紙、油布を敷き、その上に らに毛布を敷く。焚火は最も吾々の頭を痛めた問題なのだつた

が、これは太い樹幹を程好く切斷して一面に雪上に並べ、その上に生木を積み、固形アルコールに

て點火したら、容易に雪上の焚火も熾んな赤き焰を擧げたのである。飯盒に濃き紅茶と兎の味噌汁

を作る。雪を解かして水を得たのである。これまで要した時間は六人の手で一時間程である。一同

砂糖餅と食パンを紅茶と兎汁の副食物で晩食を へた頃は、漸く の闇と寒氣が犇々と身邊に迫る

のを覺えたのである。 

 谿は全く雪に埋まつてゐるので の山岳の は夏のやうに谿川の低唱さえ聽かぬ實に恐ろしき

死の靜寂である、用意のあらゆる防寒衣を纏ひ、懷爐に火を點じて天幕内に橫はる。漆黑の に星

の耀きを見ないのが氣がゝりである。僅かに假睡すると忽ち寒氣に呼び覺まされる、遂ひに吾等は

天幕を打つポトリポトリと云ふ雨の聲を聽いた。落膽したがまた何時知らず睡る。數囘目覺むる度

に雨の を聽いた。氣溫は華氏三十五度を示してゐる。豫想した以上に高溫なのも道理である。 

 × 

 黎明の蒼白い薄明の頃、すでに吾等は天幕を出で、最も簡單な 食を濟まして、天候如何を待つ
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たのである。雨は霽れた、然し灰白色の陰雲は高く太陽の光線の地上に達すべき を與へない。

また氣温も高く三十九度を示すのである。雪質は水分を多量に含んだ最もスキーには不適の狀態に

ある。斯くの如き天候の日に雪溪より登行するは雪溪の兩側の急峻な斜面より雪崩の危險ある故

對に不可能である、雪溪は雪崩の際のそれを逃るべき餘地のない程狹少にて且急傾斜であるからで

ある。そこは實に恐るべき死の昻宿である。我々は敢えて無意味な危險は冒さない。遂ひに今日の

登山は 望と信じ滯在して天候を一日待つことにした。八時頃獵師らを野營地に殘して我々はたゞ

附近の高地に練習をする積りにてスキーに塗蠟し、リユツクサツクに若干の食料と防寒衣を詰め

み海豹皮を附して、無意識にも、杓子岳より派出する雪溪に並行してゐる長大なる山稜を登つたの

である。その約百米突も登つたとき、我々はこの如何にもスキーの滑降に適した大斜面が、二三の

隆起を起して遙か高く杓子の肩に達せるを知つた、そして彼の白馬は黝き鋼鐵の岩壁と堅氷の大胸

壁を吾らの眼 に屹立して嚴然と吾等弱小の人間を威壓し、慴伏せしめんとするが如き崇高
け だ か

い超脫

の面貌を仰いで、吾々の登高の精神はその極頂まで高められた、突如閃光の如く、吾々はこのまゝ

この山稜を登り、杓子の肩を迂囘して連嶺の一角に達して、それより越中側の緩斜を白馬の 巓に

達し、降路をそのまゝ降らうと行程を決したのである。 

 てふ 大な力の下に却初より永遠と云ふ領域の一角に立つ彼れ三千米突の 巓に吾等がスキ

ーの線條を印する迄、吾等はあらゆる困難危險を打破して努力せねばならね、吾等の脈管の血は、

登高、征服の思念に燃えた。 

 野營地を出發してより正に三時間、雪上に努力、健鬪の汗を滴らせ、肉體を鞭打つて登つた高度

は非常に捗取り、一步一步、白馬の 顚と吾々との間の高距は減じてゆく。この間の大斜面は三十

度を下らぬ急傾斜にて、登るに從ひ、漸く雪質は堅く表層面の軟かき雪は厚さを減じてゆく。處々

にある白樺の樹林には美しいクリスマス樹
ツリー

の如き樹氷の奇觀をみる。野營地の雨はこの高距に於

ては雪であつた。 らに登るに從い、雪は益々堅くなり、且つ風の烈しいため雪は岩肌に止まり得

ず、黝き岩稜の岩片は磊々と裸出して、高山々巓の の凄愴な光景が展開されて來た、岩稜に立ち

て砂糖菓子、チヨコレートを嚙ぢり、尙約百米突の頭上にある杓子の 顚を迂囘すべき登路を求む

るに、右方は雪も附着してゐない恐るべき斷崖が深く雪溪に垂下して、とても登行不可能、たゞ左

方を迂囘するのみである、左方はまた處々岩壁の裸出した危險な急斜面にて然かも瞰下し得ぬ程深

く長くその斜面は南股の谿につゞいてゐる。岩稜より雪溪は瞰下し得ぬが、丁度葱平あたりは吾々

と對等の高さにある。雪溪の最高端、連嶺の嶮しき山稜は巨大な雪庇の壯觀をなしゐる、仰げば尙、

白馬の岩壁は巨像の廣き胸の如く頭上にある、休むと急に寒氣を感づる、顧りみて戶隱方面より灰

白色の 雲の大海潚のやうに吾等に向ひて襲ひ迫るを見た、その速度は急速にて瞬時のうちに尨大

な塊團となり、山々をひとつひとつその妖魔の如き大きな手のうちに包む。天候は慥かに非常に險

惡とならんとしてゐる。されどかくの如きもの、なんで吾々の登高の堅念を挫き、吾々を畏れ戰か

しむるに足らう。 らに危險な斜面を僅かの角付を以て吾々は 方に鑓の尖峰を目がけて登つたの

である。しかし雪面の凍雪は實際甚だしく危險である。すでにこの凍雪面にてはスキーの用ゆべき

範圍を脫してゐる、アイスクリーパーの範圍である。然し乍らアイスクリーパーは今 出發の際

巓を究むる意志がなかつたため野營地に殘して來た。兎も角もとある岩壁の裸出せる個所に於て、

尙スキーにて登るべきか、脫すべきかを相談のため休むことにした、スキーを脫して靴のみにては

この鋼鐵の如く堅 な凍雪面は非常に危險である。この時から 雲は急激に寒冷な烈しい風と共に
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白馬の胸壁も、遙か下方の小日向山の下降の際目標の岩壁も雲霧に隱し鑓の 巓より吹き颪す烈し

い風はゴウゴウたる怒號と叫喚を伴ひ、山靈の吾々を威嚇すること甚だしい。お互ひに物言ふ時見

せる齒は寒さでがちがちと鳴る、この上、烈風と寒氣で雪面が凍結したならば、吾々は降るに墜落

するより採る方策がなくなるのである。遺憾、無念を岩壁の偃松と岩片に殘して遂ひに下降するこ

とに決する。偃松の數枝と岩片の二三を K氏はリユツクサツクに押し み、一同海豹皮を脫して下

降の準備をする、殆んど刻々に寒氣は加はり、山顚の呻りは物凄さを增す、その恐しき咆吼は永遠

と神祕の領域にあるかの氷雪の頂きを褻瀆せんとした人間の暴戾に怒りて彼等を威嚇して彼等の

住地なる谷に逐ひ返へさんとするやうである。 

 吾々が少なくとも白馬連嶺の一角に立ちたいと執拗に固執するのは、そこより深き黑部の大峽谷

を隔てた、かの立山、劔の大障壁、及び北アルプス一帶の の何者の眼にも觸れしめざるその崇高

莊麗な威觀を渴仰し吾々の登高の精神の對象の姿を得んためである。されど遂ひにその姿は永遠神

祕、超越のものなるか。 

 下降に際しては注意して一團となりて滑降し各自墜落の際は沈着大膽なることを期して、徐々に

岩壁裸出の急斜面を縫ふて制動しつゝ滑降し始めたのである。滑降し始めて間もなく第三番目に滑

降してゐた Y君が突如、あつと叫びてこの急斜を岩石の落下するやうに墜落した。墜落し乍らも Y

君は懸命に双手にて を雪に突き刺して止めんとしてゐるも、その努力は體重の落下の速度のため、

突き刺さつては拔けてしまふ、無爲な努力となる、生と死と相ひ爭鬪する嚴粛にして凄愴なる瞬間

の光景である、五十間程墜落して辛じて は突き剌さりて止まる遙か上方にたゞ啞然としてゐた一

同は漸く安堵して尙全身を緊張させて制動してゆく。下るとなれば速い、危險なる斜面は以後無事

通過する、これよりは一同大傾斜を長距離の斜滑降、制動囘轉
ステムボーゲン

にて降る、先行の K氏は雪煙を擧げ

つゝテレマルク囘轉にて美事な滑降をなしつゝゆく。滑降中は疾風のやうにたゞ耳にかすかな呻り

を感ずるのみである白絹の如き處女雪の中を眞一 字に快走してゆく。その快味全く自分を忘却し

てしまふ程である。脈管にみなぎる血は生の悅びにたか鳴る。この壯快さ、痛快さこそスキーの眞

價、眞髄である。スキーランナーに依り始めて味はるゝ壯快味である。直ちに大斜面は盡き、森林

地を小鳥のやうに樹間を縫ふて野營地に着いてその距離の短かきをかこつのみであつた。正十二時

に下降し始めて野營地まで四十五分を費した、三時間半の登行の苦難は下降には僅か四十五分の壯

快さと變る。 

 野營地で吾々の滑降の光景
さ ま

を凝視してゐた狢
むじな

は讃嘆の聲を放つて「まるで鳥の舞ふやうだ」と

言ふ。 

 この時烈しい風はまた雨と變じて來たので らに一日こゝに野營して滯在することを斷念し急

遽出發準備をし、荷は殆んど吾々にて背負ひ、K氏の如きは最後の蠻力を振つて、獵師らの背負ふ

荷の分まで背負ふ。滑降には重き荷もさまで苦痛にはならぬ。 

 野營地より四ツ家までは勾配の緩なると、雪質の惡しきために滑降充分ならず二時間を費ひして

四時、雨に全身濡れて歸着する。 

 陰雲深く閉じて白馬連嶺は視えず、 に入りて漸く獵師らも歸着した。 

 三月十六日、吹雪 四ツ屋より小谷温泉まで。 

 、とにかく白馬の登山も はつたので、その祝福のために張つた小さな祝宴の麥酒の醉ひの

ため、極度に緊張した精神も肉體も一時弛るんだゝめか、眼を覺ましたのは八時過ぎだつた、昨日
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の雨は夜來より烈風と吹雪に變じて、物凄まじい叫びを以て旅舎の板戶を搖がしてゐる、この四ツ

屋は の間は非常に風あたりの烈しい處だそうだ、旅舎ではもう用意してゐるものか、板戶には嚴

重に疊が幾枚も寄せかけてあつて風の襲來に備へて居る。 食を手早く えて出發の準備をする、

防寒衣、食料、スキー用品を一杯に詰めこんだ各自のリユクサツクは蛙の腹のやうに膨れてゐる、

重さも三貫餘で、K氏のは特に鐵具が多いので五貫近くもある。 

 宿の主人松澤君の言ふには、この吹雪では今日一日で小谷
ヲ タ リ

溫泉までは無埋だと云ふが、强いて、

出發する、午 十時であつた 成程スキーを穿いて宿の に出ると、吹雪は猛烈で、寒氣も巌しい、

しかし通常の旅人にとつては吹雪は恐しいものにはちがひないが、吾々スキーランナーには、吹雪

の如きは豫期してゐるものだから敢えて苦痛ではない、却つて吹雪の日の方が好い點がある、即ち

吹雪の時は低溫なる故、雪は粉雪でスキーの滑降に適し、亦 の壯烈な氣分が味へて愉快である。 

 スキー帽にて面を包み、手袋をはめて、吹雪の濛々たるうちを突いて人通りの殆んどない糸魚川

街道を北へと進む、 の間この街道はたゞ運輸機關としては馬橇だけしかない、その馬橇の馬糞は

街道の雪の上に堆く積もつてゐる 常に少しの汚點もない純白な雪のみの上を滑走してゐた吾々

は非常にこの馬糞を汚なく感じた、幸ひ、この吹雪で今日は馬糞も大部分雪の下となつてゐるので、

街道はスースーと少しは滑べれる、四ツ屋より森上に行く間は眼も明けられない程、吹雪は烈しく

雪國の の暴戾は遺憾なくこれで味へた、森上の村家を過ぐると姬川の谿は漸く兩岸より來て赭く

濁つた奔流に沿ふて街道は續いてゐる、谿のうちの積雪量は割合に少なく四尺程であつた、僅かに

谿に沿ふた緩傾斜地には人々は寂しい彼等の住居を求めてゐる四五軒程しかない小村が多くあつ

た。姬川の谿はいまは全く と云ふ大きな力の下にある、そうして谷に住む人々は炬燵に潜り ん

で 眠狀態にある、彼等にとつては、 と云ふものは確かに恐ろしい威壓であるにちがひない、ま

たその 期の間の生活は寂しい默從の生活にちがいない。しかし吾々スキーランナーにとつては

は却つて吾々の活動のシーズンである、 こそ吾々の下にあるものだ。 

 なほ、雪に埋もれた小さな村を幾つか過ぎて吾々は進んで行つた。 

 今日は街道の馬糞の難は吹雪のお蔭で逃れたがその代りまた街道の所々は急崖をしてゐて街道

まで磊々と岩石の崩落した個處が多くそこを通過する際、スキーをいちいち脫すると時間を 費す

るのでスキーを穿いたまゝ步いて通る、その時スキーの滑走面を銳い岩石の角にて傷けまいと浮足

で步くので非常に足首を疲せ、神經を痛めさせられた、どちらにしてもスキーには厄介な街道だ。

谷の人々は始めてスキーを見るのか、不思議そうに吾々の姿を見送つてゐる、出發時間の遲れたゝ

め休憇時間を 約して平地行進をつゞけた午後三時、下り瀨と云ふ宿驛に着き、茶屋に休憇して携

帶食料の食麵麭と砂糖餅を嚙る、四ツ屋よりこゝまでは三里半と云ふ。 

 雜貨を賣るこの荼屋の軒に白兎の血に慘んだのが數頭吊してあるのも、この谿の らしい氣分を

與へる。こゝより漸くこの糸魚川街道を離れ、釣橋を渡つて姬川の對岸に達し、石原、太田の村々

まで、可成の急勾配を登る、街道を平地行進をつゞけて來た身には肩のリユクサツクの重みがこた

へて來て、汗はにじむ、吹雪はまた一層吹き荒れて來た。登れば下りが必ずある、その下りの滑降

を樂しみに漸く四時、土谷川と中谷川の分水嶺をなす七六〇米突餘の地點に達した、中谷川の谷よ

りは烈しく吹雪が吹き上げる、附着した新雪を落して吹雪の中を制動しつゝ下る、踏み固められた

道に ふて下るにつれ道は漸く曲折甚だしく且つ勾配を加へて來る、疲れて腰と足がよく利かなく

なつたのと、背中のリユツクサツクの重みのため、ステンボーゲンの際はいつも失敗して顚倒する、
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あせる、また顚倒する、先行の K氏の美しい滑降の痕をみながら漸く下つた時は疲れ切つた、それ

でも十五分程であつた。途中澤の小さな橋を Y君が近眼のため渡り損ね、危く澤の雪の深い裂罅の

うちに墜落せんとしたが、スキーにて へることが出來た、中谷川の谷底に下る、四時半である、

今日の目的地たる小谷溫泉はこの谷の最奥にあつて尙二里半餘の道程がある。市場と云ふこの谷の

村を越えてゆく時分にはもう谷のうちは吹雪のため灰色となり不氣味な い景觀を呈してゐる、六

時に眞木の村を過ぎたときは、 の い手はこの谷を全く領し、寒さも犇々と身に迫り來た。これ

からは道は全く急斜の谷の崖沿ひとなつてゐる、そしてその道も踏めてゐるかどうかわからない、

吾々は稍疲勞のために 途に少しの不安を感じだしたが、何に、こんな小さな谷で囚へられてたま

るものかと、先づビスケツト、菓子を嚙つて腹の準備をし、やゝおびへた精神を、ぐつと緊張させ、

疲れた肉體を鞭打つて、深い新雪のうちを進んだ、雪は附着してスキーは少しも滑らない。道のは

るか下の方で谷川の が途切れ途切れに吹雪のあひ間に聞えるがもう い の領域となつては

たゞ灰色の天地あるのみ、何者も認められない。K氏が先登に輪カンヂキの痕を求めて懐中電燈を

照らしつゝ進む、谷は全く 黑となり、吹雪は威嚇の叫喚を舉げて悽槍な氣をたゞよはす、一步一

步二貫目以上もあるスキーを引きづつて進む、時間のかゝること甚だしい、唯だ一事吾々の大なる

不安は懷中電燈の電池の盡きてしまふことゝ、吹雪のため、道痕の全く消滅してしまふことだつた 

さう云ふ不安を感じつゝもなほ一步一步スキーを引きづりつゝ七時田中と云ふ貧しい村の家の戶

を洩れる灯の光りを見とめた。 

 田中で提灯を貸りるか、或ひは案内者を雇ふか一時決しなかつたが、遂ひに案内者を雇ふことゝ

した、こゝより、溫泉まで一里しかないが吹雪なので壹圓を要求した。輪カンヂキを穿いた案内者

の痕を吾々は重いスキーを擡げて登つた、二十度位ひの傾斜は眞直にパタパタと登ることが出來る、

その代り勞力は數倍も要する、連日の强行につぐこの强行、然かも今日は荷の最も重い日だ、最後

の馬力を出して進んだ、休憇時間が少し行くとある、眞實肉體は疲勞し切つてゐたのである、行く

道と云ふのは崖側の一步を誤れば谷と云ふやうな所なので少しも油斷が出來ない、半里の間この

の谷を突き進んで葛草連
クンゾウレ

に九時十分に着き、とある人家で冷たい水を貰つて、渴いた咽喉を濕し、

らに疲れて仲々もちあがらない足を鞭打つて步みをつゞけた。溫泉の快よい湯の香の臭ふほど近

づいたのは十時を過ぎてゐた。山田旅館へゆく、始めて着いてスキーを脫すればスキーの滑走面に

は雪が固く板付きの蒲鉾のやうになつてゐた。 

 快よい適溫の透明な湯に汗になり、疲れた肉體を浸す、實に愉快である、吾々は永くこの痛快な

吹雪の の强行を忘るゝことは出來ない この事はいつでもそれを思ひ起す度に、努力健鬪の精

神を吾々に與へて吳れることだろう。 

 三月十七日。小谷溫泉滯在、晴。 

 連日の奮鬪に加ふるに昨 の强行のためと、案内者の都合のためで今日はこゝに滯在して精力を

蓄積することにした。 

 小谷溫泉は古くより有名な温泉であるそうだ。アルカリ性の透明な湯は瀧となつて浴槽に落ちる

程、湧出量も多い、餘程の効能があるものか、この山奥の温泉も、夏には越後、信濃より來る浴客

を以つて充滿されると云ふことだ、 通は割合不 にて最も容易な道は吾々の通つた道だが、鐵道

線より最も近いのは湯峠を通つて來る糸魚川よりの道で、乙見山峠を越えて來る道は最も難路とせ

られてゐる。 
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 積雪の深い山奥のこの温泉の は全く孤獨寂寥の生活である、浴客はひとりも居ない、 い煤け

て黑光りのする柱を赤くてらてら光らせる圍爐裡の榾火をかこんで宿の人々と話しなどをしてゐ

ると、全くこの溫泉の の寂しい、都會の混濁した 氣を、煤煙を、 響を遠く隔絕した生活が泌々

と感じられる。午 はスキーの手入をし、午後は少し溫泉の上の斜面を登つて鎌池の附近で練習を

する筈だつたが、先づ始め直ぐ溫泉の背後の斜面で滑べる、溫泉の人々はみな吾々の滑降するのを

物珍らしげに、好奇の眼を以つて、二階、三階、あらゆる窓から顏を出して凝視してゐる、氣の引

けることおびたヾしい、また生憎、雪質は極めて不適にて、斜面も凹凸多く雪の切れた部分もある

ので直滑降すら出來ない、折角衆人環視のうちで顚倒するのも見榮へがしないので直ぐにやめた。

午後からは は靑く晴れ上つて、雪の反射は眼に痛い。宿屋の二階の欄干からは丁度この中谷川の

谷が眞直に姬川の谿に開いてゐる。正面に白馬岳つゞきの乘鞍岳と小蓮華の連峯の一部が銳く雪に

輝いを威容を見せてゐる。夕食に兎の肉のオムレツを食ふ、 、來る筈の案内者が來ない、來なけ

ればなしで行くことに決め、明日は是非とも赤倉溫泉まで强行するため早く眠ることゝした。 

 三月十八日。晴。小谷温泉より乙見山峠を越えて赤倉温泉まで。 

 午 五時。谷にまだ の濃い 黑が領してゐる頃起きて湯に浴す、靑黑く晴れた にはまだ星の

かすかな寂しい輝きがあつた、湯から上つて二階の欄干に立つて の澄徹した冷氣に觸れ乍ら、ふ

と谷の方を眺めて思はずも自分は叫んで皆を呼んだ、谷に狹く劃られた 間に白馬の連脈は の太

陽の第一線に染められ美しい淡紅い珊瑚色の山肌を明確に背後の大 に劃してゐる、その崇高い姿

は吾々に何らかの敬畏の念を感ぜさせずにはをかない。 

 食を えた頃案内者が來た、昨日話しのあつた者である。『常』と云ふのは四十恰好の日に燒

けた黑褐色の顏をした大きな體驅のいかにも獵師らしい言動と身裝をした男である、柔和な顏容の

うちにも眼は殺伐な獵人らしい氣象を見せてゐる、他の一人はまだ二十四五の若い屈强な若者で

『常』の獵弟子だと云ふ、『常』の云ふには一人では歸途が心細いから二人雇つて吳れと云ふ、仕

方なくそれを承諾し賃銀は通常一圓五十銭の所を割增して二圓とし、歸り賃一日分と杉野澤村での

宿泊賃を支辨することで契約した 彼等二人の獵友達である短驅矮少の矢張日に燒けた黑い頰に

膏藥を貼りつけた三十位ひの男が一緖に獵をし乍ら行こうと言つて來てゐる、各自獵銃と日除眼鏡

をかけてゐる。 

 彼等は皆葛草連村の者で、『常』は杉原常吉、若いのは杉原重喜、獵友は伊藤春吉と云ふのであ

る。常吉は陸地測量部に雇はれたことがあつてこの附近の山に委しいとの事である。 

 七時半。元湯山田旅舘を出發する、 の寒冷な 氣は心身を緊張させて快よい、雪の狀態は固く

凍つた雪面に細い乾いた粉雪が薄く撒かれた程績つてゐる滑降には最適の狀態である。スキーに海

豹皮を着けて三人の獵師の圓い象の足跡程もある輪カンヂキの痕を登る。溫泉より乙見山峠の頂上

までは登り三里と云ふが二里程しかない。温泉を出で最初は中谷川の左岸の崖側に沿ふてゆく、夏

道は丁度髯剃瀑の上を迂囘してゐるが、いまはその瀑の上は積雪のため通過に困難なるを以つて、

獵師等の導くまゝに瀑の手 で一度、谷に下つた、海豹皮の着けたまゝで滑降したので少し具合が

惡い、主に橫滑りで降る、谷の流れは雪橋をなしてゐる部分を渡つて對岸の急傾斜を登る、唐檜の

濃密な樹枝の間を洩れる太陽の光線に雪は純白の天鷲絨のやうな光澤をしてゐる、雪面の下が固い

ので登行の際角付が困難で、ともすれば流れ易い、獵師らは雪が、固くて輪カンデキが深く埋まら

ないので、この急傾斜も悠々規則正しく一列に足痕を殘して眞直に登り切る、吾々は如何に海豹皮
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を着けたとて、そんなわけにはゆかない、この登りには大分彼等に遲れた、この寒氣峻烈な雪のな

かに、なほ額に汗して登る、また愉快である、密な樹林を縫ふて K氏が先登で稍登つてから休む、

丁度對岸の崖の髯剃瀑を少し下に望む、瀑は可成大きなもので水は凍つてはゐなかつた、瀑の上の

方を見上げた吾々の眼は群がる山々を壓して、丁度寫眞に見るマツターホルンの如き怪偉な姿をし

て、聳立する巨人の如き豪壯な山の姿を見た、その 巓近くは雪も積り得ない程の悽愴な急崖とな

つて黝い岩壁を露出してゐる、その下は眼に痛い程輝く雪肌が の紺靑色に劃然たるスカイライン

をなしてゐる、全く周圍の群峯を超越した征服者の觀ある雄々しい、獨自の姿である、早速はるか

上に登つてゆく常吉に「おうい、あれは何んて云ふ山だ」とそれを指示して大聲で問ふと、「雨
あま

飾
かざり

だ」と云ふ答への聲が谷の靜けさを破つて聞えた。約百米程登つて狹い森林の間の平らな所に出た、

美しい太陽の光りは雪に反映して眩い、獵師らの巨きな圓い足跡はこゝからまた松尾川の谷へ急に

下つてゐる、その降り口は雪庇をなしてゐるので吾々は稍迂囘して少さな全く雪に埋もれた澤の上

を海豹皮を着けたまゝで降る、囘轉が出來ず、停止する時もスキーは急に止るが故に加速度のつい

た身體は 方にのめつて顚倒したことが數囘あつた。海豹皮は登りのみの際はいゝが登り降りのあ

る際は取り脫すのも面倒故不 が多い。漸く松尾川の谷に下る、獵師らはそこに待つてゐた。 

 これから松尾川の谷の上の緩なる勾配をしてゐる斜面を登る、澤は全部積雪に埋もれてゐるが

處々巨きな 洞や烈罅があつて淸冽な冷たそうな水は雪の下を潜つて もなく靜かに流れて出て

またすつと靜かに雪の下に吸ひ まれるやうに流れてゐる。 

 獵師らは輪カンヂキが角付と云ふことが全然出來ぬため谷の最低部のなるべく平坦な地を選ん

でゆく、吾々は谷の兩側の傾斜面をゆくやうにつとめた、雪面には兎の足痕が縱橫にある、獵師ら

は彼等の特殊な銳敏に發達した視力を以て獲物を捜しつゝ進む、彼等にあすこに兎が居ると指さゝ

れても吾々の遲鈍な視覺は白い雪面に雪白の兎の姿を發見することは出來ない、二時間程懸命に松

尾川について登り、右方より小さな澤らしい淺い谷合に折れて第一囘の晝飯に砂糖餅、チヨコレー

ト、菓子などを食ふ、この谷は恐ろしい大雪崩の痕があつて、鋼鐵やうに堅 な雪塊が磊々と谷に

充滿し堆積してスキーにての登行には少しく困難である、このやうな地を通過する際はよく固い雪

塊にスキーを突かけて折ることが多いので細心注意して登る、登るに從ひ雪面は全く凍結して角付

不可能の個所もあり、勾配は恐ろしくその度を加へて來る、遂ひに乙見山峠の頂上を樹間より仰げ

るやうな地點に達した時には勾配は三十度以上となり、雪崩の痕の雪塊多く特に登行困難となつた

ので遂ひに一同スキーを脫し結束して背負ひ、輪カンヂキの痕を登る獵師らのこの急斜面を輪カン

ヂキを以て登る熟練さには驚く。益々凍結せる個所が多くなつたのでカツトステツプして一步一步

登る、自分か K氏のスキー靴はネイルドしてなかつたのでこのカツトステツプには非常な努力と危

險を感じた、漸く十一時、一五〇〇米突餘の乙見山峠の頂上に達す。 

 吾々はこの寒冷な痛い皮膚を剌すやうな氷雪の頂きの風に吹き曝らされ乍ら、少時止まつて漸く

得ることの出來たこゝよりみた雄大な の山々の偉觀を忘るゝことは出來ない、スキーに依らなけ

れば決してこのやうな の偉大な景觀に接することは出來ないと思ふ。 

 最初吾々を驚喜せしめ、跪拜せんばかりにさせたものは、遠く西の大 を劃つてゐる眩ゆく輝い

てゐる巍然たる白馬岳連脉の超脫した崇高い姿だつた、吾々は思はずも双手をあげてたゞ 叫した、

あの近寄り難い森嚴な氷雪の鉅壁にも吾々のスキーの條痕は印されたのだ、吾々は心の奥底に小さ

な誇りを感じないわけにはゆかない。 
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 振り返へつて南に傍近く吾々に迫つてゐる坊主頭の巨大な二つの峯は戶隱奥山の高妻と乙妻で

その頂上近くは矢張り黝い岩肌を露はしてゐる、またそれよりやゝ東に寄つて大きな肩幅をした妙

高の外輪壁のゆるやかな輪廓を望んだ、なほ吾々は烈しい寒風のうちに佇んで、この峠の頂から松

尾山へつゞく山稜の雪庇の壯觀と美しく日に耀いて水晶玉のやうな樹氷の奇觀を充分得て、手早く

海豹皮を脫し、パン、菓子を嚙つて下降の準備をし、十二時、獵師らの輪カンヂキの痕を辿つて K

氏を先行に滑降した、滑降してゆく斜面は東南面なので雪質は上層が解けて思はしくない、滑降の

途中三十度近くの樹林の斜面で F 君は表層雪崩を自らのスキーの震動で惹起して約三十間も滑落

したが、途中唐檜の樹幹にしがみついて辛うじて止まつた。それより緩なる斜面を樹間を縫つて一

氣にニグロ川の谷まで下つて獵師らに追ひつくことが出來た、春吉はまだ血の滴つてゐる兎を背中

に背負つてゐた、先刻はるか下の谷の方で聞えた銃聲はきつとこの兎を射つたのだつたらう。 

 ニグロ川より眞
しん

川
かは

を渡り、笹ケ峯牧場の高原に達するまでは傾斜は緩るやかな上下をしてゐる、

美しい、唐檜、栂、山毛欅などの間を淸純な處女雪を踏んでゆくときは、全く今まで經驗しない

の美はしい景觀に接することが出來た。 

 笹ヶ峯牧場、夏ならば軟かい綠色の草原の白樺の白い樹幹の鮮やかに日にかヾやいてゐるうちを

放牧してある馬や牛の悠々と草を喰んでゐる如何にも山國的の景趣もいまはたゞ一面の荒涼たる

雪原である、こゝから望んだ燒山の巨大な囘敎寺院の圓屋根のやうな壯麗な聖らかな姿は深く吾々

に印象した、驚くべく淸朗な の靑い大 の下に、銳い白色の光輝を放つてゐるこの宏大な圓蓋の

遠く雪原の果に聳えてゐる光景は吾々に一種宗敎的の敬畏の念を起さしめる、牧場の雪原は如何に

もこゝが風當りが烈しいかを示して果もなく小さな波を打つたやうに捲き上りその上の乾いたサ

ラサラした粉雪は埃のやうに飛散する、 

 燒山は白い浮雲のうちに見え隱れするが、それにつゞいて火打山はゆるやかな曲線を以つて燒山

と同じやうに太陽にキラキラ壯嚴に照り輝いてゐる、牧場はニグロ川の谷に向つて緩なる勾配をな

し、谷の向ふには黑姬の樹の多い黑い姿が間近く見える、自分の居る處が相當の高距があるので如

何にも低く見える、一三〇三米突の高距を有する牧場の事務所と云ふ藁屋根の小さな家に達した、

半ば雪に埋もれてゐて、獵師でも泊つたことが最近あるらしく血の染んだ雪が戶口の近くにある。

まだ燒山はその平靜な姿を見せてゐる、この事務所に小憇の後、 に稍登つて午後二時、吾々は牧

場の最高點たる一四六八米突餘の地點に達した、そこは圓い丘陵をなしてゐてその南に面した斜面

には薄紫の煙が細く立ち昇つてた、常吉の話してゐた杉野澤村の炭燒がもう炭を燒きに來てゐたの

だ、常吉の云ふにはこれから先はこの炭燒の炭俵を運搬する橇の痕がある上に、こゝから杉野澤ま

では下りばかりで吾々が共に行つても無駄だから、今 はこの炭燒小屋に泊めて貰つて明日歸へり

たいと云ふ、吾々にもその方が都合がいゝので彼等の言ふ通りにしてやつた、彼等は輪カンヂキの

用に熟練し、且つ强健にてこの附近の地理に委しく、賃銀も比 的低廉なれば吾々には好き案内

者であつたと信ずる。 

 一四六八米突の地點より杉野澤までは七五〇米突程の下りでその距離は二里に近い程なので緩

傾斜をなし、谷もなく樹木も少なく一面の曠い雪原である、また雪の狀能も極めて良好だつたので

吾々はこの間を今まで經驗しなかつた壯快さを味ひつゝ滑降した、幅の狹い汽車のレールのやうな

橇の痕を辿つて野尻湖の紫に光る鏡面のやうな湖面をめがけて一氣に滑べつて行く。だんだん加速

度のため身體はまるで飛んでゆくやうになる、鈍い蛾の羽 のやうなブーンと云ふ耳鳴りと高原の
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冷たい爽かな 氣を突切つて疾走するためか日に燒けた顏の皮膚も痛いと云ふことを感じたのみ

だつた、みるみるうちに杉野澤の黑い杉のこんもりした村が眼界にあらはれ、遂ひに村にまで來て

しまふ、何んだか迅く滑べり過ぎて惜しいやうな氣がした。 

 杉野澤村の小學校で休憇して、先生の好意でパンを燒いて腹を用意し、五時再び赤倉温泉へと向

ふことゝした、杉野澤村と赤倉温泉とは殆んど等しいほどの高距にあるが、杉野澤から赤倉までの

間には大小十數の田切と稱せらるゝ谷がある、距離は二里ある。しかしこの高原には吾々は皆親し

さとなつかしさを感ずる程慣れてゐたので、少し時間の遲いのも心配せず、一つ一つ田切を越えて

大きな高原の斜面を横ぎつて行つた、吾々の右手には、矢張りこの高原の果の關溫泉に居て練習し

てゐたとき、何時も夕方見馴れてゐた、千曲川の谷を越えて聳えてゐる信越國境の山々、城藏、毛

無、斑尾、袴の山々の赤く薔薇色に染つた夕榮の美しい姿を眺めて、高爽な高原の 氣を呼吸して

ゆくと疲れた身體にも亦新らたな元氣が湧き出て來る、杉野澤より最初のうちの田切はみな小さく

淺いものだつたから一面雪に埋沒してゐた、それ故難なく渡ることが出來たが、赤倉の黑い杉の森

を遠くに見る頃にはもう太陽は山に沒して雪はカチカチに固くなつて步き惡くなつた。遂ひに白田

切に來た、谷に沿うて數町、雪橋をなしてゐる所をさがしたが、見當らず、やむなく渡渉すること

に決し、先づスキーを脫して対岸の雪上に投げつけて置き、四尺程の雪壁をずり下りて澤を渡つた、

水は思つた程冷たくない、對岸の雪庇をなしてゐる所を打ち碎いて漸く登る、遙かの夕榮えの山々

ももう淡紫に暈され、その明確な輪郭も糢糊として來た、最後の 田切に來たときは既に七時とな

り高原には の闇黑が迫つて來た、赤倉の電燈の光はすぐ に見える、しかしその間にはまた深い

田切が一つある、 田切を非常な困難と努力を費して、行手のわからない闇黑のなかをともすれば

顚びつゝ漸く八時過ぎ、赤倉に着き、熱い湯に冷えた疲れた身體を浸すことが出來た。 

 今日はよく登り、また滑ることが出來て愉快な日だつた、もうこゝまで吳ればこのスキー旅行も

つたも同樣だ、四人は炬燵で愉快な談笑のうちにビールなどを飮んだ。 

 三月十九日。晴 赤倉より關まで。 

 もう今日は何度も通ひ慣れた行程なのでゆつくりして出掛ける、海豹皮をつけて一時間で赤倉丸

山の肩に達し、大田切を越えて十一時、關温泉で練習してゐた山岳部の諸君に日に燒けた黑い顏を

お目にかけることが出來た。（完） 

大 島 亮 吉 

 

春季スキー登山旅行附記                                

 

期間、大正九年三月十三日より十九日まで、 

行程、十三日、大町對山館より四ツ屋山木屋まで、 

十四日、四ツ屋より御殿場まで(雪中 營)、 

十五日、御殿場より鑓ヶ岳登山、四ツ屋宿泊、 

十六日、四ツ屋より小谷溫泉まで、 

十七日、小谷溫泉滯在、 

十八日、小谷溫泉より乙見峠を越へて赤倉溫泉、 

十九日、赤倉溫泉より關溫泉まで、 
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一行四名、小林達也氏  二木 末雄  八木森太郞  大島 亮吉  

白馬登山人夫 

内川泰三ほか一人 

乙見山越へ案内 

杉原 常吉、伊藤 春吉、杉原 重喜、 

 我日本に於ける雪中登山の記錄は北海道農大スキー部諸氏により試みられし蝦夷富士登山記と

高田スキー倶樂部の富士雪中登山記のみで、北アルプス地方の 期雪量寒質其他に關して知る材料

を得る事は出來なかつた、それで我等は今迄神祕の領域に包まれた春の白馬を見、春期の此地方の

雪量や雪質、溫度を知り、春期と夏期の山形の變化を見、雪中幕營法を研究し、あわよくば白馬の

巓に立ちて雪に埋れた北アルプス連峰の威觀に觸れて見んと今度のスキー登山旅行を計畫した

のであつた。 

防寒具。食料品其他携帶品は 記スキー登山記錄と其他二三の著書と自分等の經驗に依つて調へた

のであつた。 

 

幕營用品。屋根形防水六人用天幕、厚き大油紙。 

防寒用品。スエーター二枚、 シヤツ一枚、靴下三組、手袋三組、スキー帽、襟卷、懷爐、毛布一

枚、 

スキー用品。海豹皮、樏、修理具一式、豫備皮具、發條二組、蠟、塗蠟具、傾斜器、塗油、其他ロ

ープ、懷中電灯、ワゼリン、提灯、蠟マッチ、固形アルコール(五ポンド)、寒暖計、飯盒、水筒、

旗、藥品類一式。 

食料品。食パン十斤、砂糖餅三升、ビスケツト二罐、

キヤラメル六個、干し葡萄二箱、ジヤム及バタ一鑵、

水無飴六個、干し杏一斤、チヨコレート六個、コン

デンスミルク一鑵、紅茶、コヽア、白砂糖二斤、ウ

ヰスキー二種、甘納豆、コーンビーフ三鑵、氷砂糖、

其他 

今度のスキー登山にて我等の頭を惱ましたものは雪中

幕營法であつた。一昨年一月關溫泉にスキー練習の際、

期登山の準備として一日試驗的に雪中幕營をなした

事があつた。場所は温泉近くの一つの澤で、天幕も張
（ママ） 

る

に要する面積を踏み固め、次に其面積を土の出るまで

掘つた、深さ六尺餘にてやつと土に達した。そこで周

圍の壁を固め、入口は階段を作る、圓錐形の天幕を張

り、内部は土の上に樹枝を一面に並べ其上に油紙を敷

く、中央に區切をなして焚火をした、煙は都合よく入

口の階段から出る樣に成つたがそれでも一 中煙に惱

まされた、然し天幕内の温度はこれが爲か非常に暖か

であつた。この仕事を初めてから仕上げまで五人の手で てし指目を巓山の馬白   影撮氏雄末木二  
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約三時間費した。今度の雪中幕營に際して御殿場の雪量は非常に多く一 餘もあつたので の如き

方法は取る事が出來なかつた故、踏み固めた雪上に、厚い油紙を敷き、其上で毛布にくるまつて寢

たが、 中、油紙を通して猛烈な寒氣に度々呼び覺まされた。簡單なる雪中幕營には完全なる毛布

のスリーピングバツクは 對に必要である。 

 焚火は樹幹を切斷して雪上に、一列に並べ其上に生の小枝を積み重ね、固形アルコールにて點火

したらば容易に燃えた。然し焚火の勢が盛んになるにつれ雪は次第に落ち んで行つて、翌 は六

尺餘の深さと成つた。焚火をするに先ち、入列に並べたる樹幹と樹幹の間 に泥土をつめ み而し

て後生木を積み點火すれば焚火の雪中に落ち むを防ぐ事が出來ると聞いたが、吾等の野營地附近

には泥土 は岩石の細片露出した個所が無かつたので實驗して見る事は出來なかつた。 

 雪中幕營用の天幕として圓錐形がよきか屋根形がよきか其他獨特のものを取る可きかは問題で

ある。我等は未だ圓錐形と屋根形の二種用ひたのみにすぎないから何れの形が良好なりやは判斷に

迷ふのである。何れも一長一短がある樣に思はれる。少くとも雪中幕營の天幕は之に適する獨特の

ものを作らねばならぬと信ずる。 

 幕營に雪を掘るために用ふシヤベルは適當なる品を發見し得なかつた故止むを得ず四ツ谷山木

屋よりシヤベルを借りて持參して行つた。 

 焚火用としてマツチは蠟マツチ、防水マツチを 用した。 

 スキーは六尺四寸と七尺。何れも欅製のものでリヽエンフエルト式を用ひた。 

 就眠 スキーは丁寧に掃除して締め具即ち後革 革は焚火で乾かし各自リユツクサツク中に入

れ置いた。 

 は登山の際は單 、平地旅行の時は兩 を用ひ單 は負紐にて背負つたが林間其他活動に不

であつた、平地行軍の時にても單 で充分である、北アルプスの如き峻嶮な山地の登山に際して兩

を一本用ふる方が安全で 幕營其他に する所少くなかつた。 

 海豹皮は防水布を裏に附したる長さ五尺九寸のを用ひた、結果は良好であつた。 

 靴は登山靴とスキー專用靴の二種を用ひたが、乙見山峠にてスキーを脫して氷雪面の登行中スキ

ー靴は非常な困難と危險を感じた、スキー登山には靴は登山靴でなければならぬ、登山靴は寒氣を

傳導し易しと云ふが我々の經驗する所では左程防寒には影響を及ぼさないと思ふ。 

 靴油はネーバーウエツトと稱する防水用油を用ひたが防水やゝ完全であつた。 

 靴下は三枚即ち足に附着する靴下は最も毛絲製の厚き暖かなる品、其次にやゝ厚きもの、最後に

木綿 はメリヤス製の靴下を穿ち、其踵及指先にワゼリンを塗れば、足を傷けず、靴下の破損を防

ぐことを得た。 

 雪眼鏡の色は燻色及褐色を用ひたが、雪盲の危險は寧ろ薄靄の日であるから、明るい褐色眼鏡は

燻色のそれよりも適當だと思ふ。 

 不事の危險其他信號用として呼子笛よりも豆腐屋 はガタ馬車
．．．．

の用ふるラツパ
．．．

は第一であつた、

此の聲はよく霧中にても其所在を知り 壹里の遠方と雖も充分聞き得可き事を實證した、地圖は防

水を施した。 

 急斜面の登行中は廿分每に五分間休息した、 

スキーの進路は夏期の登路と全く異る場合が多い、夏期の登路を取りし爲めに、意外の努力困難

にも遭遇する事があつた、スキーランナーは少くとも地形、傾斜の如何を觀察して、最も容易な進
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路を選定しなければ成らぬ。 

 コースを採る事は甚だ難しい、登高はなる可く勞力を 約して、キツクターンを度々やらずに傾

斜面を大く斜向登するにかぎる樣だ、コースを採るのは只經驗に依る外に無い。獵師が案内する時

は澤から澤へと道をとる、これは 季獸類は常に澤に多く生捿するためと樏を 用する彼等は山稜

は常に雪が凍結しているため樏にて步行困難なる故に自然に其習慣性にて澤から澤へと道を取る

樣に成るのであろう、この事は昨夏期登山に於て獵師を案内として祖母谷から淸水岳を經て白馬に

至る旅行中尾根傳ひならば容易に白馬へ出られたのを路を澤から澤へと取つた爲めに偃松と悪戰

苦鬪の後漸く杓子と白馬の鞍部へ出られたのであつた。 

 杓子から鑓までの夏見る物凄い絶壁と崩れは一面の雪に蔽はれた大斜面と化していた。この變化

はかの巨大な白馬の岩壁に沮まられた雪は杓子から鑓へかけての斜面に吹きつけられ、積り溜つた

爲めなのであらう。白馬の雪溪の乘越は越中側から吹きつけられるので美事な雪庇を成していた。

二千八百米以上の斜面の雪は吹き飛ばされて所々に岩肌を露出し尾根は殆んど雪は無かつた。 

 スキー登山に於て絶巓を究める事が目的である場合にはスキー術以外に登山術に熟練せねばな

らぬ、 ロープ及アイスアツクスの 用法、カツトステツプの經驗も充分修得しなくては成らない。 

 少くとも我等がスキー登山旅行を初める に二三日は猛烈なるスキー練習により、激烈な活動に

耐へ得るやうに身體を練らねば成らぬ、而してリヽエンフエルド式スキー術全般に亘つて練習して

置かねばならない。橫滑り橫降りは實地應用の範圍甚だ多い故充分練習して置く必要がある、墜落

停止法は必ず修得す可きものである、練習中は勉めてリユツクサツクを背負つて登行滑降の練習を

して肩を三貫目以上の重さに堪へ得るやうにして置かねば成らない、重い荷を背負つての滑降はス

キーの操縱困難を感ずる。 

 スキー登山旅行中は少くとも四貫目以上背負はなければならない。人夫はスキー登山中下降の時

は勿論、登行の にも常に遲れがちであるため、我等の活動を妨げる事甚だしい。今後完全なスキ

ー登山を試みんとせば防寒、食料、天幕など携帶品全部我等自身にて背負ふ必要がある、スキー登

山は夏期登山よりもより重き荷を背負つても自由に活動が出來ると信ずる。 

 スキー登山には雪橋、雪 、雪庇、雪板、雪崩道の危險地あり、軟雪、硬雪あり種々の地形に遭

遇する事があるが如何なる場合にても其難關を處理し得る技術を要するのである、スキーの單なる

技術のみならば、短時日にても修得は出來ると思ふが登行に、下降に常にある種々の難關を切りぬ

ける事は仲々容易でなく 多く經驗に依らねばならない。 

 スキー登山の失敗や負傷は下降の場合に起り易い、滑降は最も大膽に且つ細心注意して行ふ可き

である、全然制動にて滑降するよりも長距離滑降に際しては斜面を出來るだけ大きく、長く斜降し、

 轉の時に制動した方が勞力の經濟になると思ふ。 

 下降中の度々の顚倒は非常に勞力を 費する、スキー登山には腰の粘り、フンバリが無くては成

らぬ、スキー登山には其先頭に立つ熟練者に絶對に服從すべく登行、下降に際して常に先頭のコー

スに從ふ可き事、隊員は一團となり相互に信賴し、救け合ひ絶對に各人の意志と其行動が常に合致

しなければ成らない。 

 りに我等と行を共にせられし關山スキー倶樂部小林達也氏に對して感謝の念に堪えない 

二 木 末 雄  
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9．内山數雄  「白馬岳千古の祕密を探る‥‥  雪の北アルプス横斷 」 

『中學世界』第二十四巻第九号 

大正 10年 7月 1日刊 博文館発行 
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も、去
さ

る三月
 ぐわつ

の休暇
き う か

に、私
わたし

は終
つひ

にスキーを以
もつ

て白馬
は く ば

登山
と ざ ん

を企て
くはだ 

、古來
こ ら い

曾
かつ

て人界
じんかい

に知
し

られなか

つた冬
ふゆ

の白馬
は く ば

の壯觀
さうくわん

を、親
した

しく目賭
も く と

することが出來
で き

たのである。で、その確
かく

實
じつ

なる詳細
しやうさい

を特
とく

に本誌
ほ ん し

のために執筆
しつぴつ

する所以
ゆ ゑ ん

である。 

 

（ 1） 心
こころ 

細
ぼそ

き單
たん

獨
どく

登
と

山
ざん

 

 最初
さいしよ

同行
どうかう

三人
  にん

の豫定
よ て い

であつたスキー登山
と ざ ん

が、愈々
いよいよ

となると、種々
しゆじゆ

の都
つ

合
がふ

で私
わたし

一人
ひ と り

となつたのは、

三月
 ぐわつ

廿五日
にち

だつた。
まへ

から同行
どうかう

を約束
やくそく

した冒険
ばうけん

旅行
りよかう

の猛者
も さ

東京
とうきやう

高師
か う し

の中島
なかじま

直人
なほんど

君
くん

は病
びやう

氣
き

のために、

越後
ゑ ち ご

に於
お

けるスキーの大家
た い か

笹川
さゝがは

君
くん

は、妙高
めうかう

スキー倶樂部
く ら ぶ

大會
たいくわい

の都
つ

合
がふ

で、是
これ

亦
また

行
ゆ

かれぬといふこと

になつた。で、富山出發
とやましゆつはつ

の際
さい

は、愈々
いよいよ

私
わたし

一人
ひ と り

となつたのである。 

『單獨
たんどく

で雪
ゆき

のアルプス橫斷
わうだん

は危險
き け ん

だらう！』 

 要 約 

  大正 10年（1920）4月 2日の記録。スキーによる白馬岳の積雪期初登頂。 

メンバーは、内山数雄（富山県師範学校教諭）、久保田忠雄、田中（以上、案内人）、31

日より笹川速雄（燕温泉のスキーコーチ）、内林鈞次郎（案内人）が合流。 

行程は、3月 26日 糸魚川―根小屋―小瀧。 

27日 小瀧―山の坊峠―木地谷。 

28日～29日 滞在。 

30日 木地谷―白池―八丁坂―ウド川の小屋。 

31日 ウド川の小屋―蓮華温泉。 

4月  1日 蓮華温泉―雪倉岳・金山事務所。 

2日 金山事務所―白馬岳頂上―白馬尻―四ツ谷。 

※内山氏は当初単独であったが、「単独登山は危険」と、止めるために追ってきた笹川氏

とともに登頂した。 

※著者は富山県師範学校教諭である。 
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 ある人
ひと

はわざわざかう言
い

つてくれた。それを考
かんが

へれば、私
わたし

も一種
しゆ

の寂
さび

しさ心細
こゝろぼそ

さを感
かん

ぜざる

を得
え

なかつたが、さればとて、今
いま

は止
や

むに止
や

まれぬ場合
ば あ ひ

である。この機
き

を外
はづ

して再
ふたゝ

びよき機會
きくわい

が 

めぐつて來
こ

ようとは思
おも

はれない。その日
ひ

の
あさ

は、家族
か ぞ く

を集
あつ

めて、心
こゝろ

ばかりの祝
いはひ

の印
しるし

に、するめ 

と神酒
み き

とを食卓
テーブル

に並
なら

べて、 盃
さかづき

を取
とりかは

すうちにも、嬉
うれ

しいやうなまた切
せつ

ないやうな思
おも

ひは、胸
むね

一杯
ぱい

に滿
み

ちるのである。 

八時
じ

、師範
し は ん

の大地
お ほ ち

、女子
ぢ ょ し

師範
し は ん

の平尾
ひ ら を

敎
けう

諭
ゆ

、船越
ふなこし き

者
しや

などに送
おく

られつゝ、家
いへ

を出
で

る間
あひだ

も、あはれ、

この擧
きょ

成功
せいこう

すればよし、然
しか

らざれば、折角
せつかく

勃興
ぼつこう

の機
き

運
うん

に向
むか

へる我
わ

が國
くに

スキー界
かい

に多大
た だ い

の汚點
を て ん

を止
とゞ

む

ることになりはせぬかと思
おも

へば、身
み

の責任
せきにん

のいかに重
ぢう

且
か

つ大
だい

なるかを感
かん

ぜざるを得
え

なかつたのであ

る。 

 糸魚川驛
いといがはえき

には添田
そ へ だ

中學
ちうがく

校長
かうちやう

が出
で

迎
むか

へて下
くだ

され、旅舎
りよしや

の面倒
めんだう

まで見
み

て下
くだ

さる。
よる

は同村
どうそん

の高橋
たかはし

、

大久保
お ほ く ぼ

敎
けう

諭
ゆ  

が見
み

えられ、白馬
は く ば

登山談
とざんだん

に
はな

が
さ

く。平尾
ひ ら を

君
くん

が越賀
え つ が

國境
こくきやう

の醫王山
いわうざん

スキー登
と

山
ざん

に九死
し

に

一生
しやう

を得
え

た苦心談
くしんだん

が、一座
ざ

を賑
にぎ

はす。 

 

（2）白
びやく

蓮
れ ん

華
げ

の
さ

け る が 如
ご と

く  

 明
あく

れば廿六日
にち

、糸魚川
いといがは

から姬川
ひめがは

に沿
そ

うて行
ゆ

く。ここから約
やく

三里
り

の間
あひだ

は自動車
じどうしや

が通
つう

じて、高
たか

橋
はし

敎
けう

諭
ゆ  

は根小屋
ね ご や

まで同行
どうかう

してくれる。仰
あふ

げば左
ひだり

には黑姬
くろひめ

の秀峰
しうはう

峙立
ぢ り つ

し、
まへ

には明 星
みやうじやう

、駒
こま

ヶ岳
だけ

などの連山
れんざん

白裝
はくさう

して、我等
わ れ ら

を迎
むか

へるが如
ごと

く、壯美
さ う び

のかぎりを盡
つく

してゐる。 

 根小屋
ね ご や

に着
つ

いて、高橋
たかはし

敎
けう

諭
ゆ  

と別
わか

れる時
とき

が來
き

た。 

『君
きみ

の壯擧
さうきよ

は、眠
ねむ

れる日本人
にほんじん

を覺醒
かくせい

するに足
た

りる。しつかり賴
たの

む！』 

 別
わか

れの言葉
こ と ば

は、身
み

にしみて私
わたし

の胸
むね

に殘
のこ

つた。 

 船越
ふなこし き

者
しや

、私
わたし

、人夫
に ん ぷ

の三人
にん

は、後
あと

に殘
のこ

つた。道
みち

を緣
ふち

どつて流
なが

れる姬川
ひめかは

の水
みづ

は、さながら白
しろ

絹
ぎぬ

を懸
か

けたるが如
ごと

く、それも白馬
は く ば

の雪
ゆき

や氷
こおり

が雪溪
せつけい

の下
した

を潜
くゞ

り潜
くゞ

つて來
き

た水
みづ

かと思
おも

へば、見
み

る眼
め

に懷
なつか

しい

氣持
き も ち

が湧
わ

くのである。 

 大正
たいしやう

橋
ばし

を經
へ

て、小
こ

瀧
たき

村
むら

に至
いた

れば、恰
あだか

も小學
せうがく

校
かう

の落成式
らくせいしき

で、夙
つと

にこの擧
きよ

に就
つ

いて心配
しんぱい

してゐてく

れた村會
そんくわい

議員
ぎ ゐ ん

小椋
を ぐ ら

氏
し

始
はじ

め、一同
どう

の歡迎
くわんげい

に遇
あ

ふ。小瀧
こ た き

は、なかなかよい雪景色
ゆきげしき

である。萱屋根
か や ゝ ね

の銳角
えいかく

をなした家
いへ

は、あちらに一軒
けん

、こちらに一軒
けん

と雪中
せつちう

に散在
さんざい

する光景
くわうけい

は、かの雪
せつ

舟
しう

の繪
ゑ

を眼
め

の
まへ

に見
み

るやうな氣持
き も ち

がされた。村長
そんちやう

中村
なかむら

氏
し

の宅
たく

に泊
とま

る。 
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 廿七日
にち

は、小瀧
こ た き

より山
やま

の坊
ばう

峠
たうげ

を越
こ

えて、大所
おほしよ

の字
あざ

木地谷
き ぢ や

を 志
こゝろざ

す。それも途中
と ち う

、雪崩
な だ れ

のために大
おほ

所
しよ

川
がは

の橋
はし

が落
お

ちてゐるので、平岩
ひらいわ

の方
はう

を廻
まは

る。雪
ゆき

が深
ふか

い。船越
ふなこし き

者
しや

とも愈々
いよいよ

別
わか

れねばならぬことに

なつた。 

『無事
ぶ じ

成功
せいこう

を祈
いの

る！』 

『旦那
だ ん な

、險
あぶ

ないことは、めつたにやらんで下
くだ

さい……』 

 かういふ
き

者
しや

と、人夫
に ん ぷ

を送
おく

つて、私
わたし

はスキーで村
むら

外
はづ

れまで下
お

りて行
ゆ

く。寂
しん

とした深
ふか

い白
はく

雪
せつ

の中
なか

を、

細々
ほそぼそ

と通
かよ

ふ路
みち

を辿
たど

りつゝ、
き

者
しや

と人夫
に ん ぷ

の姿
すがた

は、やがて小
ちひ

さく黑
くろ

く、點
てん

のやうに消
き

えてゆく。 

 ぢつと、物
もの

蔭
かげ

から見
み

送
おく

つてゐる私
わたし

の眼
ま

蓋
ぶた

には、熱
あつ

い淚
なみだ

が浮
うか

んだ。 

 再
ふたゝ

び村
むら

に歸
かへ

り、小椋
を ぐ ら

氏
し

と同道
どうだう

、山
やま

の坊
ばう

峠
たうげ

へと向
むか

ふ。雪
ゆき

の深
ふか

さ實
じつ

に一
ぢやう

、しかも峠
たうげ

の頂
ちやう

上
じやう

か

ら眺
なが

めた白馬
は く ば

連峰
れんぽう

の壯觀
さうくわん

は、實
じつ

に天下
て ん か

の大觀
たいくわん

だつた。『あの峰
みね

は何
なに

、この谷
たに

は何
なに

』と、小椋
を ぐ ら

氏
し

は私
わたし

のために一々指呼
し こ

してくれる。そこから見
み

た白馬
は く ば

連山
れんざん

は恰
あたか

も白
しろ

い蓮華
れ ん げ

の
はな

の開
ひら

いたやうで、見
み

る

私
わたし

達
たち

には 快
こゝろよ

い爽
さわや

かな氣
き

が胸
むね

に滿
み

ちる。 

 峠
たうげ

の頂 上
ちやうじやう

から平岩
ひらいは

への滑走
くわつそう

は實
じつ

に痛快
つうくわい

だつた。小椋
を ぐ ら

氏
し

より約
やく

一時間
じ か ん

も早
はや

く平岩
ひらいは

に着
つ

いた。 

 一茶店
ちやてん

に腰
こし

をかけてゐると、主人
しゆじん

らしい若者
わかもの

は澁
しぶ

茶
ちゃ

をすゝめながら、 

『時
とき

に今度
こ ん ど

越中
ゑつちゅう

の方
かた

で、雪中
せつちう

白馬
は く ば

へ登
のぼ

るさうです！恐
おそ

らく白馬
は く ば

始
はじ

まつてのことでせう』 

『…………』 

 私は默
だま

つて微
び

笑
せう

してゐた。そのうち、小椋
を ぐ ら

氏
し

が到
たう

着
ちやく

して、 

『この人
ひと

こそ、スキーで白馬
は く ば

登山
と ざ ん

をするのだ』と說明
せつめい

すると、若
わか

主人
しゆじん

は私
わたし

の顏
かほ

を見
み

て、びつくり

したのは、可笑
を か

しかつた。 

 平岩
ひらいは

は越
ゑち

後
ご

方面
はうめん

からの白馬
は く ば

登
と

山口
ざんぐち

である。近
ちか

い内
うち

に發電所
はつでんしよ

ができるので大
おほ

きな煉瓦
れんぐわ

の建物
たてもの

が出來
で き

てをる。糸魚川
いといがは

から松本
まつもと

に通
つう

ずる鐵
てつ

道
だう

線
せん

ができる。これが完成
くわんせい

の 曉
あかつき

には、越後
ゑ ち ご

方面
はうめん

よりの白馬
は く ば

登
と

山口
さんぐち

になるであらう。大所
おほしょ

までは、こゝから約
やく

一里
り

である。大所
おほしょ

は戶
こ

數
すう

十戶
こ

の小部落
せうぶらく

。雪
ゆき

の深
ふか

さは

一
ぢやう

に餘
あま

り、どの家
いへ

にも門口
かどぐち

に三 位
ぢやうぐらゐ

の竿
さを

を立
た

て、其上
そのうへ

に木
き

の皮
かは

を長
なが

くふさふさしたものをつけ

てある。これを高男
○ ○

といふのである。これは正 月
しやうぐわつ

の十五日
にち

の
よ

、鬼
おに

が山
やま

からやつてくるがこの高男
○ ○

を恐
おそ

れて逃
に

げ歸
かへ

るといふ、深山
しんざん

傳說
でんせつ

の一つである。 

 こゝから木地谷
き ぢ や

までは約
やく

三十町
ちやう

。木地谷
き ぢ や

は戶
こ

數
すう

僅
わず

かに九戶
こ

で、越後
ゑ ち ご

より白馬岳
はくばだけ

へ登
のぼ

る最終
さいしゅう

の村
むら

である。で、村
むら

の小椋氏
を ぐ ら し

の宅
たく

へ泊
と

まることになつた。この邊
あたり

は雪
ゆき

が一
ぢやう

を越
こ

ゆる二三尺
じやく

もある。

まだ冬
ふゆ

の最中
さいちう

である。村
むら

では、鍋
なべ

をかける自
じ

在
ざい

を
し

用
よう

せぬ習慣
しふくわん

で、どんな大
おほ

きな鍋
なべ

でも皆
みな

五徳
とく

に

かけるのである。村人
むらびと

は極
ご

く質朴
しつぼく

で、純
じゆん

で、案内
あんない

者
しや

でも、賃金
ちんきん

は、信州
しんしう

越中
ゑつちう

の者
もの

よりも安
やす

いこと

を、登山
と ざ ん

靑年
せいねん

のために告
つ

げておく。 

 

（3）丈餘
ぢやうよ 

の熊
くま

を仕止
し と

めた獵
れふ

師
し

 

 翌日
よくじつ

は準備
じゆんび

のために滯在
たいざい

。その間
あひだ

、小椋
を ぐ ら

氏
し

の配慮
はいりよ

で、二人
ふ た り

の人夫
にんぷ 

が決定
けつてい

された。 

 一人
ひ と り

は信州
しんしう

北安曇郡
きたあづみぐん

北小谷村
きたこたにむら

大網
おほあみ

の獵
れふ

師
し

で、昨年
さくねん

は單身
たんしん

丈餘
ぢやうよ

の大熊
おほぐま

を射
い

とめたといふ强
がう

の者
もの

。

一人
ひ と り

は小瀧村
こたきむら

字山
あざやま

の坊
ぼう

の獵
れふ

師
し

で久保田
く ぼ た

忠
たゞ

雄
を

といふ。これも亦
また

熊
くま

とりの名人
めいじん

である。熊
くま

の生活
せいくわつ

狀態
じやうたい
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については專門
せんもん

の動物
どうぶつ

學者
がくしや

以上
いじやう

の知識
ち し き

がある。荷物
に も つ

は五十貫
くわん

はらくに負
お

うといふ强力
がうりき

で、百發
ぱつ

百中
ちう

 

熟練
じゅくれん

の獵
れふ

師
し

である。この二人
ふ た り

の獵
れふ

師
し

が案内
あんない

すれば、如何
い か

なる山
やま

の奥
おく

でも、谷
たに

の底
そこ

でも行
ゆ

かれぬと

いふ所
ところ

はない。獵師
れ ふ し

は、 

『昔から
．．．

雪
．
中白馬岳に登つた人はない
．．．．．．．．．．．．

。あなた方
がた

が成功
せいこう

すれば私等
わたしら

の名
な

まで永久
えいきう

に傳
つた

はるのだ』と

喜
よろこ

び勇
いさ

む。この二人
ふ た り

の決死的
けつしてき

意氣
い き

には非常
ひじやう

に力强
ちからづよ

く感
かん

じた。登山
と ざ ん

に必要
ひつえう

なものは大
だい

體
たい

木地谷
き ぢ や

で間
ま

に合
あ

ふ。卽
すなは

ち米
こめ

、みそ、みそづけ、鹽
しほ

、葛粉
く ず こ

、干し鰯
ほしいはし

、提灯
ちやうちん

、カンジキ、マツチ、砂糖
さ た う

、其他
そ の た

獵師
れ ふ し

が山
やま

へ熊
くま

や氈鹿
かもしか

をとりに行
ゆ

くときに必要
ひつえう

なものは、すべて用意
よ う い

した。獵
れふ

師
し

等
ら

は、『米
こめ

は少
すく

なくても、

鹽
しほ

を多
おほ

く持
も

つて行
ゆ

くやうに』とすゝめた。『米
こめ

がなくなれば獸
けもの

を獲
と

つて食
く

ふことが出來
で き

るが鹽
しほ

けの

なくなつたときはこまる』といふのである。また曰
いは

く、『山
やま

に入
い

るには白玉粉
しらたまこ

をもつがよい。湯
ゆ

を沸
わか

かして粉を入れると餅
もち

ができる。輕
けいべん

でよい』といふ。昨年
さくねん

中島
なかじま

君
くん

と雪中
せつちう

立山
たてやま

登山
と ざ ん

の際
さい

パンを多
おほ

く

持
も

つたが、これは容積
ようせき

のみ多
おほ

くて失敗
しつぱい

であつた。越賀
ゑ つ が

の國境
こくきやう

醫王山
いわうざん

にスキーで登
のぼ

つた途中
と ち う

、吹
ふぶ

雪
き

で

道
みち

をとり違
ちが

え、山
やま

の中腹
ちうふく

で一
や

を明
あか

した際
さい

、一行
かう

は豆
まめ

餅
もち

を多
おほ

く持
も

つておつたから、それで命
いのち

が救
すく

は

れた。この度
たび

も萬
まん

一のことがあつた際
さい

の用意
よ う い

のため、豆
まめ

餅
もち

を三升
じよう

ついてもらつた。 

 

（ 4）翅
し

長
ちやう

一
ぢやう

の大
おほ

鷹
たか

 

 三月
ぐわつ

二十九日
にちあさ

、泡
あわ

雪
ゆき

が三尺
じやく

も降
ふ

つた。家々
いへいへ

のすべての窓
まど

は深
ふか

く雪
ゆき

でとざされた。この窓
まど

の雪
ゆき

を除
のぞ

くのが却々
なかなか

大仕事
おほしごと

である。獵師
れ ふ し

の最
もつと

も恐
おそ

れるのはこの泡
あわ

雪
ゆき

で、これが降
ふ

ると、獵師
れ ふ し

は何時
い つ

で

もそれが固
かた

まるまで動
うご

かない。立山
たてやま

で失敗
しつぱい

したのも泡
あわ

雪
ゆき

が降
ふ

つたからである。で、同
おな

じ泡
あわ

雪
ゆき

のため、

出發
しゆつぱつ

することが出來
で き

ないで、同日
どうじつ

は木地谷
き ぢ や

に滯
たい

在
ざい

しなければならなかつた。 

 卅日
にち

は一天
てん

からりと晴
は

れた雪
ゆき

晴
ば

れの好天氣
かうてんき

。勇敢
ゆうかん

なる二名
めい

の獵
れふ

師
し

と共
とも

に、午
ご ぜん

八時
じ

木地谷
き ぢ や

を發
はつ

す。

折柄
をりから

小椋
を ぐ ら

氏
し

は他出
たしゆつ

して、家
いへ

の人々
ひとびと

は村
むら

外
はづ

れまで見
み

送
おく

つてくれる。 

 道
みち

なき雪
せつ

中
ちう

を進
すす

む間
あひだ

も、地
ち

はぬかるんで股
また

までを
ぼつ

する。夏
なつ

のやうに汗
あせ

が眼
め

にしみて痛
いた

い。 

 登
のぼ

り約
やく

一里
り

にして、白
しら

池
いけ

といふのがある。降積
ふりつも

つた雪
ゆき

にその所
しょ

在
ざい

も定
さだ

かではないが、夏
なつ

ならば木
こ

の葉
は

一枚
まい

もない淸
きよ

い地
ち

水
すゐ

だといふ。池
いけ

の眞
まん

中
なか

と思
おも

はれるあたりを一直線
ちよくせん

に橫斷
わうだん

する間
あひだ

も、四邊
あ た り

の

雪
ゆき

景色
げ し き

の爽快
さうくわい

なる樣
さま

が心
こゝろ

を惹
ひ

く。それも太古
た い こ

以來
い ら い

斧鉞
ふ ゑ つ

を知
し

らぬ大森林
だいしんりん

はすくすくと池
いけ

を圍
かこ

み、

樹下
じ ゆ か

には、兎
うさぎ

、狸
たぬき

、貂
むじな

などの足迹
そくせき

を縱橫
じうわう

に印
いん

して、そゞろ神祕
し ん ぴ

の氣
き

に撲
う

たれる。 

 白
しら

池
いけ

から八丁坂
ちやうざか

までは實
じつ

に危險
き け ん

な箇
か

所
しよ

が多
おほ

かつた。雪
なだ

崩
れ 

のあるときには通
とほ

ることができない。急
きふ
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峻
しゆん

胸
むね

を衝
つ

くやうなところもある。それも獵師
れ ふ し

がカンジキで漸
やつ

と登
のぼ

るところでも、スキーにアサラ

シをつけて行
ゆ

くと容易
よ う い

に登
のぼ

ることが出來
で き

る。荷物
に も つ

は多
おほ

いし、雪
ゆき

は深
ふか

いし、どう努力
どりよく

をしても今日
こんにち

は

蓮華
れ ん げ

溫泉
をんせん

までは行
ゆ

くことは出來
で き

ない。どうしても途
と

中
ち う

露營
ろ え い

しなければならない。獵
れふ

師
し

のいふには『これから

少
すこ

し下
くだ

ると宇戶
う ど

川
がは

の小屋
こ や

がある。夏
なつ

は樵夫
き こ り

が來
き

てゐるし、冬
ふゆ

は獵
れふ

師
し

が兎
うさぎ

を獲
と

りに來
く

るところです』と。で、そ

こに下
くだ

つて露營
ろ え い

することにした。荷物
に も つ

を大
おほ

きな花柏
さ は ら

の木
き

のもとにおろして、今晩
こんばん

の必要品
ひつえうひん

だけを取
と

り出
だ

し、

其他
そ の た

はひとまとめにして、其上
そのうへ

の澤山
たくさん

の針葉樹
しんえふじゆ

の枝
えだ

をかけて見
み

えないやうにした。このあたりには羽
はね

をひろ

げると一
ぢやう

位
ぐらゐ

もある大鷹
おほたか

がゐる。もし、それに見
み

つけられたら、食
しよく

物
もつ

はどこへでも掠
さ ら

つて行
い

かれてしまふ。

それが一番
ばん

恐
おそ

ろしいのだ。するうち、獵師
れ ふ し

は今
こ ん や

の御
ご

馳走
ち そ う

の兎
うさぎ

を獲
と

ると言
い

つて、針葉
しんえふ

樹林
じゆりん

の中へ入つてし

まつた。と、銃聲
じうせい

が聞
きこ

える。行
い

つて見
み

ると、獵師
れ ふ し

は兎
うさぎ

の足
あし

を持
も

ち上
あ

げて『先生
せんせい

、兎
うさぎ

をとりました』といふ。予
よ

は

非常
ひじやう

にうれしかつた。で、それを引摺
ひ き ず

つて行
い

つて、宇戶
う ど

川
がは

の小屋
こ や

で飯
めし

を焚
た

く、兎
うさぎ

を料理
れ う り

する。食
くひ

飽
あ

きれば

着
き

のみ着
き

のまゝで、外套
ぐわいたう

を羽織
は お

つたまゝ、足
あし

を焚火
た き び

の方
ほう

へ差出
さ し だ

してごろりとなる。
よ

は非常
ひじやう

にさむい。冷々
ひえびえ

として、幾度
い く ど

も目
め

が醒
さ

める。で、消
き

えがちになる焚火
た き び

に驚
おどろ

いて、幾度
い く ど

か火
ひ

をさしくべる。 

 

（ 5）深 山 の奇遇 ！ 

 三十一日
にち

、夙
はや

く宇戶
う ど

川
がは

の小屋
こ や

を出
で

る。昨
さ く て う

もやつたが、今
こんてう

も山
やま

の神樣
かみさま

に祝砲
しゆくはう

を上
あ

げる。兎
うさぎ

はぴよんぴ

よんと逃
に

げだす。八丁坂
ちやうざか

の方
はう

へ登
のぼ

つて行
ゆ

くと、何
な

んだか人
ひと

の聲
こえ

がする。 

『おや、獵師
れ ふ し

でも來
き

たのかしらん』と思
おも

ふと、これは私
わたし

と
まへ

に同行
ど うか う

するつもりであつた笹川
さゝがは

君
くん

と人夫
に ん ぷ

二人で

あつた。 

『奇
き

遇
ぐう

！奇
き

遇
ぐう

！』 

 と、二人
ふ た り

は走
はし

り寄
よ

つて、手
て

を握
にぎ

り
かは

して喜
よろこ

んだ。お互
たが

いの眼
め

は感激
かんげき

の情
じやう

に潤
う る

む。聞
き

けば、笹川
さゝがは

君
くん

は、私
わたし

が單獨
たんどく

で出發
しゆつぱつ

したことをきいて大
おほい

に心配
しんぱい

せられ、早
はや

く行
い

つて引
ひ

きかへしてくれるやうに依賴
い ら い

されて來
き

たの

であつた。この度
たび

こそ、どうしても目的
も くてき

を達成
たつせい

しなければならぬと思
おも

つて出發
しゆつぱつ

したものを、今
いまさら

歸
かへ

るわけに

はゆかぬ。で、糧食
りやうしよく

も充
じ う

分
ぶん

準備
じゆんび

してあるし、いつそ同行
ど うか う

したらとすゝめた。で、笹川
さゝがは

君
くん

もミイラに取
と

られたミイ

ラ取
と

りになつてしまふ。スキーには深
ふか

い經驗
けいけん

を持
も

つてをられる笹川
さゝがは

君
くん

を得
え

て、一行
かう

は非常
ひじやう

に元氣
げ ん き

づき、

勇氣
ゆ う き

百倍
ばい

、蓮華
れ ん げ

溫泉
をんせん

に向
むか

つて
ぜん

進
しん

した。 

 溫泉
をんせん

について見
み

ると建物
たてもの

はすべて雪
せつ

下
か

にうづもれてをる。こすき（雪
ゆき

を除
のぞ

くもの）を持
も

つて二時間
じ か ん

も雪
ゆき

を掘
ほ

つて漸
やうや

く建物
たてもの

の中
なか

に入
はひ

ることができた。中
なか

は眞
まつ く ら

である。獵師
れ ふ し

は熊
く ま

をとりにきてこゝに止
と ま

るらしい。我等
わ れ ら

は

こゝに露營
ろ え い

することになつた。二人
ふ た り

の獵
れふ

師
し

は兎
うさぎ

をとりに出
で

かける。笹川
さゝがは

君
くん

のつれて來
き

た二人
ふ た り

の人夫
に ん ぷ

の中
う ち

一

人
にん

は、この溫泉
をんせん

から歸
かへ

した。其
そ

の中
う ち

の一人は木地谷
き ぢ や

の者
もの

で、内林
うちばやし

鈞
きん

次
じ

郞
ら う

といふ六尺餘
しやくよ

の男
をとこ

である。

宿營地
しゆくえいち

につくと色々
いろいろ

仕事
し ご と

の分
ぶん

擔
たん

があるので人
ひと

を多
おほ

く要
え う

する。其
そ

の中
う ち

に獵
れふ

師
し

はかへつて來た。何
なに

かとれたか

といふと、二疋
ひき

の兎
うさぎ

と一疋
ぴき

の狐
きつね

の子
こ

のやうなものをとつて來
き

たといふ。が、よくよく見
み

ると、それは狐
きつね

ではな

くて、えぞいたち
・ ・ ・ ・ ・

といふものである。この鼬
いたち

は夏
なつ

は茶色
ちやいろ

をしてをるが、冬
ふゆ

になると白色
はくしょく

になる。保
ほ

護
ごし

色
よ く

をもつ

てくる。
よ

は
また

兎
うさぎ

の鉈
なた

料理
れ う り

で舌鼓
したづゝみ

をうち、夕飯
ゆふめし

を食
た

べた。露營
ろ え い

で最
もつと

も苦
く る

しかつたのは煙
けむり

であつて、これは

寒
さむ

さよりも何
なに

よりも苦
く る

しい。それを防
ふせ

ぐには、あの水泳用
すゐえいよう

の緣
ふち

のある眼鏡
め が ね

がよほどよいやうである。 
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（6）瀨
せ

戸
と

川
がは

の 險
けん 

を越
こ 

ゆ 

  四月
ぐわつ

一日
じつ

、蓮華
れ ん げ

溫泉
をんせん

から雪
ゆき

倉
く ら

の麓
ふもと

にある金山
かなやま

事務
じ む

所
しょ

迄
まで

を 志
こゝろざ

す。出發
しゅつはつぜん

、笹川
さゝがは

君
くん

と二人
ふ た り

で湯
ゆ

の出口
で ぐ ち

に行
い

つて見
み

ると、ここは立山
たてやま

の地獄
ぢ ご く

谷
だに

と同樣
ど うや う

で、廣
ひろ

い赤土
あかつち

の上
うへ

へ、湯
ゆ

がふつふつと噴出
ふ き だ

して居
ゐ

る。湯氣
ゆ げ

が

立上
たちあが

る樣
さま

は恐
おそ

ろしい。今日
け ふ

で好天氣
か う て ん き

が三日
か

つゞく。雪
ゆき

の反射
はんしや

光線
かうせん

のために顏
かほ

は眞黑
まつくろ

になりぴりぴりする。
よ

は穴
あな

の如
ごと

き小屋
こ や

の中
なか

で煙
けむり

のために眼
め

は强度
きやうど

の結膜炎
けつまくえん

を起
おこ

してをる。太陽
たいやう

が閃
ひら

めくと眼
め

は明
あ

けて居
ゐ

られ

ない。一行
かう

は盲目
ま う も く

の行列
ぎやうれつ

のやうである。笹川
さゝがは

君
くん

が用意
よ う い

の黑
く ろ

い布片
ふ へ ん

を眼
め

にあてゝ進
すす

む樣
さま

は、實
じつ

に悲慘
ひ さ ん

なも

のである。鬼
おに

をも挫
ひし

ぐ此
こ

の勇士
ゆ う し

も眼
め

があかぬのでは、如何
い か ん

とも致
いた

し方
かた

はない。そろそろと牛
う し

の步
あゆ

むが如
ごと

くに

進
すす

んだ。 

 溫泉
をんせん

から約
やく

一里
り

も進
すゝ

むで瀨戶
せ と

川
がは

を越
こ

えて雪
ゆき

倉山
くらやま

の斜面
しやめん

に移
うつ

るところがある。こゝは却々
なかなか

困難
こんなん

だつた。

笹川
さゝがは

君
くん

は名
な

だたるスキーの名人
めいじん

、凍
こほ

れる雪
ゆき

を巧
たく

みに滑走
くわつそう

して谷
たに

の方
はう

へ下
くだ

つて行
い

つた。私
わたし

は上
うへ

の方
はう

に居
を

つてそれを見
み

てゐる。かく凍
こほ

つてをる時
と き

はころげるといくらでも落下
ら く か

して、寔
まこ

とに危險
き け ん

である。斜面
しやめん

の少
すこ

しゆ

るやかな所
ところ

を見て、私
わたし

はその方
はう

へ滑走
くわつそう

して瀬戶川を越えて、漸
やつ

とのことで雪
ゆき

倉
く ら

の斜
しや

面
めん

に移
うつ

ることが出來
で き

た。二人
ふ た り

で暫
しば

らく休
やす

んで居
ゐ

ると、三人
にん

の獵
れふ

師
し

はやつて來
き

た。重
おも

い荷物
に も つ

を負
お

うて急
きふ

坂
はん

を下
くだ

るのだ。もし轉
ころ

げれ

ば谷
たに

に落
お

ちるので、命
いのち

はない。向側
むかうがは

にゐる私等
わたしら

は人夫
に ん ぷ

の轉
ころ

げないやうにと、神
かみ

に祈
いの

るより外
ほか

はなかつた。

今
いま

思
おも

ひ出
だ

してもぞつとするのである。 幸
さいはひ

にして獵師
れ ふ し

は無事
ぶ じ

に通過
つうくわ

することができた。雪
ゆき

の登
と

山
ざん

には充分
じうぶん

注意
ち う い

したつもりであつたが、尙
なほ

獵師
れ ふ し

も自分
じ ぶ ん

も盲目
ま う も く

のやうになつた。さうして萬
まん

一谷底
たにそこ

へ人夫
に ん ぷ

が落
お

ち

たならば如何
い か

にしてこれを救
すく

うてやられたらうか。

今
いま

、思
おも

ひ出
だ

しても、全
ぜん

身
しん

がぞうつとする。 

 此
こ

の日
ひ

の午後
ご ゞ

からバロノメーターの針
はり

が惡
わる

くな

つた。午後
ご ご

の二時
じ

頃
ごろ

からぐわうぐわうと瀧
たき

のやう

な
おと

がして來
き

た。獵師
れ ふ し

は『山
やま

なりがして來
き

たから

風
かぜ

になるのでせう』といふ。愈
いよい

よ風
かぜ

になつたなら

ば、私
わたし

達
たち

の運
うん

命
めい

は如何
ど う

なるのであらうか。人里
ひとざと

を離
はな

れて六七里
り

も山
やま

に入
はひ

つてゐる。一つの山
やま

を

越
こ

えるにも何時間
な ん じ か ん

とかゝる所
ところ

がある。進
すゝ

むにも

逃
に

げるにも容易
よ う い

のことではない。私
わたし

達
たち

は唯
たゞ

無量
むりよ う

の感
かん

に打
う

たれるのであつたが、兎
と

に角
かく

獵師
れ ふ し

より

先
さき

になつて、金山
かなやま

事務
じ む

所
しょ

まで急
きふ

行
かう

した。 

 それも金山
かなやま

事務
じ む

所
しょ

について見
み

ると、小屋
こ や

はつ

ぶれてをるやうである。と見
み

た笹川
さゝがは

君
くん

と 私
わたし

の

失望
しつばう

落擔
らくたん

は、名狀
めいじやう

すべからざるものがあつた。

天候
てんこう

は益々
ますます

險惡
けんあく

になる。如何
ど う

したらよからうか。

よく見
み

ると煙突
えんとつ

は二本
ほん

ある。僅
わづ

かに出
で

て居
ゐ

るから

恰
あだか

も家
いへ

がつぶれたやうになつて見
み

える。其
そ

の

煙突
えんとつ

から見
み

ると、中
なか

は一ぱいの雪
ゆき

である。とても
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此
こ

の小屋
こ や

に泊
と ま

ることは出來
で き

ぬやうである。此
こ

の分
ぶん

では溫泉
をんせん

まで逃
に

げなければならぬかと思
おも

ひ、獵師
れ ふ し

に荷物
に も つ

を途中
と ち う

に置
お

いて急
いそ

いで來
き

て見
み

るやうにと合圖
あ ひ づ

をした。獵師
れ ふ し

は直
たゞ

ちにやつて來
き

た。 

 

（ 7）白
はく

馬
ば

山
さん

下
か

雪
せつ

中
ちう

露
ろ

營
えい

 

『でも、溫泉
をんせん

まで引
ひつ

返
かへ

せば、二度
ど

とこゝへ來
く

ることは出來
で き

ない』駈
か

けつけた獵師
れ ふ し

は腕組
うでぐみ

をして考
かんが

へてゐたが、

やがて勇敢
ゆうかん

にも煙突
えんとつ

の中から這入
は ひ

つて行
い

つた。全
まつた

く命
いのち

がけの仕事
し ご と

である。 

 暫
しば

らくにして出
で

て來
き

た獵
れふ

師
し

は『中
なか

は宿
と ま

ることが出來
で き

る』といふ。そこで一行
かう

は必死
ひ つ し

になつてこすき
．．．

で小屋
こ や

の

入口
いりぐち

と思
おも

ふところを掘
ほ

つた。一
ぢやう

も掘
ほ

つて漸
やうや

く中
なか

に入
はひ

ることが出來
で き

た。獵師
れ ふ し

は毎年
まいねん

この邊
へん

まで氈鹿
かもしか

をとりに

くるのであるが今年
こ と し

のやうに雪
ゆき

の多
おほ

い年
と し

は珍
めづ

らしいというて驚
おどろ

いてをつた。ことにこの金山
かなやま

事務
じ む

所
しょ

のあるあ

たりは、風
かぜ

の吹
ふ

く所
ところ

であるから、此
こ

の建物
たてもの

は雪
ゆき

で埋
うづ

もれてゐることは殆
ほと

んどないと老
ろ う

練
れん

な獵
れふ

師
し

はいうてゐた

のに、僅
わづ

かに煙突
えんとつ

の尖
さき

が一尺
しやく

位
ゞらゐ

しか出
で

てゐないのである。 

 夕方
ゆふがた

になつて風
かぜ

は少
すこ

しく軟
やは

らいだ。獵師
れ ふ し

は『このあたりに氈鹿
かもしか

がゐるから』というて銃
じ う

を持
も

つて出
で

て行
い

つた。

殘
のこ

りの人夫
に ん ぷ

は、飯
めし

を焚
た

く、兎
うさぎ

を料理
れ う り

する、鳥
と り

の肉
にく

を燒
や

く。色々
いろいろ

の御馳走
ご ち そ う

獵師
れ ふ し

は歸
かへ

つて來
き

た。小連華
こ れ ん げ

の中腹
ちうふく

まで追
お

ひかけたけれども、倒頭
た う と う

とることは出來
で き

なかつたといふ。
よる

になつて、バロ

ノメーターの針
はり

がよくなつた。明日
あ す

こそは白馬
は く ば

の頂上
ちやうじやう

を極
きは

めることが出來
で き

ると思
おも

ふと、何
なん

ともいはれぬ嬉
うれ

しさ

を全
ぜん

身
しん

に湧
わ

く。今晩
こんばん

は色々
いろいろ

のものをうんと食
く

ふといふことにして、紅茶
こうちや

ものむ。菓子
く わ し

も食
く

ふ。古
ふる

い洗面器
せんめん き

を

探
さが

して、中
なか

に水
みづ

を張
は

り、火
ひ

にかけて、葛湯
く ず ゆ

をつくる。こんなことは、山
やま

小屋
ご や

でなければ全
まつた

く見
み

られぬことであ

る。夏
なつ

は黑
く ろ

部
べ

の奥
おく

で岩魚
い は な

をとつて食
しよく

し、冬
ふゆ

は白馬
は く ば

の麓
ふもと

で兎
うさぎ

を捕
と ら

へて食
く

ふ。あゝ何
なん

といふ今年
こ と し

の痛快
つうくわい

な

旅行
り よ か う

であらう！ 

『これで旦那
だ ん な

、氈鹿
かもしか

さへとれましたらなあ！』と獵師
れ ふ し

と言
い

ふ。 

 

（8）刻々
こくこく

に迫
せま

る死
し

の痛苦
つ う く

 

 翌
よく

二日
か

は午
ご ぜ ん

一時
じ

頃
ごろ

から目
め

を覺
さま

して外
そと

へ出
で

て見
み

ると、星
ほし

がたくさん光
ひか

つて見
み

える。心
こゝろ

も勇
いさ

んで小屋
こ や

の中
なか

へ入
はひ

り、一行
かう

を起
おこ

した。明
あ

け方
がた

の月
つき

はほのかに小蓮華
こ れ ん げ

の方
はう

から差上
さしあが

る。實
じつ

に爽
さわや

かな 曉
あかつき

である。寒
かん

月
げつ

氷
こほり

を

照
てら

らすとはまさにこの事
こ と

だ。獵師
れ ふ し

は『お月樣
つきさま

が笠
かさ

を被
かぶ

つてゐるから、今日
け ふ

は風
かぜ

かもしれない、從
したが

つて午
ご ぜ ん

十

時位
じぐらゐ

までは天候
てんこう

は大 夫
だいぢやうぶ

だらうから、それまでに是非
ぜ ひ

頂上
ちやうじやう

を極
きは

めなければならぬ』といふ。 

 四時半
 じ はん

、金山
かなやま

事務
じ む

所
しょ

を發
はつ

す。四面
めん

はまだ薄
うすぐら

がりであるけれど、小蓮華
こ  れ ん げ

や
ぜん

面
めん

の鉢
はち

ヶ岳
だけ

などは闇
やみ

の中
なか

に

もよく見
み

わけられて、爽快
さうくわい

である。雪
ゆき

が凍
こほ

つてゐて一足
あし

ごとに物凄
ものすご

いやうな
おと

を發
はつ

する。深山
しんざん

の氣
き

はひしひ

しと身
み

に迫
せま

り、一種
しゆ

敬虔
けいけん

の念
ねん

に打
う

たれて總
そう

身
み

がぎりぎりする。 

 六時
じ

頃
ごろ

から風
かぜ

が吹
ふ

いてきた。雪
ゆき

は大分
だ い ぶ

ぬかるやうになつてきた。步
ある

くに困難
こんなん

になつた。吹
ふゞ

雪
き

は益々
ますます

强
つよ

くな

つて吹
ふ

き飛
と

ばされるやうである。獵師
れ ふ し

は『この風
かぜ

では、とても小蓮華
こ れ ん げ

の峰
みね

づたひに白馬
は く ば

の頂上
ちやうじやう

に行
ゆ

くことは

できない』といふ。昔
むかし

あつたといふ鹽谷
し ほ や

飯場
は ん ば

の上
うへ

に出
い

で、鉢
はち

ヶ岳
だけ

の麓
ふもと

を通
とほ

り、
さ ら

に長池
ながいけ

（獵師
れ ふ し

はボーズ池
いけ

と

いふ）より 日岳
あ さ ひ だ け

をさして
ぜん

進
しん

した。陸地
り く ち

測量部
そくりやうぶ

の地圖
ち づ

で見
み

ると、白馬
は く ば

岳
だけ

の西
せい

方
はう

黑部
く ろ べ

國
こ く

有
いう

林
りん

とかいてあるあ

たりである。右
みぎ

を見
み

ても、左
ひだり

を見
み

ても、滿目
まんもく

これ皚々
がいがい

たる雪
ゆき

の山
やま

である。陰
いん

雲
うん

澹
あんたん

として吹
ふ

きまく吹
ふゞ

雪
き

の
おと

が

恐
おそろ

しい。峰
みね

の方
はう

はいかに風
かぜ

が强
つよ

く吹
ふ

くかわからないが、唯
たゞ

煙
けむり

のやうな雪
せつ

片
ぺん

が、濛々
も う も う

として舞揚
まひあが

つてをる。
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悲
かなし

みに似
に

た爽快
さうくわい

な感
かん

情
じやう

が、一行
かう

の胸
むね

から胸
むね

を脈打
みやくう

ち傳
つたは

つて行
ゆ

くのである。 

 そのあたりにはまた雷鳥
らいてう

もゐた。それも、風
かぜ

が强
つよ

く當
あた

つて雪
ゆき

のない、偃松
はひまつ

を出
で

てをる邊
あた

りにゐて、一行
かう

が通
とほ

ると、大吹
おほふゞ

雪
き

の中
なか

を飛
と

んで、何
なに

もない大
おほ

雪
ゆき

原
ばら

に落
お

ちて行
い

つた。今頃
いまごろ

でも飛
と

ぶと尾
を

のあたりには黑
く ろ

い色
いろ

の羽
はね

があるやうだつた。寒
さむ

さは骨身
ほ ね み

に沁
し

む。獵師
れ ふ し

はカンジキの紐
ひも

がとけても結
むす

ぶことができない。目
め

も口
くち

もあける

ことができない。寒
さむ

いからリクサクからシヤツを出
だ

して着
き

ようと思
おも

ふけれども、吹
ふゞ

雪
き

が强
つよ

くてとても取出
と り だ

すこと

できない。それにひどく疲
つか

れたから休憩
きうけい

しようかといふと、獵師
れ ふ し

は休
やす

むと足
あし

が凍
こほ

つてしまふから步
ほ

行
かう

をとめて

はいけないといふ。『これでは迚
とて

も頂上
ちやうじやう

へ行
い

かれぬか』と幾度
いくたび

か思
おも

つた。でも、今
いま

は逃
のが

れることも出來
で き

なけ

れば進
すゝ

むこともできない。謂
い

い知
し

れぬ悲
かな

しみが胸
むね

の底
そこ

からこみ上
あ

げて來
き

た。口中
こ う ち う

もへんになつて物
もの

をいふ

ことも厭
いや

になつてきた。 望
ぜつぼう

に續
つゞ

いて、恐
おそ

ろしい死
し

の刹
せつ

那
な

が刻々
こ く こ く

に迫
せま

る。 

『もうお互
たがひ

いに覺
かく

悟
ご

しなければならんかなあ』 

 ふと笹川
さゝがは

君
くん

の耳
みゝ

に口
くち

をあてゝ私
わたし

がいふと、『 望
ぜつぼう

！』と笹川
さゝがは

君
くん

もたゞ一言
ごん

！あゝその間
あひだ

の辛
しん

苦
く

苦
く

痛
つう

は實
じつ

に筆紙
ひつし  

には盡
つく

すことができない。 

 

（9）
つひ

に
ふゆ

の白馬
は く ば

頂上
ちやうじやう

を極
きは

む 

 夏
なつ

登山
と ざ ん

した時
と き

の
き

憶
おく

によると、最早
も は や

頂上
ちやうじやう

に達
たつ

しなければならぬのに、獵師
れ ふ し

はまだまだというてゐる。

『登山
と ざ ん

者
しや

は案内
あんない

者
しや

の言
げん

のみを信
しん

じてゐることはできない』と聞
き

いて居
ゐ

るから、獵師
れ ふ し

は道
みち

を違
ちが

へているのでは

ないかと心配
しんぱい

し出
だ

した。このボーズ池
いけ

の方
はう

から白馬
はくば  

の頂上
ちやうじやう

へ出
で

るには、「一つ岩
いは

」或
あるひ

は「ハナレ岩
いは

」といふ

所
ところ

があるのであつた。 

 それも一步
ぽ

右
みぎ

すれば黑部
くろべ  

の上流
じやうりう

へ！一步
ぽ

左
ひだり

すれば白馬
はくば  

の頂上
ちやうじやう

へ出
で

るのであつた。 

 しかし、獵師
れ ふ し

はよくそれを知
し

つて居
を

つた。風
かぜ

の
た

え間
ま

に息
いき

を殺
ころ

して進
すゝ

む一行
かう

は唯
たゞ

峰
みね

に鳴
な

るぐわうぐわうた

る物凄
ものすご

い
おと

を聞
き

きながら、一刻
こ く

も早
はや

く頂上
ちやうじやう

に達
たつ

したいといふ希望
き  ば う

で必死
ひ つ し

懸命
けんめい

の努力
ど り よ く

をつゞけた。するうち、

風
かぜ

も少
すこ

し軟
やはら

いで來
き

た。この間
あひだ

に早
はや

く頂上
ちやうじやう

を突破
と つ ぱ

しなければ！と一行
かう

は
さ ら

に最後
さいご  

の勇
ゆう

を鼓
こ

して進
すゝ

んだ。進
すゝ

めば漸
やうや

くにして頂上
ちやうじやう

の小屋
こ や

の所
ところ

に出
で

ることが出來
で き

た。あゝその時
と き

の嬉
うれ

しさ！一行
かう

は皆
みな

跳
をど

り上
あが

つて喜
よろこ

んだ、

跳
は

ねた、踊
をど

つた。笹川
さゝがは

君
くん

と私
わたし

も思
おも

はず手
て

に手
て

をとつて『天祐
てんいう

天祐
てんいう

』の叫
さけ

びを發
はつ

した。一同
ど う

聲
こゑ

をそろえて

『萬歳
ばんざい

』を三唱
しやう

した。祝砲
しゆくはう

を放
はな

つた。荷物
に も つ

をそこに下
おろ

して、私
わたし

はスキーをもち、獵師
れ ふ し

は銃
じ う

をもつて、笹川
さゝがは

君
くん

に寫眞
しやしん

をとつてもらつた。そのうちにも、嬉
うれ

し淚
なみだ

はぽろぽろと頰
ほゝ

を傳
つた

つて流
なが

れた。 リクサクの中
う ち

から氷
こほり

砂糖
ざ た う

を出
だ

して食
た

べる。今
いま

まで顏色
かほいろ

もなかつた一行
かう

は、今
いま

頂上
ちやうじやう

を極
きは

めて元氣
げんき  

百倍
ばい

である。 幸
さいはひ

に天候
てんこう

がよくなつ

て來
き

た。頂上
ちやうじやう

の夏
なつ

毛布
ま うふ  

をかむつて御來光
ごらいくわう

を拜
はい

するあたりは風
かぜ

に吹
ふ

き飛
とば

ばされて、雪
ゆき

は少
すこ

しもない。頂上
ちやうじやう

に達
たつ

したのは午
ご ぜん

九時
じ

二十分
ふん

であつた。 

 斯
かゝ

る神々
かうが う

しき靈岳
れいがく

の 巓
ぜつてん

に登
のぼ

つては、一行
かう

はただただ强
つよ

き何物
なにもの

かに打
う

たれて、人間
にんげん

以上
いじやう

のものに近
ちか

くな

つた如
ごと

く、俗界
ぞくかい

の事
こ と

は何
なに

もかも打
う

ちわすれ、唯
たゞ

天祐
てんいう

を得
え

て雪
せつ

中
ち う

白馬
は く ば

の頂上
ちやうじやう

に到
た う

達
たつ

したのを喜
よろこ

ぶのみであ

つた。特
と く

に 面
ぜんめん

の杓子
しやくし

岳
だけ

と鑓
やり

ヶ岳
たけ

とが、雪
ゆき

を以
もつ

て飾
かざ

られたる其美觀
びくわん

はたゞたゞ一種
しゆ

崇
そう

嚴
ごん

の感
かん

に打
う

たれるの

であつた。西
にし

の方
はう

は雪
ゆき

の朝日
あ さ ひ

岳
だけ

を隔
へだ

てゝ越中
ゑつちう

平野
へ い や

が薄
うす

く見
み

える。其中
そのうち

に黑
く ろ

部
べ

川
がは

と常願寺川
じやうぐわんじがは

とが白
しろ

く帶
おび

を曳

いたやうに認
みと

むることができる。獵師
れ ふ し

は『四ツ谷
や

の方
はう

は道
みち

が黑
く ろ

く見
み

えるから、大町
おほまち

まで自動車
じ  ど う しや

が通
つう

ずるでせう』

というてゐた。たゞこの日
ひ

は南方
なんぱう

雲
ゝん

影
えい

多
おほ

く、槍
やり

ヶ岳
たけ

の連
れん

峰
ぽう

と西北方
せいほくはう

戶隱
とがくし

連
れん

山
ざん

とを見
み

ることが出來
で き

なかつた。

併
しか

し、白
はく

雪
せつ

皚々
がいがい

たる白馬
は く ば

の絕巓
ぜつてん

に立
た

ちて、身
み

は實
じつ

に仙境
せんきやう

にあるの思
おも

ひがした。『一萬
まん

五百尺
しやく

白馬
は く ば

岳
だけ

の
あさ
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ぼらけ吾
われ

も須臾
し ば し

は雲
く も

の上人
うへびと

』とは、實
じつ

にこの心境
しんきやう

であると思
おも

つた。 

 併
しか

し 模樣
そ ら も や う

はわるく、寒氣
か ん き

は烈
はげ

しい。長
なが

く止
と ゞ

まることはできない。やがて一行
かう

は急
いそ

いで、縣營
けんえい

の小屋
こ や

の方
はう

へ下
くだ

つた。 

 

（10）日
に

本
ほん

一の 滑
くわつ

走
そう

場
ぢやう

 

 縣營
けんえい

の小屋
こ や

は屋根
や ね

だけ出
で

てゐて、屋根
や ね

の上
うへ

の石
いし

は一つ一つ現
あら

はれてゐる。私
わたし

達
たち

の最
もつと

も心配
しんぱい

したのは、

小
せう

雪
せつ

溪
けい

が凍
こほ

つてゐるか否
いな

かといふことであつた。併
しか

し天
てん

運
うん

にも、凍
こほ

つてはゐなかつた。これは二十七日
にち

に

泡
あわ

雪
ゆき

が大
だい

分
ぶ

降
ふ

つたため、下
した

の方
はう

は鏡
かゞみ

のやうになつてゐるが、其上
そのうへ

は白
しろ

砂糖
ざ た う

の樣
やう

な雪
ゆき

が積
つも

つて、スキーに

は持
も

つて來
こ

いなのである。『夏
なつ

くれど、白妙
しろたへ

の眺
なが

めは盡
つ

きぬ六つの花
はな

、殘
のこ

りの雪
ゆき

の消
き

ゆるまで、
すき

行
ゆき

駒
こま

を

其儘
そのまゝ

の、姿
すがた

めでたき白馬
は く ば

岳
だけ

』と信州人
しんしうじん

に歌
う た

はれるのも、この雪
せつ

溪
けい

である。笹川
さゝがは

君
くん

と私
わたし

は思
おも

ふがまゝに滑走
くわつそう

した。獵師
れ ふ し

も蓑
みの

をしいて臀部
し り

滑
すべ

りや尻
し り

マークを始
はじ

める。半
はん

制動
せいどう

で滑走
くわつそう

すると、片方
かたはう

の足
あし

がだるくなる。
また

スキ

ームボーゲンをやつて反對
はんたい

の方
はう

へ半
はん

制動
せいどう

で滑走
くわつそう

する。どこまで滑走
くわつそう

してもきりがない。こゝこそはスキー滑
．．．．

走場としては恐らく日本隨一であらう
．．．．．．．．．．．．．．．．．

。如何
い か

程
ほど

滑走
くわつそう

しても少
すこ

しも危險
き け ん

がない。夏
なつ

は雪
ゆき

の割
わ

れ目
め

があつて恐
おそ

ろ

しかつた。冬
ふゆ

は少
すこ

しもそんな所
ところ

がない。兩側
りやうがは

の斷
だん

崖
がい

から少しづゝ雪
なだ

崩
れ

が落
お

ちてゐたけれど、私
わたし

達
たち

の通過
つうくわ

し

た時
と き

は少
すこ

しも危險
き け ん

はなかつた。この大
だい

雪
せつ

溪
けい

は我國
わがくに

スキー家
か

の大樂
だいらく

園
ゑん

となるのもこゝ數
すう

年
ねん

の内
う ち

であらうと思
おも

ふ。

この純潔淸絕
じゆんけつせいぜつ

の神境
しんきやう

の靜幽
せいゝう

にスキーを遊
あそ

ぶ人の多
おほ

からんことを望
のぞ

むこと切
せつ

である。 

 二人
ふ た り

は白馬
は く ば

尻
じ り

まで二十五分
ふん

位
くらゐ

で達
たつ

することができた。二人
ふ た り

は腰
こ し

を下
おろ

して、リクサクの中
なか

から茶
ちや

精
せい

こんろを

取
と

り出
だ

して紅茶
こうちや

をつくつて呑
の

み、キヤラメルを頰
ほお

張
ば

つてゐると、三人
にん

の人夫
に ん ぷ

がやつてきた。いづれもスキー

の威力
ゐり よ く

を嘆
たん

賞
しやう

した。ふと、顧
かへり

みれば、

雲霧
う ん む

深
ふか

く白馬
は く ば

の山巓
さんてん

を包
つゝ

みて、山容
さんよう

少
すこ

し

も見
み

えない。今頃
いまごろ

頂上
ちやうじやう

を越
こ

えるのであつ

たならば何
ど

んなに困難
こんなん

をしなければなら

なかつたらうと、お互
たがひ

に天祐
てんいう

を喜
よろこ

びつヽ、

四つ谷
や

へ向
む

けて急
きふ

行
かう

した。途
と

中
ち う

、長走澤
ながばしりさは

と中山澤
なかやまさは

のあたりは泡
あわ

雪
ゆき

の降
ふ

る
まへ

にあつ

たらしい雪
なだ

崩
れ

のあとが、實
じつ

に身
み

の毛
け

もよだ

つやうだつた。さすがの笹川
さゝがは

君
くん

も『折角
せつかく

無事
ぶ じ

に白馬
は く ば

の頂
ちやう

上
じやう

を極
きは

めて、こゝまで來
き

て、雪
なだ

崩
れ

にあつて死
し

んでならんから注意
ち う い

しませう』と、二人
ふ た り

は周到
し う た う

な注意
ち う い

を以
もつ

て、

數
すう

所
しょ

の危險地
き け ん ち

の通過
つうくわ

を無事
ぶ じ

濟
すま

ませた。

白馬
は く ば

尻
じ り

から四つ谷
や

までのスキー通過
つうくわ

だけ

でもスキー旅行
り よ か う

として大
おほ

きな仕事
し ご と

であると

思
おも

つた。でも其
その

途
と

中
ち う

からスキーのあとが

數條
すうでう

あつた。我黨
わがたう

の士
し

が折々
を り を り

こゝまで來
く

るのかと思
おも

ふと、實
じつ

に愉
ゆ

快
くわい

に感
かん

じた。 
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 四谷
や

についたのは午後
ご ゞ

の三時
じ

頃
ごろ

であつた。獵師
れ ふ し

はまた私
わたし

達
たち

よりも三時間
じ か ん

も遲
おく

れてついた。割合
わりあひ

に早
はや

か

つたので大
おほい

によろこんだ。人間
にんげん

は、嬉
うれ

しい時
と き

には非常
ひじやう

な苦勞
く ら う

を敢
あへ

てしてもさう弱
よわ

るものでないといふことを

つくづく知
し

ることができた。ほんたうにその
よ

の一行
かう

の喜
よろこ

びを何
たと

にたとへよう？ 夕
ゆふ

食
しよく

には、話
はなし

は兎
うさぎ

の鉈
なた

料理
れ う り

のことや、洗面器
せんめん き

で葛湯
く ず ゆ

を造
つく

つたことなどが出
で

た。
また

絕巓
ぜつてん

を極
きは

めたときの痛快
つうくわい

さは、生
う ま

れてから始
はじ

めて

であると話
はな

し合
あ

つた……。 

 あくれば三日
か

の
あさ

、獵師
れ ふ し

は糸魚川
い と い が は

街
かい

道
だう

を歸
かへ

ることになつた。ほんたうに商賣
しやうばい

以上
ゝ じや う

に、誠
まこと

の眞心
まごゝろ

をさゝげて

くれたこの勇敢
ゆうかん

忠
ち う

實
じつ

な獵
れふ

師
し

と別
わか

れなければならぬのは、殘
のこ

り惜
を

しい。土地
と ち

の寫眞屋
し や し ん や

を呼
よ

んで 念
き ね ん

撮影
さつえい

をと

る。四つ谷
や

の人々
ひとびと

は家家
うちいへ

から黑山
くろやま

のやうに出
で

て『あれが白馬
は く ば

を越
こ

えて來
き

た人
ひと

だ。あの黑
く ろ

い顏
かほ

の人
ひと

が』という

て笑
わら

つてゐた。 

 やがて獵師
れ ふ し

達
たち

とあかぬ袂
たもと

を分
わか

つて、笹川
さゝがは

君
くん

と二人
ふ た り

は馬橇
そ り

に乘
の

つて大町
おほまち

へ出
で

る。途
と

中
ち う

大町
おほまち

の山
さん

岳
がく

会
ゝわい

の

幹事
か ん じ

手塚
て づ か

順一郞
じゆんいちらう

氏
し

の歡
くわん

迎
げい

を受
う

けた。嬉
うれ

しかつたのは、氏
し

の顏
かほ

が私
わたし

達
たち

と同樣
ど うや う

に黑
く ろ

かつたことだ。聞
き

けば氏
し

は私
わたし

達
たち

が何時
い つ

四谷
や

へ着
つ

くかと、三日
か

ほど
まへ

から出
で

てゐてくれたさうである。氏
し

の厚意
こ う い

には心
こゝろ

から感謝
かんしや

の情
じやう

をさゝげた。もしも私
わたし

達
たち

があの大
だい

雪
せつ

溪
けい

のあたりで雪
なだ

崩
れ

に逢
あ

つたならば、第
だい

一着
ちやく

に私
わたし

達
たち

を救
すく

ひに來
き

て下
くだ

さる

のは、氏
し

であつたらうと思
おも

つたから。大町
おほまち

では、中學校
ちうがくかう

の春日
かすが  

校長
かうちやう

初
はじ

め諸
しよ

先生
せんせい

から非常
ひじやう

な歡
くわん

迎
げい

をうけた。 

 

（ 11）雪
せつ

中
ちう

白
はく

馬
ば

の登
と

山
ざん

者
しや

へ 

 冬
ふゆ

の登
と

山
ざん

には、案内
あんない

者
しや

として獵師
れ ふ し

が最
もつと

も興味
きようみ

あると思
おも

ふ。スキー登山
と ざ ん

者
しや

でもカンジキを持
も

つ必要
ひつえう

がある。

スキーの故障
こしやう

の出來
で き

た時
と き

や薪
まき

木
ゞ

をとる時
と き

、
また

は
あさ

早
はや

い時
と き

か
よ

に入
い

つてはスキーではとてもいかない。その

時
と き

、カンジキの必要
ひつえう

がある。案内
あんない

者
しや

がスキーに乘
の

ることができれば白馬
は く ば

登山
と ざ ん

は一日
にち

半
はん

でできる。越後
ゑ ち ご

の

木地谷
き ぢ や

を出
い

で、其
そ

の日
ひ

の内
う ち

に雪
ゆき

倉
く ら

の麓なる金山
かなやま

事務
じ む

所
しよ

まで行
ゆ

くことができる。其
その

翌
よ く

日
じつ

は早
はや

くここを出立
しゆつたつ

す

れば、正午
しやうご

までには四つ谷
や

へつくことができる。この度
たび

の經驗
けいけん

によると、雪
せつ

中
ち う

登山
と ざ ん

には案内者
あんないしや

三名
めい

を要
え う

する。

一人
ひ と り

は荷物
に も つ

なしに道
みち

を踏
ふ

んで先頭
せんとう

の任務
に ん む

をする、他
た

の二人
ふ た り

は荷物
に も つ

を
お

うて進
すゝ

むといふやうにする。冬
ふゆ

の登
と

山
ざん

は如何
い か

なる猛者
も さ

でも天候
てんこう

の惡
わる

い時
と き

には進
すゝ

むことはできない。
また

雪
なだ

崩
れ

の多
おほ

い頃
ころ

はいかに焦
あせ

つても目的
も くてき

を

達
たつ

成
せい

することはできない。
また

凍
こほ

つてゐる頃は頗
すこぶ

る危險
き  けん

である。其
そ

の土地
と ち

の獵
れふ

師
し

は、雪
ゆき

の狀
じやう

態
たい

や山
やま

の樣
やう

子
す

を明瞭
めいれう

に知
し

つてゐるから、よく問
と

ひ合
あ

わせて出發
しゆつぱつ

することが大切
たいせつ

である。白馬
は く ば

登山
と ざ ん

は、四ツ谷
や

より登
のぼ

つて四

ツ谷
や

へ下
くだ

るのは容易
よ う い

である。大
だい

雪
せつ

溪
けい

の滑走
くわつそう

は實
じつ

に痛快
つうくわい

である。然
しか

し困難
こんなん

であるが興味
きようみ

の多
おほ

いことは木地谷
き ぢ や

より登
のぼ

りて四ツ谷
や

へ出
で

ることである。それには蓮華
れ ん げ

溫泉
をんせん

は中心點
ちうしんてん

である。こゝには冬
ふゆ

は人
ひと

はゐないけれど、

建物
たてもの

だけはある、こゝに露營
ろ え い

をすれば安
あん

全
ぜん

である。獵師
れ ふ し

は熊
く ま

をとりに行
い

つて何時
い つ

でもこゝに滯
たい

在
ざい

してをる。

こゝから乘鞍岳
のりくらだけ

を越
こ

えて四ツ谷
や

に出
で

るのもおもしろい計畫
けいくわく

である。これは
さ ら

に危險
き け ん

はない。この溫泉
をんせん

から一

日
にち

にして四ツ谷
や

につく。
また

それよりやさしいのは、この溫泉
をんせん

から信州
しんし う

の千國
ご く

といふ村
むら

へ出
で

ることである。これ

は溫泉
をんせん

からは下
くだ

りばかりである。獵師
れ ふ し

は一日
にち

かゝるけれども、スキーで下
くだ

れば二時間
じ か ん

位
ぐらゐ

で達
たつ

することができ

る。何
いづ

れにしても興味
きようみ

のあるスキー滑走
くわつそう

ができ、北
きた

アルプスのスキー橫斷
わうだん

が決行
けつかう

さるゝのである。夏
なつ

でさへ

不祥
ふしやう

の椿事
ち ん じ

を出
だ

す日本
に ほ ん

北
きた

アルプスは、冬期
と う き

、而
しか

も積
せき

雪
せつ

の多
おほ

い頃
ころ

の登
と

山
ざん

は充
じゆう

分
ぶん

の注意
ち う い

がなくてはならぬ。

この度
たび

の登
と

山
ざん

は實
じつ

に準備
じゆんび

のかけたる點
てん

が多
おほ

かつた。 幸
さいはひ

に天氣
て ん き

が四日
にち

もつづいたために天祐
てんいう

にして通過
つうくわ

はできたけれども尋
じん

常
じやう

一樣
やう

のことでは、とても雪
せつ

中
ち う

の白馬山
は く ば さ ん

登山
と ざ ん

はできるものではない。曾
かつ

て白馬
は く ば

に向
むか

つ

たスキー隊
たい

の話
はなし

には『雪
ゆき

の白馬
は く ば

へは氷
こほり

をひく 鋸
のこぎり

をもつて行
い

かなければ登
のぼ

ることはできない』というてをつ
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た。經驗
けいけん

のある方
かた

は御存
ご ぞ ん

じの事
こ と

と思
おも

ふが、四ツ谷
や

から白馬
は く ば

尻
じ り

まで至
いた

らぬ内
う ち

に、長
なが

走
ばしり

澤
さは

、中山澤
なかやまざは

あたりの雪
なだ

崩
れ

の樣
さま

を見
み

たら、誰
だれ

でもゾツとする。この奥
おく

が如何
い か

に恐
おそ

ろしいかといふことが想像
さ う ざ う

がつくであらう。併
しか

し危險
き け ん

が多
おほ

ければそれだけ興味
きようみ

がある。雪
ゆき

の白馬
は く ば

登山
と ざ ん

は夏
なつ

よりも困難
こんなん

であるだけそれだけ興味
きようみ

が深
ふか

い。
また

準備
じゆんび

を

よくして天候
てんこう

さへよければ決
けつ

して難
むつ

かしい事
こ と

ではない。これには白馬
は く ば

尻
じ り

と縣營
けんえい

の小屋
こ や

とに夏
なつ

の中
う ち

に糧
りやう

食
しよく

と

薪
しんたん

を運
はこ

んでおけば、人夫
に ん ぷ

もテントは不要
ふ え う

である。スキー家
か

は自由
じ い う

に行
や

つて、あの天與
て ん よ

のスキー樂
ら く

園
ゑん

であ

る大
だい

雪
せつ

溪
けい

を痛快
つうくわい

に滑走
くわつそう

することができる。我國
わがくに

の優
いう

秀
し う

なる選
せん

手
しゆ

を集
あつ

めてスキー大會
たいくわい

をも開
ひら

くことができると

思
おも

ふ。近
きん

來
らい

冬期
と う き

の登
と

山
ざん

が漸
やうや

く識
しき

者
しや

の注意
ち う い

を惹
ひ

くやうになり、スキー旅行
り よ か う

の方法
はうはふ

なども頗
すこぶ

る進
しん

步
ぽ

してきた。

露營
ろ え い

の方法
はうはふ

や携帶
けいたい

品
ひん

などの研究
けんきう

もせらるゝやうになつた。これらにつきてはこの後
のち

經驗
けいけん

をつみて
さ ら

に書
か

い

て見
み

たいと思
おも

ふ。（終） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪の北アルプス千古の祕密は去る三月富山縣師範敎諭のために遂に闡かれた。敎諭のこの行は

破天荒の快擧として廣くわが全國に宣傳されたもので、其紀行の詳細は載せて本誌本號にあ

る。寫眞は信州四ツ谷にての撮影にかゝり、右より久保田獵師、笹川速雄氏、内山數雄氏、田

中獵師、内林人夫。右上寫眞は四月一日蓮華溫泉より金山事務所への途上積雪の景で壯觀、想

見するに足る。 
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10．遠藤久三郎  「四月の白馬岳」『爐邊』第一号 

大正 13年 12月刊 明治大學山岳部発行 

 

 

 四月と云へば都では花見月見でどんちやんちやんだ。其賑擑つて居る中から又面白い人里離れた

山奥へ白く美しく咲く雪花を見物に行く馬鹿者が而も三人揃つた。 

 雪見も最近豪奢に成つて サツクに一杯酒肴を入れ 上機嫌で四谷からボツボツ山へ道を入つた。

どつこぃと腰を下したのが猿倉だ。途中ホーホケキョウにも隨分耳をうるさくした。予定通り猿倉

には小屋も有つた。然し潰れて其の使用に甚だ迷惑をした。都では屋根裏住はお手の内だつたが猿

倉のは全く勝手が異つて困つた。天井が低くて中腰より以外何とも出來ない、而しそれも慣れつ子

だ。煙抜を屋根にひらいた。夜の寒さ又寒中の如しだ。パックから面丈け出しての観月は格別寒い。 

 猿倉から頂上への一日は余り容易過ぎる感じがする。大雪渓を越しての三月から四月へかけて有

る雪崩は実にすばらしく痛快なもので、白馬は雪崩が無かつたならば夫は又余りに飽気ないものだ。

雪崩が有るからこそ一寸面白い処が有るので、只單に頂上への行程なら杓子の方からでも又右手大

池の方からでも勝手な風に行程を造るが良い。同じ猿倉方面から入るにしても。 

 大雪渓は雪崩が多い処だ。だから猿倉へ陣取つたなら可成り雪崩の面白味を味ふ事が出來ると思

ふ。何故ならば雪崩 けに就ても 一つの大きな究研題目で有るから。 

 杓子岳から猿倉の方に向つて來る大きな奴が一寸小高い処で二方に分れる処等はとても想像が

つかない。又正月頃だつたら新雪、雪崩が煙を宙に飛ばして走ると云ふ様子等も見られる事と思ふ。 

兎に角白馬へ行くなら白い本物の馬を見たい。と同時に相当雪に関する知識を有するならば面白

味を倍加する事が出来ると思ふ。而も夫は書籍上に けでも。 

 スキーとしては何回考えても練習場の比では無い。丁度ゲレンデに於ける飛躍台の上と下との差

に等しいか？ 小屋中心の滑走も山スキーとしての面白味は充分に会得する事が出来ると思ふ、而

し林間で有る。 

 大雪渓小雪渓の滑走は実に快哉だ。私のスキー滑走中掘指の記憶となる事であらう。又私丈では

無く白馬の雪谿にスキーを走らした人々は凡そ同じ結果でせう。 

 小雪渓から大雪渓への下りは短時間で有る。而し雪の変化につれてのスキーの滑る音は決して短

時ではない、何故ならば其の音が余りに気圧に影響して居るから。短時間に於けるバロメーターの

 要 約 

  大正 13年（1924）4月 19日の記録。白馬岳、大雪渓よりのスキー登山。 

メンバーは、新井長平、遠藤久三郎、馬場忠三郎（以上、明治大学山岳部）、横沢房吉（北

城村の案内人）、横川庄次郎（ポーター）。 

行程は、4月 16日 四ツ谷―二ノ俣―猿倉小屋。 

17日 滞在。 

18日 猿倉小屋―白馬尻―猿倉小屋。 

19日 猿倉小屋―杓子尾根―白馬小屋―白馬岳頂上―白馬小屋―猿倉小屋。 

20日 猿倉小屋―四ツ谷―大町。 

※信州側からの白馬岳積雪期初登頂。 

 大雪渓のスキー初滑降は大正 10年 4月 2日、内山数雄氏、笹川速雄氏（本誌№9）によ

る。 
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上等は又面白い。 

 登高の苦から逃れての慶又下つて御互に顔を見合せて無事を悦ぶ握手は何とも云へず再度の登

高を勧めて吳れる。 

 

 

 

「大正十三年度登山 錄」『爐邊』第二号 大正 14年刊 明治大學山岳部発行 

 

 ○白馬スキー登山 

一行  新 井 長 平  

遠藤久三郎  

馬場忠三郎  

案内  横 沢 房 吉  

人夫  横川庄次郎  

大正十三年四月十四日出発 

・四月十六日 

四ツ谷（八、〇〇）― 二ノ俣（九、一〇）五〇分休ム（曇後小雨）― 猿倉（二、〇〇）スキー

練習 

・四月十七日（霧―雨）終日スキー練習 

・四月十八日（晴、夕方霙）强力二名食糧補給ニ下山 

午前スキー練習― 一，〇〇 ― 三，三〇昼寢 ― 小屋（四、〇〇）― 白馬尻（五、一〇）― 猿

倉小屋（五、三〇） 

・四月十九日（快晴） 

起床（三、〇〇）― 朝食（四、三〇）― 小屋発（五、三〇）― 白馬尻上（六、三〇）（六、三

〇）― 葱平（八、〇〇）強力ヲ待チ一時間休ム ― 杓子花畑辺（九、二〇）晝食一時間半休ム ― 

杓子尾根 ― 白馬小屋（一一、五〇）三十分强力ヲ待ツ ― 白馬頂上（一二、四〇）― 小屋（一、

〇〇）― 小雪溪頭スキーデポート（二、三〇）― 葱平（二、四五）一時間半日ノ入ルヲ待ツ ― 

白馬尻（四、四〇）― 猿倉（五、三五） 

・四月二十日（快晴） 

猿倉（八、〇〇）― 四ツ谷（一二、〇〇）― 大町（五、三〇）泊 
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11．山本 保  「白馬岳及び杓子岳」『三高山岳部報告』第五號 

昭和 2年 1月 1日刊 第三高等學校嶽水會山岳部発行 

 

     

 笹ヶ峰牧場から乙見山峠を超えて、信州に入つた僕等のパーテイーは、大正十五年三月二十六日

の夕暮、ちらちらする雪の中を、やつと四家の白馬館についた。重かつたトレナージユのスキーを

門口に立てかけて、一休みして煙草をふかしてゐると、やがて此の間亡くなられた主人が出て來て、

人夫、食料などの相談をした。食料品全部白馬舘からとゝの てもらひ、人夫は去年四月明治の人

について白馬に登つたことのある橫川庄二郞と云ふ者を呼びにやることにした。 

出 發 小谷
たり

温泉から四家迄の强行軍の翌日ではあるが、新しい山に接した喜と焦燥のために勇み

返つた心は押ふるに術もない。正午頃やつて來た人夫をつれて、二俣の小舎へ行く事にする。午

からちらちらしてゐた雪が細野の村を過ぎる頃から大吹雪と變り、其の强く吹き荒ぶる時は一寸の

進もゆるさない。風の 間々々をうかゞひつゝ進んだが、それでも四家から丁度二時間で二ノ俣

の小舎に着く事が出來た。此の小舎――と言つても二階建の立派な旅舘だが、――人は居ないし、

炭はあるし、樂に寢る事が出來た。 

 翌くれば二十八日、恐しく良い天氣だ。北俣の奥に小蓮華、南俣の方には唐松が、 日に耀いて

ゐる。谷も峯も只だ眞白だ。昨日の吹雪が今年の冬と春との境界であるかの樣に、全てのコンデイ

シヨンがすつかり變つて失つた。雪も全々春雪だ。浮き立つ樣な氣持ちで、北俣を進む。大平には

小鳥獸が大分居るらしい、山鳥、雉、栗鼠、貂、兎等の無數の足跡を見た。足下の粗林から、山鳥

が二羽飛び出した。中山澤にかゝる頃から猿倉がよく見える。猿倉の密林ほど黑いものは、此の邊

一望の中には見出されぬ。雪崩の を一度聞いた。北俣が東に折れて、廣い谷筋の眞正面に、黑い

斑點のある白馬を仰いだときの愉快な、淸々した氣分は忘れる事の出來ないものであつた。猿倉の

尾根に登ると、先きに賴んでおいた後發のポーターの姿が見える。小舎らしいものを見つけて一二

尺堀り下げると入口があらはれた。早速飛び下りると、幸、雪は餘り入つては居ない。ブナの林の

中の氣持ちの良い小舎だ。人夫が來た。松澤甚左衛門と言ふ。枯木を集めて火をつけたが、無茶に

烟る。屋根に穴を開けるにも、何分屋根上八、九尺のネべの樣な雪、容易に開かない。其のまゝ烟

される事にした。松澤は一晩泊らせて猛烈な煙の中で話す。さすか獵師だけあつて、雪崩について

は詳しい。性質は良くないらしい。 

 夕方から山が轟々と鳴り出して、尾根から盛んに烟が上つてゐる。此處から見た白馬は勇ましい。

此の風と此の天氣だから、明日はシユタウプは安心だし、グルントは未だ出る時期ではないので、

登路を大雪溪に取る事にした「明日は登るよ」を歌つて、烟に卷かれて寢た。 明けでも雪のかこ

ひで暖い。 

二俣小屋出發（八、四五）―上ノ瀧澤（九、五五）― 大平（一〇、一五）― 中山澤―（一一、三〇 

 要 約 

  大正 15年（1926）4月 1日の記録。杓子岳積雪期初登頂、杓子岳双子尾根積雪期初登攀。 

メンバーは、四手井綱彦、山本保。 

行程は、4月 1日 猿倉小舎―小日向山の尾根―杓子岳頂上―長走沢―猿倉小舎。 

※三高は旧制第三高等学校の略称。現在の京都大学の前身の一つ。 

※3 月 29 日、四手井、雨宮榮造、山本、案内人の横川庄二郎とで白馬岳をもめざすが、

天候悪く、白馬尻より退却している。 
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～ 一二、二○）― 猿倉小舎（一、四〇） 

白馬岳 慈母の懷の樣な笹ケ峰を飛び出した若者等が今一つの試練に向つてゐる。心躍らずして何

としやう。山は轟 と白烟とを以て、我々を脅かす。が元氣一杯で小舎を飛び出した。 

 三月二十九日午 五時四十五分、庄二郞、四手井、雨宮、山本の順で出發した。庄二郞は烟に眼

をやられて、もうホームシツクにかゝつてゐる。けれ共猿倉の尾根を過ぎる頃回復した。長走澤は

二つに分れて、一方は直接北俣澤へ落ち、一方は猿倉の南を通つて中山澤の側へ落ちてゐる。庄二

郞は雪崩のためだと言つてゐた。長走澤から出る雪崩はとにかく相當大きいらしい。谷の分れの邊

は、大きな山毛欅の木が全部途中から折れてゐた。大雪溪の入口迄は雪はウインドパツクド、パウ

ダーで、滑つて歸りたい程だつた。大雪溪は風に締つて、スキーのエツヂが立ち難い。下の方に幅

の廣い、淺いシユタウプラビーネが出てゐた。 

 雪のコンデイシヨンは良かつたけれ共、大分あぶついて、鐵砲彈の樣な氷のかけを拾つては食ひ

拾つては食ひして登つた。白馬の頭から盛に雪烟が上つてゐる。スキーデポツトの位置は丁度良か

つた。小雪溪上部の露岩の下にしたが、少し登るとネベになつてゐた。人夫と、途中アイゼンを失

つた雨宮のためにステツプを切りつゝ葱平を登り、放山岩壁下二、三十米迄來た。ピツケルで止め

なければ體を吹き飛ばし相な、氷片を含んだ卷風と戰ひつゝ登るのは、相當な勞力を要した。バロ

メーターが狂つてゐて、正確には分らないが、地圖で推察すれば二五八〇米のあたりだと思ふ。卷

風のために退却を餘儀なくされて下る。潔ぎよく退却せよとは、諸先輩から敎 られる言葉ではあ

るが、私達にはどうしても虛心坦懷ではゐられない。後に殘す咆吼には、やはり恨みがこもる。 

 天氣よく東方の眺望がとてもよい。戸隱の高妻、乙妻は一寸勇しい姿であるが、妙高から雨飾迄

は庭園の樣に美しい。スキーをつけてからはエツヂのないスキーの悲哀を感じつゝ下つた。 には

上々の雪も、もうブレーカブルになつてゐた。何も大した記錄ではないが、參考のため、登行及び

下行時間を記しておく。 

猿倉小舎出發（五、四五）－大雪溪下（七、四〇）―途中休憇（三〇分）―スキーデポツト（約二二

〇〇米、一〇、〇五）―放山岩壁下（一二、二五）―スキーデポツト（一二、四七）―白馬尻（二、

一〇）―休憇―北舎（四、〇〇） 

 （雪質） 

A （大雪溪下迄） ウインドパツクド、パウダー 

B （大雪溪、小雪溪） クラスト 

C （葱平） ウインドパツクド、クラストとネベのコンビネーシヨン 

D （大雪溪下より小舎迄） ブレーカブル、クラスト 

（登行時間） 

A スキー（ゆるき登り）― 五三〇米 ― 一時間五十分 

B スキー ― 六〇〇米 ― 二時間二十五分（中休憇四十分） 

C 徒步（カツティングステプス）― 三六〇米 ― 二時間 

            計 一四八五米 ―（六時間四十分） 

（下降時間） 

C 徒步 ― 三六〇米 ― 二二分 

B スキー（白馬尻迄）― 六三〇米 ― 一時間 

          計 一〇〇〇米 ―（一時間四十五分） 

退 却 三十日は から曇り、時々雨雪が降つた。滯在と決めて思ふ存分寢たが、起きると 煙だ。
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每日煙にやられて、コンデイシヨンが惡くなるばかりだ。明日山に風が强ければ、一先づ二俣小舎

迄退却と決めた。 

 三十一日 起き立てには少し曇り、山も鳴つてゐた。で昨日の計畵通り一旦二俣小舎へ退却して、

明日、南俣の偵察と言ふ事にした。が二俣へつくと、天氣は快晴となり此のまゝ引き返すに忍びず、

都合によつて雨宮は歸り、四手井、山本の新しいパーテイーで米を持つて、再び氣持ちのよいフイ

ルムクラストを踏やぶりつゝ 、猿倉迄引き返した。白馬パーテイーの目的の大半が、南俣の偵察

にあつたからである。勿論南俣を登るのもよいが、半日の登行でどの邊迄行けるか分らないし、八

方山の小舎と、唐松の八方小舎には食料も燃料も有る相だが、 人夫の交捗なんかゞうるさいので、

杓子の尾根を登るのが最も適當と考へたのである。 

 途中で拾つて來た枯木をチヨロチヨロ燃やし、低く神輿を据えて、火から顏をあまり離さないと、

そんなに烟たくない。烟くなつても不平は言はず、二人が同じ心に融け合つて、思ふ存分猿倉氣分

を味ふ。良い月が出た、山は靜かだ。 

二俣から猿倉への上りは二時間十五分、下りは一時間四十分かゝつた。 

杓子岳 四月一日、未だ見ぬ鑓の英姿と、怪異なコルニスを持つた杓子の頂上の夢も、其の憬れ

の緊張から思ひがけず早く覺めた。相かはらず は快晴、而かも雪崩の最も少ない時期だから至極

ゆつたりとした氣分で登る。砂糖餅を燒いて辨當に持つて行く。長走澤と其の西の澤との間の尾根

に取りつくと、處々ネベになつてゐたので少し早過ぎると思つたがスキーを脫いでしまつた。小日

向山の尾根へ出る邊は少し急だ。スキーでは登り難い。此處へ出ると白馬から鹿島槍まで一望の中

だ。此のジヤンクシヨンの東と西にコルがある。西のコルへ下る。廣々としたコルで、實にのんび

りした氣持ちでしばらく日向ぼつこをする。此處から上、杓子から出てゐた大雪溪の右岸の尾根へ

取り付く迄少し惡い。これを過ぎると後は平凡で、頂上に出てゐる大きなコルニスの切目から登る。

今日も亦風が强くて頂上には約十分しか居なかつた。劍が眞正面に見える。淸水平の方も中々よい。

雪の北アルプス全容をながめながらの午睡は出來なかつたが、煙草の鑵に名刺を殘し、今日こそ喜

のエーホーを叫んで去る。時に十二時五十分。鑓へは平凡だつたけれ共、餘り時間のおそくなるの

を恐れて思切つた。ジヤム、チヨコレートなど有り切り食つて、今年度最後のスキーイングと、ゆ

るやかな長走澤ですべてのターンを練習しつゝ歸つたが、小舎へは四時十五分についた。 

 南俣は觀察したが、大澤の南俣への落口は惡い。谷が狹つて雪崩の恐れあり。鑓の肩から南俣へ

下るなら、例の小日向山尾根のコルのどちらかを越して猿倉へ下るのが最も宜からう。溫泉は見え

なかつた。 

出發（六、二○）―スキーデポツト（七、三五）一六二〇米―コル（九、三〇～九、五〇）―惡塲

（一一、三五）―惡塲上（一二、二五）―頂上（一二、四五）―スキーデポツト（三、三四）―小舎

（四、一五） 

（雪質） ザラメ ネベ（頂上） 

（時間） 上り一二〇〇米 徒歩 三、四五 

下り 〃    〃  二、四〇 

 雪崩一つに會ふでもなし、惡天候に見舞はれるではなし、實に樂な

山旅であつた。 に馬橇は中々味なもの、二旬日の山旅を終 てのハ

イマートウエーゲには全くふさわしい。ポカポカと陽の照つた四里の

雪路をば、ガタゴトと行く。此れで僕等の今シーズンのスキーの旅は

終つた。（山本）  
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12．赤羽治郎  「あざらし会から」『回想一高旅行部』 

平成 9年 3月刊 第一高等学校旅行部縦の会発行 

 

 

赤羽治郎（大 15入学） 

 私が始めて旅行部のスキー合宿に参加したのは、大正 15年 12月大正天皇ご諒闇の年である。越

後の関温泉「セーキの溫泉中頸城ゴマンド林にヘイル沢」関野武夫先輩がコーチしてくれた。トバ

ゴンとかいう外国輸入の雪そりはスキー場のみなに珍しがられた 

 ベテラン達はひと山奥の燕温泉に合宿しており、パラ石原巌さんたちがいた。 

 私はこの部はずいぶんハイカラだなと思った。そのころまだ一般にはその名の知られていなかっ

たシュナイダー氏の「雪と雪靴」の原著をとりよせて、パラレルクリスチャニヤはこうだああだと

研究に熱中していた。ちょっと奇異に思えたのはこの部では寮歌が全く歌われていなかったことで

ある。他の運動部ではどこでも寮歌全盛のころである。夜は坂本吉勝さんを中心にしてドイツリー

ドの山の唄のコーラス、私もおかげでいくつかの唄を聞き覚えた。合宿の打上げには関と燕の全員

で妙義山へ登山した。 

 この合宿で一笑事があった。私ははじめての雪山で初日に雪焼けをした。これは大変だと思い、

和寮六番の本部へ電報を打った、「日ヤケドメ大ビン送れ」 大ぜいいるから大びんが必要だと思

ったからである。やがて本隊が到着したとき、彼らは目的の品物はどこへやら、ただ大ビンという

あだ名を私につけてくれた。その頃大先輩には黒田兄弟の大バケ小バケがおり、中先輩には塩川大

ベラ小ベラがおりこれにはすぐ又ベラも加わる。私の弟二人はいずれも松本高校へ入学したので私

のあとに小ビンをついでくれるものがなく、残念なことであった。 

 のちのことだが昭和15年2月に大ベラ塩川三千勝さんは白馬岳の沢で大雪崩にあい遭難された。

私はときどき八方尾根に遊ぶことがあるが、そのつど大先輩の遭難の沢へ向かって合掌する。 

 白馬岳といえば昭和 2 年 12 月、私は中村長嘉さんと２人でスキー登山をした。土地の案内人 2

人が同行してくれた。彼らはスキーをあまり知らず、カンジキで猟銃をかついでいた。白馬のスキ

ー登山に前例は知らない、はじめてのことのようにいっていた。猿倉から大雪渓をつめて山頂に立

ったが、頂上はガリガリの青氷だった。 

 卒業後私は松本の信州大学に就職したので、その後の石原さんとは疎遠だった。私は知らなかっ

たが、彼は戦時中満州国の要人でいろいろ仕事されていたという。敗戦後のまのないある夜、東京

の一料亭で「パラさんを囲む会」があった。十数人の小さな集りである。折よく台湾から来日した

 要 約 

  昭和 2 年（1927）12 月 2 日の記録。白馬尻から大雪渓を経ての白馬岳積雪期登頂の初

めての記録。 

メンバーは、中村長嘉、赤羽治郎、ポーター2人。 

行程は、12月 1日 吉原小屋―猿倉―白馬尻岩小屋。 

2日 白馬尻岩小屋―建設の小屋―頂上―白馬尻岩小屋。 

※旧制第一高等学校（略称・一高）は現在の東京大学等の前身の一つ。 

※大雪渓からの白馬岳登頂は、大正 13年 4月の明大隊が初登（本誌№10）、昭和 2年 4

月の黒田正夫・初子夫妻、松澤嘉一郎（案内人）が第 2 登であるが、12 月はこれが

最初である。 
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旧友の荘開永君夫妻といっしょに私も出席した。パラさんは思いがけないところで私を発見して、

とてもびっくりして喜んでくれ、抱きかかえるようにして両手で握手してくれた。同君もいまは亡

い。 

 あざらし会の中心にはモモンガ増田義彦君がいる。私は彼のおかげで方々の山々へ同行した。夏

の塩見岳・大井川源流下りの山行、5月の八ヶ岳・木曽駒の春スキー、冬の北海道十勝・ニセコ温

泉のスキー行など。 

 後年あざらし会は AZR と名乗っている。当時の旅行部ゆかりのグループである。信州山田温泉

のスキー会ではいつも武田健一先輩のお世話になった。ここで増田君が転倒して鎖骨骨折のケガを

したときにはみなで心配した。幸い無事に治って安心した。 
 

 先年の AZR オーストリヤ旅行には私ども夫婦も誘われて楽しい旅をさせてもらった。田原保正

先輩の親切な配慮にはいつも感謝している。 

 一高旅行部のおかげで、私は良き友人のたくさんに恵まれて有難い幸である。亡くなられた方の

ご冥福を祈り、健在の方にはいつまでも元気でいてほしいと願っている。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

「冬の白馬岳記録二つ」『日本登山記録大成』第 12巻  

昭和 58年 11月 30日刊 株式会社同朋出版発行 

（初稿『記録・第一高等学校旅行部一九二七－一九二八』第一高等学校旅行部発行） 

冬の白馬岳                           第一高等学校旅行部 
 

赤羽治郎 中村長嘉 

十一月二十九日（昭和三年） 午後十時二分飯田町発。 

十一月三十日 四谷（後一・五〇）―二俣（後三・一五）―吉原小屋（後三・五五） 

四谷で人夫二人を傭い、米、罐詰等の用意をする。人夫になり手がなくて困った。吉原の小屋は

宿るべき処ではない。 

十二月一日 晴 吉原（前七・〇〇）―猿倉（八・三〇）―白馬尻（一〇・〇〇） 

 猿倉の少し上よりスキーを穿く。春のような雪だ。白馬尻の岩小屋は暖かい。大雪渓を二回往復

して遊んだ。旧い雪は固く凍って、その上に二尺ばかり新しい雪が積もっている。処々クレバスが

出来ていて、その下の方に新雪が吹き溜められているのもあるし、まだ穴がふさがり切らずに、底

の方から水の流れが聞こえてくる処もある。が落ちたところで決して危険と思われるものはない。

白い滑らかな大雪渓の皮膚、青いクレバスの裂け目、風に舞う尾根の雪煙、自然美の絶頂だ。 

十二月二日 晴 白馬尻（前七・一五）―建設の小屋（一〇・四五）―頂上（一一・四五）―白馬

尻（後一・五〇） 

 東風で素敵な天気だ。昨夜降った雪は一寸位で、それが皆クラストになっているので雪崩の心配

は幾分薄らいだ。大雪渓は吹き溜りのケイクパウダーだ。小雪渓の下をスキーデポットとする。処々

青氷になっている。ほんの少しピッケルで足場を作った処があった。頂上の見はらしはすばらしい

ものであった。が、このような天気なのに猛烈な風で、寒いことおびただしい。グリセードを享楽

しながらスキーデポットに至る。ボーゲンアムボーゲン。クレバスを縫って白馬尻の小屋に帰る。 

十二月三日 雨 白馬尻（前一〇・一五）―猿倉（一〇・五〇）―吉原（後一二・一〇）―四谷（二・

一五） 

御殿場までスキーを穿く。四日の朝帰京。 
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13．四手井綱彦  「四月の五龍岳」『初登山－今西錦司初期山岳著作集－』 

平成 6年 4月 5日刊 株式会社ナカニシヤ出版発行 
（初稿『三高山岳部報告』第 6号 昭和 4年刊 嶽水會山岳部發行） 

 

今西錦司 四手井綱彦。 人夫 竹澤長衛 

自分は以前乙見山峠を小谷の方へ越し、白馬杓子の付近をスキーで歩いて帰って以来、積雪期の

後立山の山々をもう一度歩いてみたいと思っていたのであるが、二年ぶりの昭和三年四月雪の鹿島

を訪れることができた。これより先、三月三十日、今西、新家、奥の三人は戸隠にあって急に思い

立って鹿島に入り、翌日は丸山にスキーを楽しみ、四月一日黒沢を経て、鹿島の流域を中綱へ越し

て帰った。このときは降雪のため、鹿島のピークは千㍍以上は姿を見せず、上方の偵察は不可能で

あったが、今度根拠地として使った営林署の小舎が、大川と大剛沢
（1）

との出合に見出された。このこ

とは、今度の登山計画に大きな利益をあたえた。 

昭和三年四月十九日 三人は大町から鹿島を訪れた。村はもうすっかり春であった。背後の雪山

が強い太陽に反射する。人びとは田圃に出て仕事に余念がない。道端には蕗の花が咲く。河原の美

しい落葉松の林にも新芽がようやく大きい。都会の春と異なった明晰な澄んだ山の春、狩野久太郎

氏方に泊る。 

四月二十日 この一夜を鹿島に送って、営林署の小舎に移る。仕事の始まった村では、黒沢の出

合の河原に小舎を建てて寝泊りしている。 

丸山の雪はほとんど消えているが、北斜面にはかなりの雪渓を残している。小舎を整えて、午後

は登り口の偵察に費やした。アラ沢
（2）

出合まで約一時間、大きな底雪崩は未だ出ていない。歩道はな

お雪の上を行く方が多い。しょうじょうばかまが一輪咲いていた。谷に影が落ちて、夕方の空気は

冷く、雪面はようやく固く、明日の天候を物語っている。 

四月二十一日 午前五時出発。気温零下六・八。大川に沿い、口元イラ沢
（3）

（沢の名称については

註参照）の対岸より右折、六時十五分尾根に取っ付く。ここは大川の左岸下流より数えて、二番目

の沢が大剛沢に乗越すコルである。尾根を行くうち二ヶ所雪消えて笹を分ける。尾根への取っ付き

よりアイゼンを使用した。一四〇〇㍍から一五○○㍍ヘの登りで、尾根の雪が笹の上を崩落して生

じた、夏雪崩と種類を同じくする雪崩を見る。一五〇〇㍍より一六〇〇㍍までは、地図内示すとこ

ろに反し、尾根はやせて凸凹多く、かつねずこの密林である。一六〇〇㍍より一七〇〇㍍、すなわ

ちオーギビラ
（4）

の乗越までは、尾根の西側よりに行けば、美しいブナの純林で歩きやすい。一八〇〇

㍍付近より喬木次第に減じて矮小なるしらびに代わる。八時三十分西天狗
（5）

の三角点に着く。雪はな

お固く、四尺五寸のスキーは有効ならず。依然アイゼンを使用す。遠見山は頂上に登らず、大川側

 要 約 

  昭和 3年（1928）4月の記録。五龍岳の残雪期初登頂。 

メンバーは、今西錦司、四手井綱彦（以上、三高山岳部）、竹澤長衛（戸台の案内人）。 

行程は、4月 21日 営林署小舎－西天狗の三角点－大見山三角点－白岳下のコル－五龍

岳頂上－白岳－天狗の三角点－営林署小屋。 

  ※天狗岳から遠見尾根を経て登頂している。 

※三高は旧制第三高等学校の略称。現在の京都大学の前身の一つ。 
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を巻く。遠見を過ぐる頃より雪ようやく深く歩行困難。これは日射の影響ではなくして、一昨夜の

雨が二千㍍以上では雪となったためである。新雪の量は、この辺りで約一尺。新雪が掩うために、

下層の雪はかえって昨夜のフロストから免れてクラストを形成せず、スノーコンディションはもっ

とも悪い。大見山三角点と覚しき地点にて昼食をとり以後スキーをつける。竹澤は輪カンジキ。白

岳の下のコルで十二時三十五分、フェーンの南より来る徴候表われ、太陽はカサをつける。白岳の

登り新雪深く、半分ほど登って、スキーを棄て竹澤の輪カンジキの跡に従う。国境一時四〇分。尾

根には東側に約二～四間コルニスが出ている。尾根の雪は新雪とネベのコンビネーション。尾根通

りに登り、五龍第一峰と第二峰間のザッテルで少し食をとる。第二峰は鹿島側が垂直に近い厳壁に

なっている。さらにリッジに沿って登り、竹澤リードザイルを用う。第二峰を過ぐれば尾根は広く、

頂上四時 Föhnのため観望よからず。鹿島は新雪に美しい。下りは第二峰の尾根をさけ、頂上第一

峰間のコルより越中側に下り、第二峰を巻いて第二峰と第一峰間のザッテルに帰る。白岳通過五時。

ブリーカブルクラストのためスキーの操縦に悩む。昼食の場所にてスキーをクランポンに換えた。

時すでに六時半、暮色ようやく深し。自分はコンディションよからず疲労があらわれはじめた。九

時天狗の三角点通過。下界の燈火しきりに輝き行く手を示す。登りに残したアイゼンのかすかな跡

を辿り、ねずこの密林に悩み、登りのコルまで至らずして、コルに導く谷へ下る。大川の歩道へ出

て昨日の足跡を得たのが一〇時一〇分。小舎一時着。帰路においては天狗までの間はかなりぶかる

ところがあったが森林帯に入ってからは雪は依然固く、朝のアイゼンの跡より察すると、この日森

林帯はクラストが溶けなかったらしい。 

爺、鹿島槍、五龍等鹿島川の峰は、その鹿島川側の斜面が剱・立山の黒部川斜面に比してなおい

っそう急である。したがって雪はある程度まで積もればどんどんと雪崩てしまうように思われる。

カクネザトや本流の奥は谷幅としては相当広いが、両側からすべての斜面といっていいくらい雪崩

てデブリが散って見えた。もっとも谷幅一面に押出したものはない。けれどもこれは十九日夜の雪

によって起されたものであるから、降ればかならず出ることになる。二十日にはなお相当出たこと

と思われるが、この日登行中見たものはスピードのおそい残党が三つばかり見られたに過ぎなかっ

た。 

四月二十二日 朝七時頃目を覚すとすでに小舎の前は一尺余りの新雪で被われておった。三時頃

より雪が降り始めたものらしい。終日降雪のため小舎に滞在。 

四月二十三日 鹿島の村へかえる。行きには石ころの出ておった河原もスキーで通れた。  

四月二十四日 引っきりなしに新雪が降って鹿島の村で三尺も積もった。我々は春の鹿島に入っ

て冬の鹿島を出ていった。 

戸台の竹澤長衛をわざわざ北アルプスヘ引っぱって来た。第一目的は五龍ではなく、鹿島の東尾

根をリードさすためであった。しかし雪のコンディションが予期に反して悪く、五龍においてさえ

予定以上の時間を費やさねばならなかった。かつ五龍へ登った翌日からの降雪のため、止むなく鹿

島槍は捨てて再挙を期して退却したのである。 

なお今度の山行で自分は貴い体験を得ることができた。五龍の登山に自分がもっともへばったの

は、トレーニングの不足に起因する。半年以上まったく山から離れて、教室に生活しておった自分

は、まったくトレーニングレスの状態で山へ行った。自分を標準にすれば、かかる状態においては、

十二時間くらいのアルバイトの後に、徐々に疲労が現れ出すゆえに、トレーニングのないものには、
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まず十時間以内くらいのアルバイトがゆるさるべきで、それ以上のロングクライムを遂行するには 

相当期間のトレーニングがなさるべきであろう。終りにこの一文を草するにあたっては、今西の記

録によるところが多いことを付記して感謝の意を表する。 

 

（ 四手井 記 ）  

 

 

註 1 大剛沢  陸測地形図天狗山三角点の南より発して、冷沢より一つ上にて大川すなわち鹿島

本谷に右より出合う沢。 

註 2 アラ沢   地形図に沢の記入されている大川の左岸より合流するもの。 

註 3 口元イラ沢   大川の左岸アラ沢より下流へ数えて二つ目、すなわちアラ沢、オクイラ沢、

目元イラ沢の順となる。 

註 4 オーギビラ  天狗小尾根の大剛側の斜面の名称。鹿島の村より見ると扇形に見える。 

註 5 西天狗山   地形図天狗山のこと、西天狗のすぐの峰を東天狗といわれている。 

 

＊この項、四手井綱彦氏のリポートを引用。 
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14.  高木英二  「北アルプス 白馬岳」『針葉樹』第五號 

昭和 5年 7月 1日刊 東京商科大學一橋山岳部發行 

 

 

リーダー  高木英二、赤城鈴太郞、宇佐美敏夫、金田一郞 

磯野計藏、中島嘉一郞 

 

一二、二一、晴 大町－四ツ谷。中綱で自動車が動かなくなつたら、丁度馬橇が迎へに來た。佐

野坂を越える頃から星が見え出した。後立山の山なみが、西の にくつきりと紫紺の屏風を立並べ

て居る。冴え渡る の 、橇のきしる が一層靜けさを增す。 

一二、二二、 四ツ谷（七・〇〇）－二股（九・〇〇～九・二五）－猿倉（二・二〇） 

芦倉の先まで道が踏まれて居た。根據地と定めた猿倉の休憩所は、二方開放ちになつて居るので、

夏小屋の材料で周圍を圍んで、屋根の雪を落したら、軒から下はすつかり埋つて、住家らしくなつ

た。 

人夫 丸山靜男、松澤嘉一郞、橫川藤一、 津長平、大谷東衞 

 

一二、二三、晴午後より雪 白馬尻往復 

今日は白馬尻の岩小屋偵察だ。大谷は約束によつて下山する。他は全部シヤベル等を持つて白馬

尻へ。小屋の上を登つて行くと雪崩でブナの大木が他愛もなくへし折られた處に出る。そこを一町

も登つてナガシリ澤を渡り夏道よりずつと上を御殿場の上へ出るのだ。このあたりが通過に骨を折

らせる。白馬尻まで約三時間。岩小屋はすつかり雪に埋れて、岩上の木だけが雪の上に出て居る。

とても此の小屋を根拠地として 用は出來ない。 鍋を堀出すために人夫たちがシヤベルを働かせ

て居る間、スキーの練習をする。 何時の間にか日の光が鈍つて、不氣味な風が雪つぶてを運んで

くる。一同追立てられる樣に引上げる。歸途も三時間。ナガシリ澤は上下とも最大難關だ。 

 

 要 約 

  昭和 3年（1928）12月 28日の記録。白馬岳の厳冬期初登頂。 

メンバーは、高木英二、赤城鈴太郎、宇佐美敏夫、金田一郎、磯野計蔵、中島嘉一郎。 

行程は、12月 21日 大町－四ツ谷。 

22日 四ツ谷－二股－猿倉。 

23日 猿倉－白馬尻－猿倉。 

24日 雪、滞在。 

25日 猿倉－大雪渓－猿倉。 

26日 吹雪、滞在。 

27日 吹雪、滞在。 

28日 猿倉－白馬尻－葱平－白馬岳山頂－葱平－白馬尻－猿倉。 

29日 猿倉－四ツ谷。 

※猿倉の休憩所を根拠地とする。白馬尻の岩小屋、頂上小舎ともに使用を断念、下山。 

※昭和 3年 12月 2日一高旅行部が登頂（№12）しているが、積雪期であり、この記録は

厳冬期である。 
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一二、二四、雪 松澤、 津は殘念乍ら豫定變 の爲歸つて貰ふ事にする。頂上小屋の 用をあ

きらめたのだ。 

 

一二、二五、晴、後吹雪となる。 

早 氣狂ひの樣な晴天だ。登路偵察に大雪溪まで進出する。新しく降つた雪も風のため相當 め

られて、コンデイシヨンは乙上といふところだ。出發も晩かつたが、ナガシリ澤を過ぎて御殿場の

上に來た頃から、もう鑓のスカイラインがぼやけて來た。白馬尻に出た頃には、いよいよ雪を飛ば

して來たが、三號の雪溪まで登つて引返す。今日の結論は大雪溪を登るのは全く樂だと云ふ事に一

致した。たゞ雪崩が一番心配だが、降雪量にもよるが、大雪溪に左右から落ちる雪崩は、此の時期

では、二、三日間の降雪ならば、 して小さく、而も降雪中か降雪後すみやかに落ちて仕舞ふらし

いと云ふ事に見當が付いた。此の事は、登頂の時に正しかつた事を確めた。 

 

一二、二六、吹雪。 

一二、二七、吹雪、時々靑 を見る。 

一二、二八、猿倉（四・三〇）－白馬尻（七・一〇）－葱平（スキーを脱ぐ）（一〇・〇〇）－

白馬岳頂上（一一・〇〇～一一・三〇）－葱平（スキーを穿く）（一二・〇〇）白馬尻（一・

〇〇）－猿倉（三・二〇） 

今日天氣が惡かつたら、そのまゝ下山ときめてあつたので手際よく出發出來た。まだ眞 だ。ラ

テルネをつけてナガシリ澤を渡るのは、全く骨を折らされた。白馬尻に出る頃漸く明るくなる。雪

の狀態も非常によい。大雪溪には旣に多くの小雪崩が左右から落ち んで、スキーのめり まぬ處

もあつた。三號の雪溪で第一囘の食事。此の邊から少しづゝ電光形に登り始めた。葱平
ビラ

の急斜面は、

ところどころ凍結してゐて、カンテの利かないところもある。小雪溪など區別がつかない。たゞ一

つの大雪溪があるばかりだ。蠟燭岩の下でスキーを脱いで、アイゼンを穿く。頂上までは何の造作

もない。チヨンチヨンと登つて行くだけだ。尾根すぢは殆ど雪が吹拂はれて、夏道もそれと認めら

れる。頂上東側の雪庇が物凄い。頂上についた頃は一點の雲もない。風も此の時期に珍しいなぎだ。

實に僕等はめぐまれた。頂上の小屋は全部露れて、いかにも寒そうだ。頂上からの眺めは云ふだけ

野暮だ。下りはスキーデポーから直ちに穿いてすべる。其の夜の小屋は、ありつたけの蠟燭をとも

して、七人の山人の間をウイスキーのコツプが亂れ飛んだ。 

丸山は夕方急用のため下山。 

 

一二、二九、吹雪、 猿倉－四ツ谷 

昨日頂上から小屋に歸りついた頃から降りだした雪は、一夜の中に二尺降り積つた。人夫の中、

最後の一人になつた橫川は、輪カンジキのためぐづぐづして居ては歸れなくなると云ふので、一同

度もそこそこに下山した。そして目的を果たした氣安さに、皆にこにこしながら、四ツ谷の白馬

館に迎へ入れられた。 
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一橋山岳部の初期 10年「珠玉山行記録十選」 『針葉樹会報』第 119号より 

2010年 10月 28日刊 針葉樹会発行 

 

⑤ 1928（昭和 3）年 12月 

  厳冬期の登頂―殆ど初登頂・大雪渓より厳冬期白馬岳登頂 

 

“大正の末期から、昭和の初期にかけて、日本アルプスにおける登山は、春の登頂がひととおりす

んだ後、厳冬期の登山が第一の目標に選ばれ、夏期における岩登りも、稜から壁の登攀へ移る傾向

を早くも見せてきた。”（『日本登山史』山崎安治著より）。要するに、同じ積雪期でも真冬は一段と

厳しいから、区別して誰が先に登るか競争しよう、というのである。 

 その象徴的記録は、昭和 3年（1928.1.9）慶応大斉藤長寿郎らの北尾根から前穂高登頂などであ

り、（奥穂まで狙ったが果せず）、そして最後の課題と言われた奥穂を巡る再三の早慶挑戦ストーリ

ーの後の、昭和 5年慶応（1930.1.3）早稲田（1.4）の奥穂高登頂成功である。その年同時に大遭

難もあり、剣沢小屋雪崩崩壊（1.9）による東大窪田他吉郞ら 6人埋没（前記八ッ峯行で同行した

佐伯兵次も）、北岳小太郎尾根板状雪崩（1.6）による慶応野村実の死など、ちょっと狂うと悲劇に

なるリスクが伴う。 

 この厳冬期初登競争は、後立山や南アルプスでも展開されていたのであるが、その内一橋山岳部

は白馬（本山行）と鹿島槍（後述⑧）で、少し遅れて同シーズンに登るというすれ違いをするに至

る。今やスタートの遅れを取り戻して、銀メダル級ではあるが何とか追い付いた、とも言える実績

を残したのである。登攀の技術的難易などよりも何よりも、目標を定める発想が第一級であるのが

素晴しいのだ。 

 白馬岳の積雪期初登そのものは、溯って 1921.4.2（大正 10年）、富山師範の内山数雄らが蓮華温

泉よりスキー登山し、大雪渓を滑降している。厳冬期は何時からを言うか定義があるわけではない

が、1928.12.2、一高旅行部（赤羽治郎、中村長嘉）が白馬尻よりスキーで大雪渓を登り、冬の白

馬登頂を果たし、直後の 12.28、猿倉小屋より同ルートで一橋山岳部が、‘文句なしの厳冬期’登頂

をなした（山と渓谷社編『日本登山史年表』では厳冬期初登として掲載あり）。 

 

1928.12.21～12.28＜白馬岳＞ 

出典《記録第 1部「北アルプス」、『針葉樹』第 5号より》 

  高木英二、赤城鈴太郎、宇佐美、金田一郎、磯野、中島嘉一郎、人夫・丸山静男、太谷東衛、

途中まで－松澤、郷津（頂上小屋不使用としたため帰す） 

12/21  大町－四ッ谷 

22  －猿倉 

23  白馬尻往復 

24  雪、滞在 

25  3号雪渓まで往復 

26，27 吹雪、滞在 

28  －葱平スキーデポ－白馬頂上（往復） 

29  －四ッ谷 
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 記録を狙うといった執念など絡まず、気軽に登る気になっただけにも思われるが、特段の波瀾も

なく登った記述が時間記録に添えられている。後年になると、主要山行は別に紀文を載せる編集を

採っているが、この山行は記録欄にしか記載なし。 

 猿倉より往復 11時間を要しており、雪崩の心配はしていた様子ではある。しかし、大雪渓に左

右から落ちる雪崩は、降雪後すみやかに落ちてしまうらしいし、2、3日の降雪なら雪崩れないと

見当をつけたのは正しかった、と言っている。 

 “蝋燭岩の下でスキーを脱いで、アイゼンを穿く。頂上まで何の造作もない。チョンチョンと登

って行くだけだ。……頂上についた頃は一点の雲もない。風も此の時期に珍しいなぎだ。実に僕ら

はめぐまれた。”とある。厳冬期初登などの理屈はどうでもいい、ただ幸せな山行と言うべきか。（後

註 2） 

 

中 略 

 

≪後註≫ 

 この 10の山は、その後一橋山岳部の後輩たちが同じ季節・同じルートで何度も繰り返しており、

編者も大方のものは登る機会を得た。その時には、殆ど開拓時と言うべき頃先輩がこう登ったとは

知らずに登ったのだが、その雄図に今更ながら崇敬措く能わずも、登った立場で見ると、また別の

感慨なり感想なりを持つ。そのあたりを補足したいと思い注記を追加することにした。以下、各山

行末尾の後註順に述べる。 

 

 

中 略 

 

後註 2）厳冬期の大雪渓から白馬岳 

 1980年 1月、編者らは唐松から縦走してきて、猛烈な風雪を白馬村営小屋でやり過ごしたこと

があるが、大雪渓には雪煙舞い狂い雪崩の巣のように見え、楽ではあろうがとても下る気にならず、

栂池まで大迂回した。この深い谷を真冬に、前日 2日間吹雪いたくらいなら、大概雪はずり落ちて

いるから登降するのはリスクは低い、と高木さんたちは信じていたとはいえ、実に勇気あることだ。

12月初旬の一高の登攀時と比べれば、雪崩の判断は 12月末の方が断然難しく、そこに視点を置け

ば一橋山岳部の方が厳冬期初登だと言うのが妥当な線だろう。 

 季節は違うが、編者は 5月連休に白馬主稜登攀後、ガスの中で大雪渓を下ったことがある。物凄

いデブリ堆積があって恐ろし気だったし、その翌日には、白馬尻の幕営地でテントの目の前までブ

ロック雪崩が押し寄せて来て、びっくりした。雪崩の予測は難しく、幸運を信じれば怖いものなし

ではあるが、命懸けであることに変わりない。 

 

後 略 
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15． 田中伸三  「後立山生活、杓子岳と唐松岳行」『やま』第二十五號 

昭和四年七月五日刊 筒台山岳會発行 

 

山岳部報告 一九二八・九 ― 一九三〇・六 

昭和三年度 

 

◇後立山生活、杓子岳と唐松岳行 

田中伸三、笠原速男、宮村堅一、ポーター三名 

此の旅行の目的は白馬岳より不歸の縱走を決行し、唐松、大黑あたり迄行く豫定であつたため、

三名のメンバーに三名のポーターと云ふ大名旅行になつてしまつた。結果に於て後立山特有の惡

天候の爲に豫定の行動の一部のみを遂行するに過ぎず退却を餘儀なくされた 

三月廿三日 晴 四谷着（後二、〇〇）― 中食後スキーを穿いて猿倉へ向ふ。猿倉着（七、〇〇）

美しい月が林の上に光つて居た 

三月廿四日 曇時々雨 小屋附近でスキーの練習をなす 

三月廿五日 曇後晴 スキー練習と雪崩の研究をなす。長走澤より中山澤へ、吹雪の晴れた白馬連

嶺は猛烈な雪煙を上げて居る 

三月廿六日 晴後曇 杓子岳東尾根登攀出發（六、〇五）アイゼンを穿き、スキーはトラーゲンす。

スキーデポ（七、四〇）長走澤を上り途中より杓子尾根に取付く。二千米より上方は粉雪（深さ

字通りのナイフエッヂとなる。特に最後の百五十米ばかりの間は惡い。ステツプを切りつゝ登る。

天候惡化す。（一一、三〇）所々もろい岩の露出して居るリツヂを上る。ホールドの確かなもの

は持ち不安定のものは右側を卷く頂上の所で小さい雪庇があつた。その右側より登る。頂上着（一

二、〇五）霧で何も見えない  

 要 約 

昭和 4年（1929）3月 26日の記録。杓子岳杓子尾根の積雪期初登攀。 

メンバーは、田中伸三、笠原速男、宮村堅一（以上、神戸商業大学山岳部）、丸山静男、

大谷定雄、塩島鎰司（以上、ポーター）。 

行程は、3月 26日 猿倉旧小屋－スキーデポ（長走沢の中部）－中山沢から見て頂上の

様に見えるピーク上－悪場下－頂上－悪場下－スキーデポ－猿倉

旧小屋。 

※大正 15 年（1926）4 月、三高パーティによる積雪期の初登攀（本誌№11）があるが、

主稜へ直接取り付いたのは、これが初めて。 

※この記録は、3月 23日より 4月 2日までの後立山生活の中でつくられた。 

※本誌№16の記録は、このすぐあと 30日に登攀されたもの。 

※この記録は、本誌№16田中伸三「春期後立山連峰概観」『関西学生山岳連盟報告』第 1

号にも掲載されている。 

※神戸商大は旧制神戸商業大学の略称。現在の神戸大学の前身の一つ。 

※『やま』は神戸商大山岳部筒台山岳会機関誌。 
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下りにアプザイレンするには適當のビレイングピンもなし、アンザイレンして下る時は時間の點

から見て不利なので上りのステツプを大きくしながら下る。下るに從ひ雪質柔軟となり、膝まで

もぐる樣な所も可成りあつた。ライフエンがあれば大層助かる。そこで、長走澤の上方でシツテ

インググリセードをやり始めたが案外成績がよいのでどんどん飛ばす。スキーデポ歸着（三、二

〇）中山澤を飛ばして歸る（四、一〇） 

三月廿七日 晴 天候が毎日どうも思はしくないので一先づ下山して八方山より唐松へ行く事と

する。三日間煙と寒氣とに泣かされた小屋、それでも思出は深い 

三月廿八日 曇 八方中繼小屋迄。人夫の 渉が手間取り出發は十一時となつた――中繼小屋着

（四、二〇）小屋は秋に 用した者の不注意から雪がつまり全然 用が出來ず、其上雨が降つて

きて今にも雪になりさうなので匇々引上げる。細野（六、〇〇） 

三月廿九日 曇後晴 白馬館滯在 

三月三十日 晴 笠原歸る。田中、宮村は唐松岳へ（人夫二名）出發（三、〇〇）細野よりアイゼ

ンを穿く。黑菱（六、〇〇）―中繼小屋（八、〇〇）スキーを置く。この邊より尾根は可成り瘠

せてゐる。夏道を通らず尾根筋を行く。アイゼンの爪は殆んどもぐらない。唐松小屋（一一、〇

〇）小屋の掘出しに二時間を要した。尾根に寢そべつて劔を見て居るのもよい。田中、宮村は唐

松頂上へ（三、〇〇） 

三月三十一日 晴後吹雪 西南風强し。尾根筋よりの五龍岳行きを斷念し、澤筋コースを採る。人

夫歸る。小屋發（一一、〇〇）晝食をとり、ルートの研究をやる。五龍へ直接取付くコースを發

見。其尾根の直下に來た時丁度吹雪出したので急いで退却（三、〇〇）夜中盛んに吹雪く 

四月一日 吹雪、 晴 一日中吹雪く。午後四時半頃吹雪止む 積雪六十糎餘、劔一段と美し 

四月二日 曇南西風 日の新雪の爲五龍行きは不可能となつた。しかも未だ天候がはつきりしな

いので思ひ切つて下山と決す。出發（八、〇〇）二千米までは新雪あり、スキーのないのが殘念。

中繼小屋より八方山まではスキー其以下は濃霧卷きしかも雪はマーブルクラスト、其の爲アイゼン

のまゝ下る。四谷着（一二、〇〇） 
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16．田中伸三  「春期後立山連峰槪觀」『關西學生山岳聯盟報告』第一號 

昭和 5年 6月 20日刊 關西學生山岳聯盟発行 

 

神戶商大 田 中 伸 三  

我學生山岳聯盟の春期に於ける後立連峰登山に關する 錄としては，舊くは京都大學パルティの

４月に於ける小日向よりする杓子尾根登攀あり， 昭和 3年４月下旬に於ける鹿島營林署小屋より

する五龍岳行がある・ 

而して最近に於ける 錄を時間的に羅列するならば， 

昭和４年春期 

▲杓子岳主稜登攀，3月 26日，神戶商大 パルティ 三名，ポーター 三名・ 

▲唐松岳行，3月 30日，神戶商大 パルティ 二名，ポーター 二名・ 

▲白馬岳より小蓮華山へ，3月 30日，大阪醫大 パルティ 二名・ 

昭和 5年 

▲白馬岳，3月 21日，三高 パルティ 四名・ 

▲白馬澤より小蓮華，白馬岳へ，（途中引返し）3月 22日，甲南高校 パルティ 六名，ポータ

ー 一名・ 

▲唐松岳（途中引返し）3月 22日，神戶商大 パルティ 三名・ 

▲五龍岳（平川入遡行大黑經由）神戶商大 パルティ 三名，ガイド 一名・ 

▲赤澤，鳴澤，岩小屋澤岳，3月 31日，京都大學（先輩） パルティ 二名・ 

▲スバリ，針ノ木岳，4月 3日，京都大學（先輩） パルティ 二名・ 

▲鹿島槍ケ岳，爺ケ岳，4月 3日，神戶商大 パルティ 三名・ 

等である。 

宜上此を四つのグルッペに分つ・ 

第一を小蓮華以南，不歸以北・ 

第二を不歸以南，五龍岳以北・ 

第三を五龍岳以南，爺岳以北・ 

第四を爺ヶ岳以南，針木岳以北・ 

とし 錄を中心として以下述べて見やう・ 

 

 要 約 

昭和 4年（1929）3月 30日の記録。唐松岳の積雪期初登頂。 

メンバーは、田中伸三、宮村堅一（以上、神戸商業大学山岳部）、郷津長兵衛、矢口伍郎（以

上、案内人）。唐松小屋より頂上へは、田中伸三、宮村堅一。 

行程は、 3月 30日 白馬館－黑菱－中継小屋－唐松小舎－唐松岳頂上－唐松小屋 

※神戸商大は旧制神戸商業大学の略称。現在の神戸大学の前身の一つ。 

※この記録は、3月 23日より 4月 2日までの後立山生活の中でつくられた。 

※この記録は、本誌№15 田中伸三「後立山生活、杓子岳と唐松岳行」『やま』第二十五號

にも掲載されている。 
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第一グルッペ 

  A．白馬岳 附（小蓮華山）・ 

  （一）大阪醫大 南勇吉，小林義郞・ 

     大雪溪 ― 白馬岳 ― 小蓮華・（1929） 

 3月 30日，（快晴），出發 5. 25 猿倉舊小屋 ― 6. 50 白馬尻 ― 10. 00 頂上小屋，（晝食 30 分）

― 11. 00 頂上 ― 12. 30小蓮華頂上（休憩 30 分）― 1. 10 乘鞍下（第二回晝食 30 分）― 之

よりスキーを穿く，―3. 30 猿倉歸着・ 

此の行の前の天候狀態は， 

 3月 23日晴，24日雨後曇，25日霙後晴，27日晴，（2, 000米以上霧卷く）28日晴後雨，29日

曇（1, 600米以上霧卷く）以上の樣であつて降雪なき爲，新雪雪崩の危險は無く，日射，降雨によ

る雪崩のデブリを多少認めたるのみ・ 

（二）第三高等學校 長谷川淸三郞，本野享一，田中敦，本尾一郞・ 

大雪溪 ― 白馬岳 ― 大雪溪・（1930） 

3月 21日（晴）・出發 4. 15猿倉新設小屋 ― 5. 50 ウシロ澤（スキーを穿く）― 6. 20 白馬尻 ― 

8. 05 第一回食事 ― 9. 54－10. 14 スキデポ，葱平 ― 11. 03－11. 25 縣設小屋―11. 55－12. 05

― 白馬岳頂上 ― 12. 55－1. 30 スキデポ ― 3. 10 白馬尻 ― 5. 00－5. 30 猿倉小屋 ― 9. 00 細野

村・ 

以下長谷川君の 述による・  

 午前 3時起床，下方には薄雲があるが大體晴天・明大パルティが午前 3時 45 分に出發・私等は

それより 30 分遲れて行く・ウシロ澤迄雪がかりかりの爲スキーを穿かずに行く・雪溪の雪は風の

爲大分クラストして居た・其爲アザラシを屢々外した・大雪溪中途（大雪溪が上部に於て急に傾斜

を增して居る下部）にてパンを食ふ・大雪溪上部の急傾斜は雪が固いためスキーをぬいで行く・し

かしラッセルが相當あるので 互にラッセルをやる・しばらくすると雪はマーブルクラストとなり，

本野のトリコニでキックステップしつゝ上る・大雪溪の最上點の岩蔭（葱平ならん）にスキデポを

設け，こゝよりクランポンをつけて進む・此處より縣設小屋の間は小雪溪を通らず雪溪のうんと北

邊を通つて行く・御花畑は一部偃松を現はして居るのみ・縣設小屋は大體（一つを除いて）埋まつ

て居た，此處より白馬館小屋迄の間はクラストといかぬ迄も大分固かつた．白馬館小屋も最南のも

のゝ外は皆埋まつて居た・これより上は殆んどクラスト・頂上近くでは風の爲雪少く夏道も現はれ

て居た・白馬館小屋へ來た時明大生が漸く登つて來た・スキーデポで晝食，大雪溪中途よりスキー

を穿く・大雪溪は雪が固くて橫辷りで下る，雪溪を出るとブレーカブルクラスト・小屋へ歸ると甲

南の人々が居られた・（以上） 

（三）甲南高等學校 西村格也，楠木義明，西村雄二，多田潤也，井上正憲，（大島寛一）この外

にポーター 一名・ 

小蓮華 ― 白馬岳（途中引返し）― 小蓮華・（1930） 

3月 24日，（晴，西烈風）・5. 10 猿倉新設小屋出發 ― 5. 40 長走澤 ― 6. 20 白馬尻 ― 6. 55 

白馬澤 ― 11. 30 小蓮華頂上 ― 1. 00 引返し― 5. 00 タカスノ尾根 B ― 5. 20 白馬尻 ― 6. 00 

小屋歸着・ 

以下西村君の 述による． 

出發はも少し早くしたかつた・3 時 30 分現在零下 4 度氣壓 567，先づ大 夫と出發する事にす

る・5時過ぎの出發となつたので旣に明るい・別にラテルネの必要は感じない・雪が堅いので小屋
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からアイゼンで出掛ける・昨日下檢べしておつたので今日の進行は早い・アイゼンで此の緩かな且

相當ブッシユのある登りが行けた事は大變時間をセーブした・御殿塲（猿倉と白馬尻との殆ど中間）

の少し上からスキーを穿く・（其後小蓮華頂上下 200 米迄スキー）大雪溪も白馬尻から見た所隨分

ゆつたりして居るし，12 月來た時の樣にデブリも出て居ない・白馬側からも杓子側からも此處よ

り見た限りでは出て居ない・尤も相當物凄いのでなければ此處からは眺められまいが・白馬澤を遡

る・夏は餘りよい感じを與へないが今は素適だ・隨分廣く感ずるし緩い・白馬も頭こそ見えぬが此

處から見た姿は凄い・白馬澤より分れてタカスの尾根に殆ど平行に入つて居る澤に入る・此の附近

相當のデブリがある・高さは 1米乃至 1米半だが長さは 200米程も續いて居る・此の澤を餘り深く

は入らないで，途中から尾根に取付く考へだつたが澤の方がずつと樂な樣なので雪崩は大 夫とし

て澤をぐんぐん上る・傾斜は次第に加はるが別に大した事もなく氣持よく進行出來る・登り切つて

50 米も行かぬ内に尾根はぐつと瘠せる・そして岩だ・エッヂは別に銳くはないが岩ががらがらし

て居り雪が惡いので相當愼重に行動する・之が約 120＿30米，夫が盡きて純然たるパウダースノー

の急傾斜となる・之が 7＿80米それで小蓮華の東走するメインリッヂへ出る・頂上より約 80米の

所だ・疾風にたゝられて遂に白馬迄は行かずに了つたが天候さへ普通であつたら白馬への日歸りは

容易だらう・ （以上） 

 參考として私が本年 1月 2日，大雪溪より白馬岳へ登つた 錄を此處に揭げよう・ 

3. 45 猿倉新設小屋出發 ― 4. 50 白馬尻 ― 6. 30 葱平（スキーデポ）（第一回食事）― 8. 30

－ 8. 50 縣設小屋 ― 9. 30 白馬岳頂上 ― 9. 40－9. 55 頂上小屋 ― 10. 30 葱平 ― 10. 50 

白馬尻 ― 12. 00 猿倉小屋・ 

今上 の 錄を比 對象して見やう・ 

白馬尻までは醫大パルティは 1時間 25 分，三高パルティは 2時間 5 分を要し，甲南パルティは

1 時間 10 分を要して居る・ 期此の間は 1 時間で行くを普通として居る・勿論雪質の相違は所要

時間に影響する所ありとしても此間に 2時間以上を要する事は如何かと思ふ・白馬尻より葱平迄普

通 2時間，三高パルティは 1時間 50 分を要して居る・私達の 1月の 錄は 1時間 40 分．此處か

ら縣設小屋迄 3月で 1時間， 期 1時間半位のものであらう・私達は烈風に正面から吹付けられた

ため 2時間を要した・白馬は 期登山の對象としては 雪崩の研究といふ大きな問題があつて可成

り困難な山であるが，併し春期登山の對象としてはステップカットも大した必要なく，むしろあつ

けない位の山である・ 

歸途の時間はスキーの利用域の多少により相違する・ 

甲南パルティが白馬澤を遡行し小蓮華より白馬岳へ向つて、登頂出來なかつた事は殘念ではある

が之とても烈風がなかつたならば，問題ではない・後立のみならず北アルプスの山では晴天でも尾

根筋に强風のある時は登高は不可能の事が多い・私達が同日細野村より唐松，不歸へ行かうとして

果さなかつたのも此が爲である・ 

B．杓子岳主稜， 

神戶商大 田中伸三，笠原速男，宮村堅一，外ポーター丸山靜男，大谷定雄，鹽島鎰司・ 

3月 26日，晴後曇 ― 6. 05 猿倉舊小屋出發 ― 7. 40 スキーデポ ― 10. 30 中山澤から見て

頂上の樣に見えるピーク上 ― 11. 00 惡塲下（天候惡化の徴あり）― 12. 05－12. 10 頂上 ― 1. 15 

惡塲下 ― 3. 20 スキーデポ・スキーを穿つ ― 4. 10 歸着・ 

雪堅きためスキーをトラーゲンす・スキーデポは長走澤の中部・長走澤を上り途中より杓子岳主

稜へからむ・2, 000米より上方は粉雪（深さ 20糎）尾根の大雪溪側はウインドボードをなす・中
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山澤より見て頂上の樣に見えるピークより上方はリッヂがナィフエッヂとなり大變惡い・田中トッ

プで馬乘りとなりステップを切りつゝ登る・ザイルは 用せず・此のリッヂは所々もろい岩が露出

して居る・ホールドの確かなものは持ち，不安定のものは右側を卷く・頂上には一寸した

Gipfelwächte が出て居る，其を叩き壞して右手より匐上る・歸途アプザイレンするには適當のビ

レイングピンもなしアンザイレンして下る事は時間の點から不利なので上りのステップをキック

し大きくしながら下る・下るに從ひ雪質軟かく，膝迄埋る樣な事が屢々あつた・此んな時はライフ

ェンがあるとよいと思つた・スキーデポはもつと上方の方がよかつた樣だ・ 

杓子岳は 述した樣に甞て京大四手井氏パルティが小日向より登られた事がある・しかし主稜へ

直接取付いたのは恐らく めてゞあらう・本年 1月商大藤井パルティが白馬尻より杓子主稜へ取付

いたが，此も春期に於て面白いコースであらうと思ふ・ 

 杓子岳へは，勿論大雪溪を經由して行く事が出來るがそれでは登攀の興味は大部分減殺されてし

まう事と思ふ・勿論我々のコースは夏期に於ては絕對に通過不可能である・唯積雪期に於てのみ比

的面白いクライムを樂しみ得るであらう・ 

C．鑓ヶ岳其他， 

鑓ヶ岳は杓子岳と共に信州側から見る時は可成り物凄い樣に見えるが黑部側は緩くて問題では

ない・さりとて信州側からの根據地は得る事が殆んど不可能に近く，それがためよき登攀の對象た

り得ない・勿論白馬頂上小屋を根據とするならば登頂は問題ではないがたゞ興味が全然無くなるわ

けである・白馬頂上より唐松岳八方小屋迄の縱走は我々が昨年 3月計畫したものであつたが天候惡

く， に果す事が出來なかつたが今春，立敎，明大の人々により實現された・ 

〔註〕唐松小屋よりの不歸縱走は本年 期京大高橋君によつて、旣になされて居る・ 

D．根據地， 

猿倉小屋， 

四谷から約 4時間の行程，夏の賣店が舊小屋，其の少し左寄りに新らしいスキー小屋が出來て居

る・可成りよい小屋だが勿論スキーヒユッテとして，もつと改良すべき餘地は充分ある・山毛欅の

林の中にあり，附近にスキーの好ゲレンデがある・寢具，食料も此處で得られる・登山者のある每

に番人が一人上つて炊事をやつてくれる事になつて居る・現在の樣に丁度夏の山小屋と同樣な經營

法でぎつちりつめられたりすると一寸嫌になる・小屋の位置は雪崩からは完全である・ 

白馬頂上小屋， 

頂上小屋で積雪期宿泊の出來るのは最も南端の小屋である・本年 めて宿泊の設備をした程度で

未だ不完全なものである・第一に困る事は煙突が拔いてない・小屋も夏のまゝでただストーブを置

いた程度のもの・薪炭，毛布，米，味噌等は大分置いてある・煙突を拔き小屋に目張りして此を完

全な 小屋とするならば大分興味のある登行を企て得るであらう・ 

 

第二グルッペ， 

A．唐松岳， 

神戶商大 田中伸三，宮村堅一，ポーター 津長兵衛，矢口伍郞・ 

3月 30日，（快晴），3. 00 四谷出發，細野よりアイゼンを穿く― 6. 00 黑菱 ― 8. 00 中繼小

屋，スキーを置く，（第一回食事）― 11. 00 唐松小屋・ 

中繼小屋より上方は尾根が可成り瘠せて居る・夏道を通らず尾根筋を行く・雪堅くアイゼンのツ

アッケは殆んど埋らない．牛首（唐松小屋東方のピーク）附近は風强き爲か雪があまりない・小屋
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の掘出しに 2 時間を要した・人夫を小屋へ殘し二人で唐松岳頂上へ・（30 分にて到着）・此處から

見た不歸は黑部側殆んど積雪なく比 的簡單に行き得ると思ふ・別に登行心をそゝられると言ふ事もな

い・不歸は矢張二股から見た姿が最もアトラクティブだ・ 

〔註〕唐松へは 3月 28日，田中，笠原，宮村が第一回登山を試みたが出發遲く，スキーを 用した

ため時間をとりすぎて失敗に歸した・ 

細野村（11.  00）― 中繼小屋着（4.  20）― 細野（6.  00）小屋は秋に 用した者の不注意から

か雪が一杯つまつて全然 用が出來ず其上天候が惡化したため匇々引上げた・ 

唐松岳．（途中引返し）， 

3月 22日，快晴（2, 000米以上烈風） 

神戶商大 田中伸三，宮田淸太郞，藤井隆蔵・ 

出發 4. 00 村を離れてすぐアイゼンを穿き，スキーをトラーゲンして八方尾根を登る・中繼小屋（10. 

00）八方山を越えて 2, 000米迄登つた頃から物凄い風が正面から吹付けて中繼小屋附近では呼吸するの

も困難を感ずる樣になつたので遂に退却と決定，五龍へのコースの遠見尾根の偵察をしながら細野へ歸

る・（3.  00）・ 

唐松は其の時間 錄の示す樣に大變樂な山である・天候さへよければ實にのんきな氣分で登れる・そ

れだのに我々が手をつける迄全然未踏破で殘されて居たのだから面白い・ めて登る時，唐松小屋の事

も氣になつたし， 中繼の小屋も利用し得るか否かについて大分氣にしなければならなかつた・八方尾

根は後立獨特の强風の作用で新雪直後か，春期ならば日中 4＿5時間の間よりスキーの 用は出來ない・

本年 期は京都大学の人々が約１ケ月に亘つて唐松小屋へ滯在されたし，大阪醫大の人々も唐松へ一回

登つて居る．今から見れば唐松岳を登山の對象として書く事は如何とも思はれるが唯， 錄的意味に於

てのみ參考として揭げたわけである・ 

B．五龍岳， 

（イ）唐松小屋よりする五龍登路の問題・ 

五龍岳トライアル，（途中引返し）・ 

神戶商大 田中伸三，宮村堅一， 

3月 31日，晴後吹雪，西南風强し， 

唐松より牛首，大黑岳を經て五龍岳へのリッヂ沿ひのコースは雪庇と，尾根筋がアンサウンドロック

よりなるため春期に於ては危險である・其が爲我々は澤筋コースを採つた・ 

 小屋出發午 8 時 30 分，唐松岳西南の澤を下る・大黑より西方に派生して居る尾根の下部へ着いた

のが 11 時・晝食を採り，ルートの研究をやる・五龍へのルートは三つ考え得る第一のものは此の尾根

を登つて大黑より五龍へ行くもの・第二のものは五龍へ直接取付くもの，（最短距離であるが時間も相

當かゝるし，ザイルも 用せねばならぬ）・第三のものは，我々の下つた澤を舊大黑鑛山跡位迄下り，

それより五龍岳への比 的緩い登りである・第三のものは一寸雪崩の危險を冒さねばならない・第一の

コースはライフエンを持たぬ我々にとつて雪質軟柔となつたため疲勞度が劇しく結局第二のコースを

採る事に決定・其の尾根の直下に來た時丁度吹雪き出したので急いで退却，午後三時小屋へ歸着． 

〔註〕早朝澤筋コースを下る事も普通の塲合許容さるべき事ではあるが直線距離 100米で 600米の下

りである此の唐松西南の澤では一寸困難である・早 雪面クラストせる塲合にアイゼンのツアッケは

たゝず一々カットステップするわけにも行かない・ 歸途疲労した身體で根拠地迄 600米の上りも一寸

苦痛である・ 

唐松小屋よりの五龍岳行きは昭和 4年 12月 17日，立敎大学の人々が竹澤長衛をつれて大黑を經由し



119 

 

てリッヂ沿ひに往復されたさうである・ 

（ロ）細野村よりの五龍岳，（平川入りより大黑經由，歸途遠見を下る）・ 

神戶商大 田中伸三，富川淸太郞，藤井隆藏，外に丸山靜雄を同伴す・ 

3月 26日，快晴，西微風，3. 30 細野村出發，平川入りを遡行す― 5. 00 ヒッタク倉庫跡 ― 7. 00 

二本松尾根上― 9. 30  大黑澤雪庇下― 10. 20 雪庇上（第一回晝食）― 10. 50 同所出發 ― 12. 00 

遠見尾根出合 ― 1. 00－1. 05 五龍岳頂上― 1. 35－1. 55 遠見尾根出合（國境）（第二回晝食）―

6. 20 遠見尾根下（矢崎山）― 7. 45 細野村歸着・ 

大黑澤の登りが可成り急でうるさいらしいのでスキーは持つて行かぬ事にした・平川入りも 日の偵

察でよく調べてあつたので行程は案外はかどつた・二本松尾根で林間にも不關，大きな表層雪崩の出て

居たのには驚かされた・南斜面で山毛欅の林，巾 70米，長さ 30米位のものであつた・ 大黑澤は殆ん

ど表層雪崩のデブリが連續して居る・大黑澤の上部に於て雪庇の自然崩壞によるデブリ一個を認めた・

大黑より遠見尾根出合迄のリッヂ沿ひは夏期よりもむしろ樂であらう・五龍岳は三つのピークから成立

つて居る・これを北から第一，第二，第三と假稱すると第三ピークが頂上になるわけである・コルから

第一ピーク迄は雪庇の連續，大體リッヂ沿ひに行く・第二ピーク，第三ピーク共に信州側は物凄い崖で

ある・我々は第二ピーク頂上を傳つて第二ピークと第三ピークとのコルに出た・第三ピークは越中側を

搦む・雪面はウインドクラスト及ウインドボードでリップルマークを形成して居る・雪斜面は小規模の

schneebrett を起すため出來る限り岩を選んで登る・斜面はかなり急でカットステップも一寸つかれ

る・オーダー田中，富川，藤井で頂上へ・頂上の雪庇は問題でない・北側に卷く・歸途第三峰は大體登

りのステップをキックし乍ら下る・第二峰は越中側を走つて下りる・遠見尾根の上方後立メインリッヂ

とのコル所謂白岳附近の雪庇は細野から見ると可成りうるささうだが行つて見ると案外樂だ・遠見の下

りは大變長い 今 の樣にスキーが戀しくなる・ この尾根は尾根筋も可成り廣く樹木もあまり繁茂し

て居ないのでスキーの滑降には理想的である・最 我々のプランは遠見尾根よりの五龍岳往復といふに

あつたが，あの長い尾根を一日で往復する事は困難と思はれる・尾根の途中でビバークでもすれば――

そしてスキーをトラーゲンして行けば可成り面白い登高をなし得るであらう・平川入りより大黑岳への

夏道は今は全く廢道になつて居るさうだ・平川入りより大黑澤へかけての雪崩も新雪直後でなければ大

大 夫である・ 

〔註〕昭和 3年 4月 21日に京大・今西錦司，四手井綱彦兩氏が竹澤長衛を連れて鹿島營林署小屋を根

據として五龍岳への積雪期第一回登攀に成功した・（三高部報第六號參照） 

其時のタイムは出發（5. 00）―（8. 30）西天狗三角點 ―（12. 35）― 白岳コル（1. 40）國境 ―

五龍頂上（4. 00）―（5. 00）白岳 ―（9. 00）天狗の三角點 ―（1. 00）歸着・ 

C．根據地 

細野村， 

民家で宿泊の世話をしてくれる・附近には可成りスキーゲレンデもある・缺點としては目的地迄可成

り遠い事である・ 

八方中繼小屋， 

八方中繼の小屋は日電が建設したものであり， 

八方山三角點より上方約 500米の地點，標高 2, 200 米位のところにある八方池よりは少しく東寄り

で尾根上に建てられている・入口は北側で、周圍は岩で圍み，すつきりしたヒュッテである・米，味噌，

薪 は白馬館で上げて居る・此の小屋は昨年３月唐松行きの時 用するつもりで出掛けた所， 述した

ように小屋が露出して居たに不拘，雪で完全に埋つて居て 用することが出來なかつた・本年 期、我
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聯盟の人達がこの小屋に籠つて附近でスキーの練習をやつた・然るに 3月行つて見ると 小屋の中に雪

が侵入して居て 用する事が出來なかつた・故に此方面に行くには餘り此の小屋は當にはならないと思

ふ・ 

唐松小屋， 

アルプスに於ける 小屋として最上の部類に属するものと言ひ得やう・小屋の外部は岩で疊み立派な

頑 な小屋である・小屋は尾根より西側にあり，西向きである・正面に丁度劔，立山連峰が見えて素適

だ・昨年 3月 用の際は夏山の りに相當嚴重に密閉してあつたに不拘，南側半分は全然 用が出來ぬ

程に雪がつまつて居た・此の小屋から唐松岳頂上迄は 30 分あればよい・だからこの小屋は唐松岳行き

の根據地としてより不歸，五龍行きの根據地としての重要性を多分に持つて居る・ 

 

第三グルッペ 

A．鹿島槍ヶ岳，爺ヶ岳． 

神戶商大 田中伸三，富川淸太郞，藤井隆藏， 

4月 3日，4. 05 鹿島村出發（スキーは携行せず）― 5. 05 小冷澤出合（アイゼンを穿つ）―

6. 20 西股出合 ― 6. 45 笹釘 ― 8. 55 雪庇下（アンザイレンす）― 9. 55 雪庇上 ― 10. 35 

鹿島槍頂上 ― 1. 25 爺岳頂上（尾根筋より谷へ下る）― 3. 05 小冷澤下 ― 4. 50 大川出合 ―

5. 25 鹿島村歸着・ 

30 日の偵察により大冷澤北股の笹釘附近迄の地形がはつきりわかつて居るため，時間を可成りセー

ブする事が出來た・笹釘より上方は殆んどデブリが帶狀に連續して居る・我々は長岩を通らずに鎌尾根

を上つた．雪庇はかなり大きなもので，アンザイレンして叩き壞した・身體を入れるスペースを切りパ

ッキングアップで登る・オーダー田中，藤井，富川．リッヂに出れば鹿島槍迄は問題ではない・信州側

は殆ど雪庇の連續である・冷池より爺へかけてのリッヂは雪庇や雪堤の爲夏期より步き易い・爺尾根は

地圖で見たよりも惡い・梢を渡る樣な所が二ケ所もあつて一寸いやな思ひをさせられた・積雪量も少い

ので尾根傳ひに下るのをやめて小冷澤へ下る・雪面は日蔭のため，クラストして居てアイゼンのまゝで

も比 的もぐらない・澤へ下つたのが三時過ぎ，雪崩の心配は少しもなかつた・此澤で一番大きなデブ

リは爺ヶ岳より直接此澤の本澤へ出て居るもので，數日 の降雨のため出たものらしかつた・西股（夏

の所謂長ザク）には大きなデブリが出て居る・しかし此とても早 にさへ通過すれば北股同樣問題では

ないと思はれる・ 

B．根據地・ 

鹿島村及營林署小屋・ 

旅館はない・農家に泊めて貰ふ・此村より約 3粁で大川と冷澤が分れる・大川が大剛澤と分れて，す

ぐ大川の左岸に營林署の造林小屋がある・此は 用 大町營林署へことわつておかねばならない・ 

鹿島村を中心としてスキーゲレンデはない・丸山で少し滑れる程度のものである・大川は冷澤より谷

筋が狹い・大正三年に創設した林道が川の右岸に沿つてタル澤の附近迄ついて居るが，何分春期デブリ

のため道は全部傾斜をなして步み難い・ 川原は水量が多くて渡渉は出來ない・若し天狗尾根より遠見

に取付くならば矢張オーゴ澤を遡行して扇平から西天狗に取付くとよい樣である・問題の鹿島東尾根を

採るためには，犬の窪より上方笹釘の對岸邊りのリンネを上るのが最もよいと思ふ・ 
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第四グルッペ 

A．赤澤，鳴澤、岩小屋澤， 

京都大學（先輩）今西錦司，高橋健治， 

3月 31日，曇後晴， 

以下今西氏の 述による・ 

小屋の直ぐ後から赤澤の尾根に取付き赤澤岳へ登る．餘勢をかつて鳴澤岳，岩小屋澤岳と縱走し，先

日スキーで登つた岩小屋澤の尾根を下る・ 日クランポン・少しもぶからず足ならしに大いになつた・ 

スバリ，針ノ木岳， 

京都大學（先輩）今西錦司，高橋健治， 

4月 3日，（快晴） 

スキーはチーエンしてマヤクボ迄登り此處をデポとす，針ノ木岳北面所々に氷化せる所あり，クラン

ポンの練習によし，スバリ岳は極平凡・天氣がいゝので景色を見て餘り悠々としたものだからマヤクボ

2時半出發で旣にブレーカブルクラストになやまされ，（但日射は尙あり）連續滑降の快を得られなかつ

たのは遺憾千萬・針ノ木谷下半はデブリでスキ－滑降の効果は甚しく減殺された． 

 

 感想――大澤はトレイニングに實にいゝ所だ，しかし 10日も居たら飽きて了ふだらう・それは地形

の然らしむる所であつて其段笹ヶ峰なんかはいゝ所だ・Possiblerouteは何回かの早稻田の合宿及び其

の他のパーティによつて籠川側は殆ど殘す所なく步かれて居る・scaleが小さいから big climbは出來な

いが谷，尾根，スキー，クランポン等變化に富んだプランを樹てる事が出來， 天候、雪質に應じて適

當な登攀をなし得る點，部の合宿練習なんかには甚よい・雪崩は第二次の危い奴が 了した後であつた

ので安心出來たが 3月中旬迄は餘程警戒を要する・今年は鳴澤から一本，赤澤から一本二次の大きい奴

が出て居た・早稻田の 錄によるとあの年（1929）は大澤から大きな二次が出た樣だが今年は出て居な

い・ もう出る樣子もなかつた・高次の雪崩は屢々觀察したが其原因は今の所不明である・此處は 入

る所でなくクランポンのきく樣になつた春の所であらう・若し春此處へ入つたなら大澤の小屋附近でグ

ズグズして居ないで每 ，早く起きてサツサと高い所へ登る事である・每 登りの二時間位はウオーミ

ングアップとして必要である・それからマヤクボなり針木峠なり好きな所へ行つてビギナーはザイルテ

クニックをやるのもよし或はあの廣いマヤクボカールから continuousに針木谷迄滑り下すのもいゝ・

（ 以上今西氏 ） 

 

 

以上大體に於て最近に於ける 錄を中心とする春期後立山連峰を御紹介した． 
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17．堀田彌一  「 の五龍岳」『立敎大學山岳部部報』第二號 

昭和 5年 6月 20日刊 立敎大學學友會山岳部発行 

 

 

 私が積雪期の後立山連峯に心を引かれる樣になつたのは可成り以 からの事であつた。昨年來逸

見達とともに黑部川の御山谷小舎を根據とし、針の木・スバリ・赤澤・鳴澤等に至る登山を計劃し

て以來益々後立山連峯が私の一興味の中心となつた。そして昨年の秋に成つて冬山の計劃が立てら

れた時私達の最初に持ち出したのは鹿島槍岳・五龍岳・白馬岳等の後立山連峯であつた。之等の山々

の中で最初に手を附け、そして最初に滿足を與へてくれたのは五龍岳で、高さの點では白馬や鹿島

槍に劣るとも特異な山容を持つ冬の五龍岳は忘れてはならない良い山、面白い山である。 

 

１ 登路・根據地・準備 

  

冬の五龍岳への登路として越中側より至るものは根據地の選定に困難なる事、雪崩の危險等より

して問題にならない。次に信州側より至るものには先づ遠見山の尾根より至るものと、八方尾根よ

り大黑を經てするものとがある。 者には飯田及細野を根據とするものと、一昨年四月京大今西氏

の一行に依つて爲された鹿島營林署小舎を根據とするものとがあり、後者は八方小舎（唐松小舎）

を根據とするのを最も適當だと思ふ。私達は後者を選んだ。それは 者は何れにしても長時間のア

ルバイトを要するものだし、一年中最も日脚の短く天候の不順調な冬季に於ては總ての條件が非常

に不利だからである。 

 此の行が決定し山行の日も大體確定した十一月初旬、藤一より「今年は 季登山に備へる爲め八

方小舎及八方中繼小舎はすつかり手を入れ、中繼小舎には米・味噌等の食糧及び燃料の外に毛布が

二十枚あるから心配なく御出下さい」と言ふ通知を得た。それで結局私達は山行してから八方中繼

小舎から八方小舎迄で米や炭の運搬に餘分な日を費したけれども、小舎・食糧・燃料の問題は解決

が出來た。 

 それから案内・人夫等の同行者の事である。是に就いては勿論藤一だけは連れて行く考へで居た

けれども私達は外に一昨年四月今西氏の一行と同行した信州戸臺の竹澤長衛を誘つた處、同行を快

諾してくれたので是も好都合に行つた。また私達は八方小舎から五龍岳往復に 用する目的でスキ

ーの外に輪カンをも携帶したのである。 

 

 要 約 

  昭和 4年（1929）12月 16日・17日の記録。唐松岳・五龍岳厳冬期初登頂。 

メンバーは、堀田彌一、逸見真雄（以上、立教大学山岳部）、竹澤長衛（戸台の案内人）。 

行程は、12月 14日 四谷－黒菱－八方山－八方中継小舎。 

15日 中継小舎－八方小舎―中継小舎。 

16日 中継小舎－唐松小舎―唐松岳頂上－唐松小舎。 

17日 唐松小舎－大黒岳頂上－五龍岳頂上－唐松小舎。 

18日～20日 滞在。 

21日 唐松小舎－中継小舎－黑菱－八方山－白馬館。 

※八方尾根から唐松岳に至り、五龍岳を往復。積雪期の初縦走でもある。 
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２ 八 方 尾 根 

 十二月十四日。師走半の も未だすつかり明け放れない中に、霜柱を踏みくだいて四谷を後にし

たのは逸見と私に長衛、藤一を加へた一行四名で、小原は試驗が濟まないので二日遲れて私達の後

を追ふ事になつてゐる。頰に當る 霧を心地良く覺えながら松原を縫つて八方尾根へと急ぐ中に何

時しか山の頂に 日が昇り始めた。今年は雪が遲いのか未だ此の平原には雪の影だに見當らない。

夏路通りゆるいジクザツクを繰返しながら重いスキーを擔いで坦々たる路を行くのは餘り興味も

起らない。徒に休息を重ねるばかりである。 

 暫らくして雪も疎に散在し登るに從ひて其の量を增して來る。步行は益々辛くなつてくる。黑
くろ

檜
びし

を近くにした頃にはすつかり腹も減つて仕舞つて食事をとつた。之より先は雪も續いてゐるのでス

キーを穿いた。濕つた重い雪は却つてもぐり方が少く、重いスキーは一時に肩から取去られたので

步行は急に樂に成り、のびのびと步くことが出來た。 

 やがて夏路もすつかり解らなくなつた頃には私達も黑檜の上迄行つてゐた。此處迄で行くと眺望

も可成り開けて來た。此の日は から雲一つ見られない快晴である。眞白な中に黑い岩壁が力瘤の

樣にくつついてゐる五龍岳の姿を見てゐる中に私の心は何時しかそれに吸 れる樣な氣がした。白

馬鑓・杓子・白馬・小蓮華・乘鞍はやわらかい曲線で段々低く遠くに伸びてゐる。頸城アルプスの

連山は未だ雪が少い爲め頭だけ白くなつた黑い容體が折重つて並んでゐる。北城の平原には點々と

して散在する人家も見下す事が出來る。すつかり汗ばんだ身體も此の景色を眺めながら休む每に充

分冷す事が出來た。 

 八方山の附近に來た頃風當りが强い爲めか此の尾根にも雪の無い所がある。赤土やガラガラした

石が澤山出てゐるので私達は再びスキーを擔いだ。八方の中繼小舎を直ぐ目の にして スキーを

穿いたが時間は旣に二時、之から八方小舎迄は後三時間は充分かゝる豫定、晩く小舎に着いて掘り

出したり其の他の準備も大變だからとて集議一決今日は中繼小屋に泊る事にした。小舎は大部分出

て居るけれども雪が結つてゐる爲か戶は開かない。仕方がないから窓から這入る。此の小舎は外は

石を積み重ね中に 戶があつて二重式になつてゐるのだが何處から吹き むのか可成り雪が這入

つてゐる。持つて來たシャベルで雪を一方に積み上げて、漸く戶が開かれた。小舎を整理するもの

火を起すもの仕事は分業的に行はれ、やがて荷物も解れて眞赤に起された炭火を圍んで熱い紅茶を

啜りながら雜談に耽つた。晩は 晩くまで歌に話に旅行始めの宵を心ゆくまで味つた。 

 

 十五日。今日は 昨日に劣らぬ快晴、外に出ると思はず强い紫外線が目を射る。今日の仕事は荷

物運びと八方小舎掘出しと言ふ事に決め の食事もゆつくり終へて支度に取りかかつた。持つて來

たものゝ内で防寒具と今晩の必要な副食物位を殘し、殘りは皆リツクに入れられた。其の外に新に

此の小舎に用意してあつた米や炭を各自背 へるだけ背 つて九時五十分中繼小舎を出發した。 

少しばかりのカンバの疎林をぬけ、二三度キツクターンを繰り返した後、尾根の左側を橫切つて

私達の一條のシユプールが殘された。此處から見る五龍岳は 格別だ。其の直ぐ後に頭の二つにな

つたピークを誇らし氣に鹿島槍ヶ岳は極く薄い白雲を突いて屹立してゐる。大黑岳は其の名 の面

影もなく物の數に這入らない程見劣りがする。暫く步いてゐる中に 二三度ジクザツクを重ね、ゆ

るい傾斜のカンバや靑木の疎林を過ぎて尾根筋に出る。尾根の出張りは未だ唐松岳を隱して見えな

いけれどもそれに續く不歸のキレツト・天狗の大登りから白馬鑓・杓子・白馬・小蓮華と續く尾根

は今度は若し行けなくとも一度は屹度通つて見たい尾根だ。 

 急ぐ程の行程ではないので私達は時々休んで惠れたる好晴を喜びながら飽ず山々を眺め入つた。
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十二月には珍しい暖い天氣で初 の眺望をほしいまゝにしながら、尾根筋の所々に出てゐる偃松に

寢そべつて次から次へと浮ぶ山の 想に休憩も全く樂しいものであつた。 

十二時、二千五百米邊の偃松の陰をスキーデポとし、輪カンを穿いた頃には唐松の峯は 私達に

新な喜びを與へてくれた。それから間もなく尾根の左側をトラバースして唐松の尾根に出る。日本

電力の送電試驗に用ひられたと言ふ線が未だ其の儘に殘つてゐる。目 には先づ劔岳の偉容は私た

ちの目を見張らせた。立山の東側にあるカールは特別白い。大窓のキレツトは一段と低く、毛勝・

猫 もまた奇麗だ。眞白な中の谷は私には一層懷しく感じられる。小舎の所在は直ぐ つた。一走

りに小舎まで駈け下る。小舎は雪で埋つて一斜面に凹凸をなし、唯煙脫けが雪上に出てゐるだけだ。

るがわるに發掘作業は開始され、藤一の馬力は忽ちにして雪をかき出し、戶を開いて小舎の中へ

這入る迄に至らしめた。 

小舎へ這入つて葡萄パンの晝食に充分食慾を滿足させ、持つて來た荷物は全部置いて再び中繼小

舎に戾る事にした。藤一は今日四谷迄來る私達の山仲間を迎ひに一足先に小舎を出掛ける。其の後

で私達はゆつくり支度をして明日 訪る此の小舎を後に、元來た足跡通り僅か十分餘にしてスキー

デポツト迄で來て仕舞つた。暫らく休憩をした後に各自思ひおもひのシユプールを殘して愉快な滑

降は續けられ、三時十分再び私達は中繼小舎に戾り着く事が出來た。滑降の途中京大の荷物を八方

小舎へ上げるのだと言ふ一人の人夫に出會ふ。小舎に着いて晩食の支度をして居る處へ其の人夫が

戾つて來た。荷物を途中に置いて來たので明日 それを持つて八方小舎迄で行くのだそうだ。 

 やがて樂しい晩食も終つた。明日も よい天氣らしい、靜に星は 一面に輝いてゐる。それにし

てもこんなに暖いのは天候は全く變調だ。いまに來たる可き反動天氣の事を思ふと却つて不氣味で

ある。 

 

 十六日。再び荷物運搬八方小舎入りの日だが勿體ない程よい天氣である。私達は昨日殘した防寒

具等の少量の荷物を全部と、用意して來た袋に炭や米をそれぞれ大量に入れて一緖に背 つた。昨

一緖に泊つた人夫は昨日荷物を置いて來た所まで 身で行くのだから荷物を置いた所まで炭一

俵を持つて行つて來れる樣に依賴した處、心よく應じてくれたのは全く有難かつた。彼は輪カンだ

し今日中に四谷迄で下るので 早く出掛けて行つた。 

 私達は九時十五分、昨日のシユプールを辿つて小舎を出發した。シユプールがすつかり殘つてゐ

るのでラツセルの用は少しもない。それでも荷物が重いせいか步行は餘り樂でもない。時々休んで

體を冷さなければならない程全身に汗をかいてがんばる事もあつたがピツチは餘り早い方でもな

い。天氣は好過ぎて却つて體はだれぎみだ。休憩を頻々に重ねて漸く尾根筋の處まで出る。 

 今日は恐しい遠望のきく日である。吾妻・淺間の邊の山々は勿論、秩父の山々だらうと思れる山

塊、八ヶ岳さては駒・仙 ・北岳・凰鳳等の南アルプスの山々迄はつきり る。昨日の藤一の言で

は餘り遠望のきく日は天氣の變る 兆だと、五龍へ行くには是非明日一日天氣にしたいものだ。も

う天氣も大分續いて雪もすつかり濕氣を帶びて仕舞つてゐる。不歸や大黑の邊から信州側に向つて

落る雪崩の も先刻から時々聞える。 

 二千四百米邊に來た時、人夫の置いて行つた炭が雪の附いて居ない岩の上にのこしてあつた。八

方小舎に着いて再び此の炭を取りに來る頃には、昨日迎ひに下した藤一と一緖にもう一人の仲間も

やつて來るだらうなどと話しながら步いてゐる中に、もう八方小舎迄行つて來たらしいさつきの人

夫はさつさと下つて來る。先程の骨折りに充分お禮を述べ上下に分れる。やがて昨日のスキーデポ

ツトの所迄來ると輪カンに穿き換へ、昨日の足跡通りスキーをトラゲンして唐松の尾根に出て八方
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小舎に着いたのは午後の零時十五分であつた。昨日すつかり掘り出して置いたから小舎は直ぐ這入

る事が出來た。早速小舎の中を整頓して荷物は解れ、色々な品物は棚の上に並べられた。いよいよ

此の小舎の生活も是から始められるのだと思へば唯何となく嬉しい。 

こうして這入つて見ると此の小舎も仲々好い小舎だ。二重戶になつて居て隙間もない樣だし中は

いが雪はちつとも這入つて居ない。中繼小舎よりは用心堅固だ。さすがは日本電力の冬營隊の居

た小舎だけあつて冬季登山の根據には全くあつらへ向である。 

 

 晝食を食つてから逸見と長衛はさつきの炭を取りに私は不歸の偵察に出掛ける事に決定した。三

時に小舎を出發し、八方の尾根と唐松の尾根へそれぞれ別れ、私の唐松岳頂上に着いたのは三時十

六分であつた。それから四時三十分には唐松より第五のピーク即ち不歸のキレツトの上まで特別に

場が惡いと思はれる事もなく行く事が出來た。途中幾度も向ひ側の八方尾根の逸見とは「エーホツ

ホ」をやりピツケルを高く振り した。 

 此處迄來ると不歸の樣子も可成り明瞭に分る。直ぐ下の下りにはワイヤも所々出てゐる。此の分

では天氣と雪次第では大 夫通れそうだ。もう時間も大分おそいからキレツトの樣子は充分目に納

めて歸路に向つた。唐松岳の頂上に來た時直ぐ下へ逸見は迎ひに來てゐた。今日來る豫定の小原や

藤一の事を聞くと未だ來ないとの事、多分中繼の小舎に泊つたのだらうなどと話し合ひながら小舎

に戾り着いたのは五時四十五分であつた。 

 いよいよ明日は五龍岳行きの日だ。天氣は明日一日は何うにか持つらしい。それにしても今日小

原が來なかつたのは惜しい事だ。晩は 不歸のルートや五龍岳の話にすつかり夢中になつて仕舞つ

た。 

  

３ 五  龍  岳 

 十七日。晴れてはゐるけれども餘り感心した天氣ではない。立山・劔・毛勝の邊には薄黑い雲が

一面にある。今日一日天氣は持つか何うかは疑はしい。ことに惡いのは劔の頭はもうじき雲で隱さ

れそうだ。此處では劔の頭に雲がかゝると天氣は直ぐ崩れるそうである。併し一日逃しては何時

來るか らないのは の天候だ。もう天氣も暫らく續いたし今日出掛けなければ再び五龍岳に行け

る天氣は訪れないかもしれない。直ちに出發ときめて準備に取りかゝる。ザイル・テルモス・食物・

防寒具・輪カン等の一通りのものは各自のリツクに分擔され、七時二十分まだすつかりクラストし

てゐない雪を踏みしめてアイゼンの跡を刻んで小舎を後にした。 

 小舎の直ぐうしろの尾根より尾根傳ひに一寸としたピークを越えて暫らく行くと小さいギヤツ

プがある。南の鋸で鍛へた長衛は岩には仲々强い。トツプを切つてどんどん先へ行く、私達は其の

後を追ふに一生懸命だ。此の邊は尾根も細く場も惡いが尾根筋には餘り雪が附いてゐない。それで

も夏路らしいものは雪で隱れて全然見當らない。雪の間から時々出てゐる偃松を踏んで尾根の越中

側寄りを暫らく下るともう大黑岳も直ぐ近くになる。大黑岳は四谷の方から見た時とは全く違つて

靑木の繁つた小さい丘の樣だ。ひと登りして八時十五分大黑岳の頂上に着いた。五龍岳は一段高く

がつしりした地殻に純白な雪を纏つて其の姿は崇嚴其のものである。しばし私達は立ち止つて眺め

入つた。もう暫らく岩も惡場もなささうだし、雪も こ こもぐるので輪カンをつけて大黑を後に

駈け下つた。 

 此處から先は此の尾根と遠見山の尾根と出會してゐる邊迄はすらすらしてゐて雪もよく附いて

ゐる。ことに越中側は緩傾斜でスキーも充分に使へそうだが、此處迄の瘦尾根を無理してスキーを
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背 つてくる程の事もないと思ふ。此の尾根の雪庇は信州側に出てゐる。私達は再び五龍岳を見入

つた後いよいよ此の登りに差しかゝつたが尾根通り登る事は直ぐ上にある岩場が可成り惡さうで

時間の取るのを恐れ、之を越中側に卷いて五龍の肩とも言ふ可き所から出て居る急な谷筋を眞直ぐ

に登る事にした。やがて私たちは長衛を先登に一步一步と注意深くステツプを殘して五龍の尾根を

越中側にトラバースし、尾根の惡そうな岩場が過ぎた頃急な谷すぢを豫定通り登り出した。此の尾

根蔭は雪質もよくもぐり方も外の所よりずつと深い。之を登り切つて再び五龍の尾根に出ると頂上

はもう直ぐだ。岩の割合に安定な場所を探してテルモスのコヽアと砂糖餅で元氣を附け、尾根通り

岩や雪を踏んで五龍岳の頂上に立つたのは十時五十分であつた。 

 何時しか崩れた天候は最早や附近の山さへすつかり雲霧の中に隱して仕舞つて居た。眺望も寫眞

も駄目だとは思ひながら去り兼ねて暫らくの晴間を希つて居るうちに、越中側は東谷へ信州側はカ

クネ里の方へと落ちる雪崩は雲間に響いてくる。もう駄目だ。破れた天氣は再び私達の目を樂しま

せて吳れそうもない。思ひ諦らめて登つたときの足跡を辿つて下山の途につく。登りには苦勞をし

た所も尾根への取附きの二三步のステツプの外は何の苦もなくさつさと足を運ぶ事が出來た。尾根

の越中側をトラバースして再び尾根の上へ出た頃には數時間 の憧憬れも樂しい思ひ出の種と變

つてゐた。歸路の足も輕やかに大黑岳を少し登つた時靑木の枝を敷いて第二の食事は始められた。

懷しい五龍岳も旣に其の上半身は雲に包れてゐる。私達は安堵の胸を撫で下した。今日の天氣を逃

したら、後數時間後れる樣な事があつたら五龍岳も何時登れるか らないのである。思へば私達も

幸運と言はなければならない。 

 食事も簡單に濟し大黑を一氣に越えて次の山の事などを話しながら步いて居る中に瘦尾根のギ

ヤツプの附近迄來て仕舞つた。もう不必要な輪カンをすつかりリツクの中へ仕舞ひ んで注意深く

此處を通り拔けると風は雨滴を混じえて吹きつけて來た。ぬれない中に小舎へと急ぐ。 

 二時二十五分小舎に戾ると小原と藤一が來て居る。彼等の爲めに一日後そかつた事を共に悔んだ。

晩は 仲間が殖えて一層賑かに山の追憶に耽つた。 

 

 私達は此の小舎へ這入つた第一の目的は果して仕舞つた。併しまだ後に不歸がのこつて居る。次

の天氣には白馬迄行かなければならない。そして始めて私達の目的は完全に果されるのだ。 

 十八日。昨日の登行ですつかり安堵の胸を撫で下した私達は天候の破れたのを幸ひに疲れた身體

を思ふ存分伸して次に來るアルバイトに備へる爲めに はおそく迄惰眠を貪つた。今日は是迄の天

氣とは全く違つて唐松岳さへ見えない濃霧、外に出ても山一つ見えない、眼界は皆霧である。一日

中小舎の中で漫談に時を過した。 

 十九日。いよいよ反動天氣はやつて來た、雪もちらちら降つて外は身に滲みて寒い。とても一兩

日中には晴れそうもない樣な天氣の向きになつて來た。私達は不歸を通つて白馬岳迄行くにはもう

一日絕好の天氣を必要とする。併しそれはもう暫らく訪れないかも知れないと思ふと何となく心細

くなる。是迄の天氣は餘りに暖か過ぎた、そして良過ぎた。 

 二十日。十七日の午後より、五龍岳へ行つた日より崩れ出した天氣は一日每に惡くなるばかりだ。

十七日より十八日、十八日より十九日、そして昨日よりも今日と天氣は一層惡く、いよいよ吹雪に

なつて仕舞つた。外へ出て見る氣も全然起らない。出入りの爲め明けられた此の小舎より外への唯

一の通路も一吹雪每に其の穴が狹められて全く心細い。終ひには此の穴も全く杜絕され、私達の門

口は閉された。藤一はスコツプを振つて之に對抗して物凄く奮鬪してゐる。其の爲めに小舎内の

氣も僅に新鮮さが保たれるに過ない。 
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 併し此の惡天候は何時迄續くか豫測さへつかない。私達は次に這入る可き山の日程は旣に決つて

居るのだ。此の際惡天候と鬪つて何時迄も此の小舎にがんばると言ふ事は無意味に近い。ことにそ

うするにはパーテイに支障が生ずる、と言ふのは小原は一兩日 より身體の具合が惡く逸見は數日

後にお父さんの一周忌を控へて居る。 

 私達は明日の天氣を見て天候が回復しそうでなかつたら惜しい此の小舎を去らねばならなくな

つたのである。不歸、それは兼ねて私の憧憬れて居た尾根に違ひない、併し今度はもう駄目らしい。

次の機會には充分日數の餘裕を見て屹度通つて見よう。晩になつても吹雪は止みそうもない、明日

は此の小舎もさらばだ。懷しい小舎の最後の はおそく迄爐一ぱいに焚かれた炭火を圍んで團樂の

内に過された。 

 二十一日。愈々下山の日はやつて來た。外は相變らず荒れてゐる。今日下山とは覺悟して居なが

らも誰一人準備に取りかゝるものはない。午も近い十時二十分やうやく荷物を纏めて外へ出た。小

舎の後仕末もすつかり終へて步き出したが新雪は可成り來て居る。而も尾根は凍つて居てアイゼン

を附けなければ少しも步行を許さない。吹き附ける風雪に呼吸も苦しく行く先を遮られて仕舞ふ。

唐松の尾根を外れてからは風も緩和され、膝を する新雪を押し分けてスキーは滑りに滑つた。 

 中繼小舎では暫らく休み、八方山附近はクラストして居る爲めスキーはアイゼンに穿き換へられ、

黑檜の上の好スロープは霧中に過ぎ去つて仕舞つた。書食を食つた後未だ少しづつ出て居るブツシ

ユの間のジクザツクの路を下つたが、雪も段々惡くなつて後から來るものは少しづつ滑れるが先頭

は其のラツセルで思はざる苦勞に全く歎かされた。ジクザツクの路は盡きる頃には雪も少く、スキ

ーを擔ぎ細野の村を過ぎて白馬館に歸つた時に四方は宵 に包れて居た。 

                                             

〔 昭和五年五月 〕 
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18.  宍戸文太郞  「三月の白馬より唐松へ」『爐邊』第五輯 

昭和 6年 12月 15日刊 明治大學體育會山岳部発行 

 

 

此のコースは私達の部では二年 から計畫されてゐた。併し昭和四年の一月は 野、赤星によつ

て決行されたが、白馬の縣營小舎までゞ强風雪の爲にやむ無く引歸した。 

其の後明けて昭和五年一月 野、赤星、白石、と私の四名で同一目的の爲に出發したが、此の度

も白馬の縣營の小舎までは來たが 山特有の强風雪に再び見舞れてやむ無く二度目の敗北をなす

外はなかつた。昭和四年には人夫櫻井（大町）をつれ同五年一月には丸山（白馬）を伴つて行つた。 

併して第三囘目を同年三月決行するまでに至つた。 

一行は 野武一、岩崎巌と私の三名に人夫丸山信忠（細野）であつた。 

昭和五年三月十四日の夜此度こそはと思つて新宿驛を出發した。十五日十二時當時鐵道の最 點

簗場驛に着いた。それより所々殘雪消えはじめて居る道を馬橇にゆられながら、小雪の爲ぼんやり

霞んでゐる靑木湖等を眺めながら白馬館に着いたのは午後三時半頃であつた。 

 

三月十六日 

 

昨日からの小雪はまだ降り續いてゐる。溫度は割合に暖かく 八時には＋3℃であつた。 

今日は山の神樣のお祭りの爲此の土地の人は入山する事を例としないので已むなく、つまらぬ四

谷に居るよりもと、細野スキー場にてスキー練習をやる。そして細野の丸山氏宅に十六日は宿泊す

る事とした。 

 要 約 

  昭和 5年（1930）3月 16日～26日の記録。白馬岳から唐松岳までの積雪期初縦走。 

メンバーは、交野武一、岩崎巌、宍戸文太郎（以上、明治大学山岳部）、丸山信忠（細野

の案内人）。 

行程は、3月 16日 細野滞在。 

17日 細野－二俣発電所－猿倉。 

18日 猿倉－白馬尻－猿倉。 

19日 猿倉－滝の沢－猿倉。 

20日 滞在。 

21日 猿倉－葱平－白馬岳頂上小舎－白馬岳頂上－白馬岳頂上小舎。 

22日 滞在。 

23日 滞在。 

24日 白馬岳頂上小舎－白馬沢の頭－小蓮華岳－白馬岳頂上小舎。 

25日 白馬岳頂上小舎－鎗岳頂上－不帰－唐松岳頂上－八方日電小舎。 

26日 八方日電小舎－八方岳頂上－細野－四ツ谷。 

※天狗の大下りで逆コースを来た立教山岳部（本誌№19）とすれ違っている。25日の記

録に“近づくと丁度私達の逆コースを取つた立敎山岳部の一行なる事が解つた。猿倉

の小舎を出てから他人に面接しなかつた私達はなんとなく嬉しくなつた。そして晝食

をすまし立敎の一行に別れを告げて再び大下りを下つた”と記されている。 

※この後の 4 月 19 日～26 日、慶応山岳部の山田喜一氏と谷口現吉氏が、猿倉小屋より

白馬岳、小蓮華岳、朝日岳、杓子岳、不帰ノ嶮、唐松岳、八方尾根まで縦走（第 2登）。

（『登高行』第 8年） 
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農家の人は親切で無理に

御馳走をしてくれるのが氣

の毒でもあり有難くもあつ

た。 

 

三月十七日 

 

昨日の小雪は何處へやら

今日は一點の雲すら無い快

晴だ。白馬、鎗、杓子、不歸、

唐松、五龍等ずらりと頭を並

べて 日に浴して私達の門

出を祝福する樣に銀色に輝

いて居る。十日間ぐらゐの籠

城を覺悟しなければならな

いので食糧等も相當に持ち、十時丸山氏宅に禮を述べいよいよ山へ入る事にした。道は雪少なく寸

時の間スキーは厄介物になり擔いで行く。約一時間ほどして二俣の發電所の を通る。其の頃には

春陽の爲にすつかり體も汗ばんで來た。發電所上にてスキーを履く。そして北股入澤について夏道

どほりに登行する。リユツクの重みと第一日目なので大分へばる。中山平邊から夏道を捨てゝ一路

猿倉の小舎に向つた。 

小舎に着いたのは三時頃であつた。小舎の附近の積雪は一月と比 して量に於ては大差ないけれ

ども、斜面の凹凸は無くなつて居る。リユツクを小舎に殘して、小舎の上の林間でスキー練習をや

る。實に林間なので雪はパウダー其の物だ。下手な私でも雪があまり良いのでスウイングなどは思

ふ樣に出來る。 

 

三月十八日 

 

三時半パツクから出て見ると星は 一面に光つてゐる。今日の天氣は晴れだ。併し星があまりに

またゝきすぎて居るのは上層の氣流の大分動いて居る事を明に知らしてくれる。併し今日一日ぐら

ゐは天氣も持ちさうだと思ふので、四時小舎を出て白馬の頂上の小舎に行く事にした。 

出發當時の雪の狀態はステイツクのスピツエが漸く喰ひ む樣なマーブルクラスト狀であつた。

月光を浴びつゝ林間を登行し林を通り脫けた頃、時間にして約三十分距離にして十二、三丁卽ち長

走澤の邊まで來たが、三名とも身體の具合思はしからず、 天氣模樣は可なり良きも馬鹿に山鳴が

して居るので、殘念ではあつたが小舎に引返す事にした。午後二時白馬尻まで行つて見る事にした。

いつもながら雪は良い。馬尻に三時頃着く。途中長走澤に可なり大きな濕潤舊雪表層雪崩かと思は

れる跡あり、 大雪溪には澤全體の幅に長走澤と同種の雪崩の跡が歷然とある。此の雪崩は雪面よ

り下三尺位迄の雪をさらつた物である。相當雪崩の出て居る事を知つて四時頃小舎に歸つて來た。 

尙今日白馬頂上に向つた同宿の一行は、お花畑附近にて强風雪の爲、山頂に至らず引返して來た。

私達に先見の明ありなどと云つて今日頂上の小舎に行かれなかつた事を慰む。同行はすぐ下山した。 

 

一 武 野 交 近附歸不るた見りよ股二 
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三月十九日 

 

昨夜の天氣模樣では今日は天氣良ささうであつたが、 三時頃より雲行惡しく白馬の頂上は全然

見えない。今日も駄目だと諦めて再びパツクにもぐり む。 

午 中は瀧の澤の邊に行きスキー練習。午後は中山澤邊にてジャンプヒルなど作り遊ぶ。 日曇

り今にも降りさうである。 

 

三月廿日 

 

十七日頃を最上の天氣として段々に天氣は惡い方に向つて來た。今考えて見ると十八日の天氣を

諦めたのが、少しばかり癪に障つてくる。今日は到々三時頃から雪が降り出して來た。已むなく休

養と決めた。 

小舎に風呂がたつた。東京を出てから大分風呂に入らなかつたので實に良い氣持だつた。 

 

三月廿一日 

 

同じく午 三時頃天氣はと見ると昨日の雪はすつかり降り止んで居る。晴れて居ると云ふよりは

晴れかゝつた天氣だ。今日から天氣が再び良くなつてくる樣な空だ。風も無い。皆なの氣持でも本

日はなんだか頂上の小舎まで行ける天氣になりさうだ。かへつてあまり朝から晴過ぎて居る日より

は此くらゐの天氣の方が良くなると云ふので、いよいよ各自荷物を作り又各自の荷物を多少なりと

も輕減する爲、人夫一人（猿倉小舎番の高木）を增す事にした。 

四時小舎を後にした。雪の狀態は昨日降つたばかりの雪なのでスキーのアザラシも十分きく程度

である。朧月と雪明りとでラテルネの必要は感じない。皆無言のまゝ登行は續けられ六時馬尻に着

いた。そろそろ東の方が明るくなつて來た。うす暗い中から白馬の大雪溪を見上るとなんとも云へ

ない樣な氣がする。 

是れからは登りらしい登りになつて行く。ラツセルも段々辛くなつてくる。數度のキツクターン

を重ねて九時十分大雪溪上まで來た。小舎を出た時は寒くて震へて居たが、天氣もすつかり良くな

り西北の微風は三月らしい。良い天氣なのですつかり汗をかいてしまつた。上を見ると小雪溪はま

すます急角度で直立して居る樣に見える。丁度大雪溪の上に私達が着いた時一人增した高木がいつ

に無く元氣がないので聞くと、足部に痙攣が起り、とても此れ以上同行は出來ないらしい。是れか

ら雪溪も急になるし高木を返せば各自今までゞも相當に重いリユツクが尚重くなる。併し痙攣する

のを無理に伴つて行くのも氣の毒なので、已むなく高木を返す事にした。 

高木と別れてから十一時葱平に着いた。白馬大、小雪溪中一番平らに近い場所である。此處にて

晝食を取る。いよいよ小雪溪にかゝるのだ。角度は急になるし表面が堅く中の締つてゐる雪狀の時、

スキーを叩きつけながら登るよりは輪カンジキで爪先を蹴りながら登る方が身動きが樂にできる

ので、此處でスキーを輪カンジキに代へる。スキーは又リユツクの上の荷となる。併し輪カンジキ

を餘り履きつけない私達には、小雪溪の輪カンジキの登行は大分辛らかつた。十二時小雪溪の上に

着く。此の邊より雪狀は增々堅くなり風の爲積雪少なく、輪カンジキを再びシユタイグアイゼンに

履き代へた。いよいよビオレも必要になつて來た。私達は輪カンジキよりアイゼンの方がずつと樂

に登行出來る。縣營の小舎を過ぎ此の日の目的である頂上の小舎に着いたのは一時十五分であつた。 
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やがて小舎の西側の窓から入るべく掘出しに取かゝつたが、小舎の西側は窓につまつてゐる雪を

取去るぐらゐの程度しか風の爲積雪はないので、案外手輕に取去つた。小舎の中は北側に少量の雪

が入つて居るぐらゐで比較的完全な物である。少時小舎の中の掃除に費やす。小舎から十分にして

四時四十分白馬岳頂上に着いた。頂上の溫度は當時－13°であつた。白馬岳頂上には大きな雪庇が

東側に出來て居た。西側はほとんど山肌を露出して居る。 

此の日夕刻の雲海は實にすばらしい物だつた。そして本日の勞を語り合ひ、明日の天氣良きを祈

りながら床に着いたのは九時だつた。 

 

三月廿二日 

 

天氣は晴れて良いが猛烈に強い西北風だ。一足も不用意に小舎から外へは出られない。用をたし

に行くにもシユタイグアイゼンを履きビオレを持ちザイルで身を結んで行くより外ない。一日中小

舎の内に居て烈風の氷粉を屋根に叩きつける音ばかり聞いてゐた。 

 

三月廿三日 

 

眼を醒すとすつかり曇つてゐる。それに昨日と同樣西北の烈風は少しも弱つて居ない。二時頃か

ら雪まで降り出して來た。おまけに三時頃から雷鳴物凄く風雪增々強かつた。夜に至るも治まらず。 

 

三月廿四日 

 

まだまだ食糧は十分有る。少しぐらゐ荒れ續いて籠城しても大丈夫だなどゝ云ひながら天氣を見

ると、風こそ強いが昨日の雪は上り晴れて居る。ストーブにあたりながら風の強いのは冬山の付き

物だから此の天氣を無駄にするも惜しいと思つた。そこで小舎を中心に小蓮華及び朝日岳等へ行く

事に決める。先ず頂上の小舎まで來てしまふとスキーは當分必要無しだ。 

アイゼンを履いて十時五十五分小舎を出發、實に身輕な出立だ。ビスケツトとテルモス一本であ

る。白馬澤の頭から小蓮華までの尾根は、越中側からの強風の爲に形成された堅いウインドクラス

トと、山肌を表はしてゐる所との連續であつて、信州側は全部雪庇になつて居る。時々やつてくる

強風をビオレとアイゼンのツアケンに力を入れて頑張りながら、小蓮華の頭に着いたのは十二時十

分だつた。小蓮華から見ると白馬の大池が眞下に見える。一時四十分小舎に歸つた。雪倉岳への尾

根は雪少なく、スキーの使用は面白くなさゝうだ。一休してスキー練習旁々朝日岳へ行く。さしも

の強風も大分弱つて來て、小舎から約三十分にして朝日岳山頂に着く。白馬岳と朝日岳との鞍部は

スキー練習に良い所だ。 

夕刻少し曇つて來たが夜に入り風も無くなり晴れて富山邊の燈火がよく見える。明日はこの分で

天氣が良ければ、唐松行と決めて早く床についた。 

 

三月廿五日 

 

ねむい目をこすりながら起きて見ると、丸山が良い天氣ですと云ふ。その言葉に皆大いにはりき

る。外へ出て見ると申分ない天氣だ。遠く劔、立山等の山々も朝霧の中に目を醒した樣に見える。
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なんだか馬鹿に良い氣持

の朝だ。西北の微風も實に

氣持ち良く肌に觸る。近く

は杓子岳鎗ケ岳等がはつ

きり見える。 

小舎をすつかり片付け

て殘火に注意して荷物を

纏めて小舎を出たのは八

時十分である。いよいよ白

馬から唐松の小舎までの

コースに着いた。白馬頂上

の小舎から離山と杓子岳

の鞍部（大雪溪上）まで約

五十分を費やす。是れから杓子岳の西側をまいて杓子岳の鞍部へ出た。 

此處にて小憩する。杓子をまく時など實に八本足のアイゼンの有難さをしみじみ感じた。丸山は

三本足のアイゼン故に此處をまく時すべつたが大事に至らず止まる。雪はすつかり締つてゐる。杓

子の鞍部より尾根通し鎗岳の頂上（十時十分）に至つた。 

鎗を過ぎてからは廣い雪稜の硬雪を踏締めながら、天狗の大下りの上まで尾根通しに行く。やが

て私達は天狗の大下りに差し掛つた。注意しながら一步一步下つて行くと、是を登つてくる三人に

氣がついた。近づくと丁度私達の逆コースを取つた立敎山岳部の一行なる事が解つた。猿倉の小舎

を出てから他人に面接しなかつた私達はなんとなく嬉しくなつた。そして晝食をすまし立敎の一行

に別れを告げて再び大下りを下つた。大下りの下即ち前不歸の下に着いたのは一時だつた。いよい

よ不歸だ。岩と硬雪の嶮稜を登る。一つピークを越すといきなり私達の行手を遮る樣に十米ぐらゐ

の直立した岩頂が儼然と立つて居る。とても此のピークのリツジを登る事は出來さうもない。手懸

りになりさうな所すら無い。一寸信州側を見ると少しくオーバーハングぎみになつて居る。岩場の

途中に偃松の上かそれとも風に吹きつけられてか岩に雪塊がしがみついてゐる様になつて居る。其

の雪塊の上には先つき會つた立敎の人の通つた跡が有る。それで大分雪塊も崩れてとても私達四人

が通過する間持ちこたへさうには見えない。併し越中側を見ると同じく直立して何物も無い。已む

無く信州側の雪塊の上を橫切る外にはなすべき途が無かつた。 

そこで丸山がザイルに堅く身を結び一步一步進んで行く。私達は岩角を利用して丸山の爲に確保

して居た。やがて丸山は雪塊の上を橫切つて安全の場所に出て、偃松の根元にザイルの一端を結び

つけて歸つて來た。そしてザイルは一文字に頭の邊に張れた。そこで私、岩崎、交野の順でザイル

を賴りに橫切り、最後に丸山が再び身體にザイルを結んで、私達の確保によつて無事に此の場所は

橫切る事が出來た。が若しもう二、三名、人が多かつたら其の雪塊は崩れてしまつたのではないか

と思ふ。 

そして又一寸行くと又しても直立した岩に直面した。岩は同じく七、八米位である。見ると今度

は岩のリツジを登れば登れさうである。先ずザイルで身體を結んだ交野は一步一步慎重にリツジを

登り始めた。私達は岩角やビオレを雪面に刺して確保に努力した。やがて交野は岩の上に立つた。

上からザイルは下された。まずリユツクやスキーを先に上げ、岩崎、私、丸山の順で上からザイル

で確保されながら登つた。其處にて小憩を取る。テルモスの紅茶は實に美味かつた。再び雪稜に出

一 武 野 交 り下大るた見りよ歸不前 
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た。此の場所が前不歸と奥不歸のギヤツプである。時間は四時四十五分であつた。 

雪稜を少し行くと奥不歸の取つきに來た。此處には針金が下つてゐる。注意して一人づゝ登つた。

それから暫くは少しづゝ岩場も有つたが、やがて硬雪の雪稜が續いて、まず不歸の嶮も無事に過る

事が出來たのだと思ふと一寸氣が拔けた樣になつた。そして雪稜の尾根通しに唐松の頂上に着いた

のは六時十分であつた。 

この唐松岳頂上に着く少し前に私達は山で稀に見るウロアリングを見る事が出來た。自分達の影

が直徑四、五尺ばかりの虹中に大きく映じ出されたのを。 

六時廿五分、八方の日電の小舎に着いた。四圍の山々の夕映は實に壯麗であつた。 

今日は一日中アイゼンを履通したので大いに體もへばつた。白馬岳から唐松岳へのコースは順當

のコースでは無い。まして荷の有る場合は尚更である事を知る。 

 

三月廿六日 

 

私達は昨日の疲れの爲か皆良く寢てしまつた。それで八方の小舎を出發したのは十時廿五分であ

つた。 

十一時五十五分八方岳頂上に來た。八方の尾根の中繼の小舎の上の三角點にて、スキーを履いた。

スキーを履くとやつぱり良い氣持ちだ。昨日はあれほどまでに邪魔物扱ひにしたスキーも今日は之

ほどまでとは……。 

そしてフイルムクラストに成りかけた八方の廣い尾根は此の上なく私達の最終コースを喜ばし

てくれた。 

そして細野間近かでスキーを脱いだ。 

 

土の香から離れて二旬、此処に再び蘇りのいぶきに滿ちた土の面に接した私達はたゞ悦に入つて

しまつた。全く土の上に立つた時は悦しかつた。然し唐松の頂に立つた時とは異なつた、たるんだ

樣な悦びだつた。 

そして滿身に春陽を浴びて細野の丸山の家に寄り小憩後四谷に着いた。（昭和五年三月） 
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19.  堀田彌一  「三月の唐松・白馬尾根傳ひ」『立敎大學山岳部部報』第二號 

昭和 5年 6月 20日刊 立敎大學學友會山岳部発行 

 

 

今春は試驗終了次第御山谷入りを昨年の春より計劃し、食料運搬・人夫の契約も旣に終へて居た

のであつたが、今 は積雪が少くて山が惡い事及び劔澤遭難事件の理由のもとに同行を回避した通

信が三月になって喜一から來たので止むを得ず出發を四月六日まで延期した。この事で私達は氣を

すつかり腐らせて仕舞つたが、三月下旬の好時期を無意味に都會で過すのはあまりに堪へ難い。私

達は速成の山行を考へた時、すぐ頭に浮んだのは云ふまでもなく去る 惡天候の爲めに敗北した鹿

島槍と不歸の尾根傳ひの二つであつた。そして逸見と小原は鹿島へ、奥平と私は不歸へと各々選ん

だ。 

 

不歸尾根傳ひの準備は大體五龍岳の時に從ひ、唯だ尾根傳ひのスキー運搬と荷物の大量を慮り、

是等を唐松から下す可く藤一の外に八方小舎まで別に人夫を一人伴ひそれより先は輪カンを 用

する事にした。 
 

１．八方尾根 
 

逸見・小原の一行と對山館で分れ、私達は白馬館の客となつたのは三月二十一日（昭和五年）の

事であつた。それは雪解けの此の頃の常として未だ殘雪は所々に其の蔭を認め、橇も自動車も通ら

ない不 な日であつた。私達は其の爲めに に 場まで汽車に乘り、其の先きは荷馬車の を借り

たのである。附近には點々として殘雪のある早春の靑木湖は水際一入靑く、全く長閑な氣分であつ

た。山々は未だ 眠の夢より醒めず、白衣の姿はそれに當る陽を思ふ存分撥返して强い光を射つて

ゐた。私達は荷馬車の上なるが故に是等を恣にする事が出來たのである。すつかり山心を呼び起さ

れて仕舞つた私達は唯だ翌日の登行を待つばかりであつた。 

 

廿二日。待たれた此の日は天候に惠れ入山の門出を祝福してくれるかの如くである。六時三十分

四ツ谷をはなれ、細野村を通つて直ぐ其の裏の小さい谷より尾根に取附く。登行は重ねられるに從

ひ、尾根の雜林も段々疎に成り、眺望も次第に擴げられて來る。三月の は未だ雪もすつかりクラ

ストとして居るのでスキーを擔いで登つたが、黑檜の下まで來た頃は陽も可成り高く、雪の表面も

 要 約 

  昭和 5年（1930）3月 24日～26日の記録。唐松岳から白馬岳までの積雪期初縦走。 

メンバーは、奥平昌英、堀田彌一（以上、立教大学山岳部）、横川藤一（細野の案内人）。 

行程は、3月 22日 四ツ谷－細野－八方尾根－中継小舎－細野。 

23日 細野－白馬館－細野。 

24日 細野－中継小舎－八方小舎。 

25日 八方小舎－唐松岳頂上－不帰－白馬鑓ヶ岳頂上－杓子岳頂上－白

馬岳頂上－猿倉。 

26日 猿倉－細野－四ツ谷。 

※逆コースで来た明大山岳部隊（本誌№18）と天狗の大下り（大登りと記載）で出会っ

たことを“明治の一行だ、そして今日不歸を經て八方小舎へ這入るのだそうだ。兩方

の案内人の間にお互に色々先の事についての對話が交されてゐる間に腰を下して樂し

い食事が始められた”と記している。 
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解け始めたのでスキーを穿いた。雪は締つてゐてスキーは少しも埋らなかつたが、時々クラストに

出會ふのでスキーの橫滑りに惱される。 

お天氣がよく眺望もよいが上の方は風が强い爲めか小蓮華の尾根は頻りに雪煙を吹き揚げてゐ

る。黑檜の頭に來た頃は何時もながら初日のへばり
．．．

ですつかり參つて仕舞つた。此の分では八方小

舎まで行くのは可成り苦しいから中繼小舎泊りと言ふ事に決め、人夫等には一足先きに行つて小舎

を掘り出す事を依賴して、黑檜の頭から少し登つた所の土の出てゐる所でリツクを下し、一時間餘

も滑つたり、寢轉んだりして時間を費した。そして遊び飽いた私達は早く小舎に着いてのびる
．．．

事を

樂みに 步き出した。暫く行くと先きに行つた人夫等が歸つて來る、八方山附近は風が强くてとて

も駄目だから引き返して來たのだと言ふ。こんな好い天氣に少し位の風でもう小舎を眞近くし乍ら

おめおめ引き歸へす事は何よりも馬鹿らしい。人夫達をせき立てゝ兎に角行つてみようと八方山の

下まで來ると彼等の言ふ通り物凄い風だ。尾根通りは是だけの荷物を持つてはとても行けそうでな

い。それで先づ私達は風に對抗する準備として早速スキーをアイゼンに換へ、尾根の南側を橫切つ

て風を避けながら步行を進めた。それでも强い北風は尾根を乘り越えて猛烈に襲つて來る。 雪さ

へ吹き飛ばす烈風に對抗しながらどうにか中繼小舎の下まで來た。此處で私達は風の力を弱めた

を待つて雪庇を割つて一氣に尾根を乘り越え、小舎へ駈け寄つたのである。そして烈風に吹きつけ

られながらも小舎掘り出しに殘りの精力を傾けた。併しそれは總て 望であつた事が直ぐ後で解つ

た。私達は先づ正面の戶を試みたが迚も駄目だ。それで西側の窓口に廻つて見た。十二月には容易

に這入れた此の窓もすつかり雪が詰つて居ていくら掘つても雪ばかりだ。今度は東側の窓へと廻る。

奥平は諦め兼ねて未だ西窓を一生懸命に掘つて居る。やがて西窓も東窓も明けられた、併し西側は

僅に人一人橫たはるだけの 間しかない、小舎一ぱいにぎつしり雪が詰つて居る。東側は僅に四五

人の人が立つて居るだけの 間はあるが圍りは皆雪で屋根裏から煙突まですつかり詰つてゐる。是

では野營の準備がなくては迚も泊る事は出來

ない。さつきからの奮鬪で衣類はもう凍り附

いてゐる。木の少い風當りの多い此の尾根で

は火一つ燃す事も出來ない。私達は全く困つ

て仕舞つた。今年は食料・燃料・防寒具等を

準備し、手も入れたと言ふ此の小舎が斯くも

みじめになつて居るとは全く夢想だにしなか

つたのである。愈々持つて來た荷物は全部此

の小舎に殘して細野まで引き返し、明日は一

氣に八方小舎まで這入る事にして此處を引き

上げたのは午後の五時十五分であつた。此の

事で落膽と疲れが一時にやつて來た私達は運

ぶ足にも力が拔けてゐた。八方山を通り越し

て暫らくしてからスキーを穿いたが、雪はす

つかりクラストしてゐて少しも面白くない。

徒らに疲れを增すばかりだ。 

一千三百米邊まで下つた時、翌日は も早

いことだし、雪の い事を豫測して不必要な

スキーを此の邊の破れ小舎に殘した。もう日 奥 平 昌 英 

不 歸 の 一 部 
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もすつかり暮れて仕舞つて懷中電燈の明りを賴りに細野村に着いたのは七時半であつた。 

 

二十三日。昨日の疲れを押し切つて 早く起きて外に出て見たが、天氣は思はしくない。五龍岳

の頭は頻りに雪煙を揚げ、いやな雲が白馬の方向一體にある。 燒けもしていまに天氣が惡く成る

事は明かだ。今日は先づ滯在と決めて炬燵に這入つて 寢て仕舞ふ。 

午近くに成つて起きて見ると豫想通りすつかり曇つて、黑い雲が凄い勢ひで走つてゐる。午後は

退屈だつたから白馬館まで遊びに行つて來る。黑檜の頭は曇つて見えない、雨も降つて來て明日の

天氣を氣遣はせる。 

夕方になつてからは雨も止んで何うやら天氣向ひに成りそうだ。ことに私達を喜ばせたのは宿の

親爺が明日の天氣を力强く保證してくれた事である。私達は氣になる天氣を見定め樣と時々外へ出

た。そして先程から親爺の言つた通り天氣は益々好くなつて來て、晩は 一面に星は輝いて靜であ

る。明日は星光りで出發と定め、早く床につく。 

 

二十四日。好いお天氣だ。薄 い 明けの には未だ星が冷く輝いてゐる。今日こそ吾等の八方

小舎入には相應しい日だ。五時半細野を出發。昨日のルートを辿つて荷無しの身も輕やかにスキー

を置いた所までじきに來て仕舞ふ。雪はすつかり く成つて居て今日は大 夫スキー無しで此の尾

根は步けそうだ。それに八方小舎まで行けば後の不歸尾根傳ひにはそれこそスキーは邪魔物、重い

ものを背 つて苦勞をするだけ無駄だ。スキーは と言ふ日に何時でも滑れる。此處に置いて行く

事に一決する。其の代りに輕くて 利な輪カンは持たねばならないが、之は昨日の荷物と一緖に中

繼小舎まで上つてゐる。 

昨日の雨は山では雪であつたと見えて新雪は山々を一層白くした。黑檜を近くした頃は一二寸の

新雪を踏んだが、下は いのでアイゼンで步くのはスキーよりも何倍も樂だ。而も此の尾根は早く

も所々新雪を吹き飛して仕舞つてゐる。八方山附近は雪波がひどく、鱗の樣になつてゐるが一昨日

とは違つて風のないのは何よりも呑氣だ。雪が くアイゼンで步けて、天氣が好くそれに全く 身、

良コンデイシヨンが揃つて中繼小舎に着いたのは未だ の中で八時四十五分であつた。 

早速荷物を纏め、食事も輕く攝つて 小舎を後にする。小舎の直ぐ西側のカンバの疎林を拔ける

と、十二月にはスキーだつたから尾根の左側を橫切つたのであつたが、今度はアイゼンだから成可

く潜らなくて步き易い處を選んで尾根通り登つた。急に荷物を擔いだので身體にこたへ、先刻の何

分の一しか登行は捗取らない。すつかり汗をかいて身體は急に熱く成つて來る。昨 來た時よりも

雪はずつと多く、五龍岳の姿は一層白くて言ひ知れぬ懷しみが胸一ぱいに溢れてくる。不歸・鑓・

杓子・白馬・小蓮華の尾根も斯うして眞白な雪に包れてゐる時は全く雄渾そのものだ。今度こそは

私達のアイゼンの跡をあの尾根に刻みたいと希望は一時に燃え上る。 

やがて處々の新雪の吹き溜りがもぐるので輪カンを附ける。輪カンと言つても爪のない輪カンで、

アイゼンを穿いたまま附けるので い雪やちよつとした岩場に差しかゝつてもちつとも不自由な

事はない。是は五龍岳へ行つた時も 用して其の効力は充分確めてあつたので、確かに斯うした尾

根傳ひには有効なものだ。私達は荷物と新雪で步行を妨げられる樣になつたとは言へ、 いクラス

トの上の新雪は乾燥し切つて居て、それ程苦勞もしなかつたのである。小蓮華から乘鞍・大池の方

へのスロープはスキーには迚も好さそうだ。スキーが有つたらあれを廻つて下れば良いのだがなど

と虫の良い事を考へながら尾根通りもう可成り來て仕舞つた。其の中に唐松岳も其の姿を現して此

の日の行程も後僅に成つたのを感じる。唐松の尾根への取附きは雪庇に成つてゐる。スコツプで是
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を割つて足場を刻んで置いてから此處を通り拔ける。一時に 面の眺望が開け、暫く立ち止つて眺

め入る。眞白な立山・劔の偉容、黑部川の深い谿谷を距てゝ毛勝のうねり、何んと自然の秀麗さで

あらう。 

十二時五分、八方小舎到着。今日は色々の好調子で意外に早く來て仕舞つた。小舎は直ぐ掘り出

す事が出來て、眞 な其の中へ懷中電燈の明りで這入る。小舎の中は雪は少しも吹き んでゐない、

さすが日電の 營隊のゐた小舎だ。やがて其の中も整頓され、持つて來た品々は棚の上に並べられ

る。晩は炭火の頭痛に惱まされながら明日の天氣を祈つて寢についたのは九時も過ぎて居た。 
 

２．不歸・白馬岳 
 

二十五日。ふと目を醒すと藤一も起きたらしい、ぱさぱさやつて居る。一時だ、未だ時間も少し

早や過ぎるが早速氣になる天氣模樣を見に燈りをつけて出て行つた藤一は暫くしてから「どうも天

氣ははつきりしない、唐松岳が霧で霞んでゐる」と言ふ。それでもう少し眠つてから 樣子を見る

事にする。 

昨日の登行で可成り疲れて居た私達はすつかり寢 んで仕舞ひ、再び眼を醒したのは四時も少し

過ぎてゐたのである。天氣は先刻よりもずつと好く成つて來て、唐松岳は明瞭になり、薄い 霧は

却つて此の日の天氣を裏書きしてゐる。私達は眠 んだのを悔み、早速準備に取りかゝる。 

先づ今日の尾根傳ひには荷物の多い事は何より不 だ。それで兼ねて計劃してゐた通り、寢具・

餘分な防寒具・諸道具などを全部太田（人夫）に持たせて白馬館まで下す事にし、私達はザイル・

辨當・二三枚の防寒具位の極く輕い 度で、今日中に白馬岳頂上を極めて猿倉の小舎まで下ると言

ふ豫定にした。昨日到着したばかりで食料は一週間分位はあるが、是等は皆此處に置いて行かねば

ならぬ、惜しいが天氣には代へられない。持つて行くものを準備するやら、下すものを纒めるやら

非常に忙がしい。私達は太田に小舎の後仕末を賴んで八方小舎を出發したのは旣に七時を十五分過

ぎてゐた。 

晴れ過ぎてゐないどんより
．．．．

した此の日は却つて安心の出來る好い天氣であつた。 の 氣は未だ

冷え切つて居て冷く頰に當る感じは何んとなく良い氣持がする。私達は越中側を橫切り、尾根の上

へ出て暫く登ると唐松岳の頂上に達した。振り返へれば五龍岳は其の純白な姿に朝日の强い光りを

受けて其の麗美を誇つて居る。劔・立山の偉容も望む事が出來る。出發の後れた此の日は餘り長く

立ち止る事を許さないのでさつさと唐松の北稜を下つた。新雪を全く吹き飛して仕舞つてすつかり

雪に成つて居る此の尾根は步くには好都合だ。私達は唐松岳と唐松岳より第二のピークとの鞍部

に出、第二と第三のピークは越中側を絡み、第三と第四のピークの鞍部に出た。其の傾斜は可成り

急だが 雪の此の日はアイゼンのツアツケが良くきいて尾根通り行くよりもずつと樂である。私達

は第四のピークは尾根通り越え、第五のピークの上に來て休息をした。そして此の下り即ち不歸の

キレツトへの下りの爲めにザイルを取り出したり其の他色々準備をとゝのへたのである。此の下り

はワイヤも出て居てさして必要とも思はなかつたが、より安全を期する爲めにアンザイレンをし、

安全な場所を選んでは岩やワイヤで確保しながら一人づつ動いた。そして再び雪稜に出た時之を解

いた。私達は此の雪稜をほんの暫く步くと今度は七・八米位の二つのピークに依つてギヤツプに成

つてゐる所へ出會した。それで最初のピークは捨綱を つて是を下つたが、次のは岩ばかりの尖り

でちよつと手 い。上るにしても手掛りも足場もとても惡そうだ。卷くとすれば越中側は岩壁で全

然雪は附いてゐない、で是も駄目らしい。最後に信州側を覗くと 者に劣らぬ急傾斜ではあるが、

すつかり雪がくつ附いてゐて、多分偃松があるのだらう凸狀の傾斜をなしてゐる。そして風で吹き
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飛ばされる爲めか越中側と尾根上はカンカンの 雪だが信州側寄りは粉雪で膝を する。私達は是

を利用して信州側を橫切る事にした。すつかりザイルで身體を結えた藤一は先に、一步々々愼重に

足をのばした。奥平と私は此のギヤツプの安全な場所でザイルの一方を結え、岩角で確保しながら、

藤一の爲めに少しづつ是を伸してやつた。ちよつとくつ附いてゐるだけの此の雪は步む每に今にも

落ちそうで見てゐる目にも危つかしい。彼は岩に齧附く樣にして漸く其の危つかしい足場を殘し、

是を通り拔けた。其の跡を奥平・私と言ふ順にお互に確保しながら一人づゝ通つたのである。 

斯くして 雪稜に出で割合に緩斜面の峯を一つ越えると天狗の大登りである。私達はほつとした。

もう惡い場所は通り越して仕舞つたらしい。後は唯だ い雪稜を步けばそれで良いのだと思ふと一

時に何んだか氣拔けがして仕舞つた。そして今通つて來た方を飽ず觀め入つた。 

やがて私達は 雪を踏んで天狗の大登りを七分通り登つた頃、是を下つて來る一行が頭上に現れ

た事氣がついた。步を止めて待つてゐると、向ふでも私達の側で立ち止つた。明治の一行だ、そし

て今日不歸を經て八方小舎へ這入るのだそうだ。兩方の案内人の間にお互に色々先の事についての

對話が されてゐる間に腰を下して樂しい食事が始められた。 

十一時五十分明治の一行とさよならを告げ、再び登行を續けると間もなく是をのぼり切つて廣い

のつぺりした尾根に出る。廣々とした此の尾根は眺望もよく、周圍の景色を眺めながら步は機械的

に運ばれた。白馬鑓は其の高い峯を聳えかして私達を待つてゐる。併し不歸を通り越してからすつ

かり調子が拔けて仕舞つた私達は鑓が馬鹿に遠くに成つて見える。此の廣いすらすらした尾根を中

程まで來た頃には薄い雲が劔の頭にかゝり白馬鑓の頂は斷片的に霧で霞められた。それで天氣が變

るんぢやないかと心配したのであつたが其の他は全部晴れてゐる此の日の天候は再び持ち直し、鑓

の頂上を近くした頃は此の雲も霧もすつかり飛び散つて仕舞ひ、 は益々晴れ亘つて來た。行程が

遠い樣でも此の上り下りの少い平坦な尾根は步行が良く捗取つて一時五十分には白馬鑓の頂上に

着いた。 

直ぐ目の には朝日岳の輪廓のはつきりした白銀の姿は陽に輝いてゐる。併し私達は直ぐ 方の

白馬岳頂上に早く立つ可く此處をも其のまゝ辭して北へと下つた。雪は益々 く足の痛みさへ感じ

てくる。 に杓子岳の登りに差しかゝつた私達が先刻からの尾根傳ひに高い所ばかり步いて來たの

で最早や杓子岳の頂上はそれ程興味を引かなくなつた。それで此の頂上の直ぐ下を越中側に橫切つ

て二三の隆起を越え白馬雪溪の上の鞍部に出た。 

先刻からのアルバイトで可成り 腹をおぼえたので、テルモスの紅茶を傾けながら第二の食事を

不歸附近の雪稜 

奥 平 昌 英 
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攝つた。此處から白馬岳頂上迄は一登りだ。歸りは白馬雪溪を下るのだからリツクは此處に置いて

白馬頂上に向つた。途中多數の夏期登山者の爲めに設けられた幾棟かの所謂頂上小舎を橫に見て白

馬岳頂上に着いたのは三時四十分であつた。 

長い間憧憬れて居た白馬岳も今こそは其の滿足を充す事が出來た。そして 鉢・雪倉、小蓮華、

乘鞍の秀麗な雪稜は私に新な登山慾を要求してゐる。見返れば白馬鑓の傍から槍ヶ岳も其の黑ずん

だピークを現して屹立してゐる。私達は暫くそれ等の山々に見とれた後、なごりを惜んで頂を後に

した。一走りでリツクを置いた所迄來て仕舞ふ。 

旣に陽も低くなり夕日の蔭は白馬雪溪一面に投じられ、私達は思ひ出の數々を胸に秘めて降路を

急いだのである。大雪溪の下の邊迄來るとそろそろ雪の潜り方も深くなつて輪カンをつける。それ

から暫く此の谷通り右岸を絡んで猿倉の小舎に着いたのは陽もすつかり し、四方は早や宵 も迫

る六時半であつた。小舎に這入つて見ると登山者も番人も去つた後らしい、誰も居ない。のんびり

と寛いで奥平の作つてくれた晩餐に舌皷を打つたのはそれから間もなくであつた。晩には蒲團の中

で思ふ存分足を伸して寢につく。 

 

廿六日。私達はスキーがないから此の日は の 雪の中に出掛けようと思つてゐたのだが昨日の

登行ですつかり疲れて仕舞つて出發も可成り遲れ、八時半ようやく此の小舎を出掛ける。路筋のス

キー痕は私達を此の上もなく羨ましがらせ、やがて大平も過ぎ二俣も通り過ぎると雪も處々途切れ

る樣になり、アイゼンばかり 用して來た自分達は唯無心に土の上を踏む事を喜んだ。 

暖い春の日和に氣も心も全く晴々して細野村迄來ると太田はにこにこしながら迎ひに來てくれ

る。細野では先日厄介になつたお禮をのべ十一時には四ツ谷に戾る事が出來た。顧れば此の三日間

の好天氣は今度の山行きの喜びの數々を生んでくれ、私達を心から滿足させてくれたのである。 

〔 昭和五年五月 〕 
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20．小原 勝郞  「一月の白馬岳より黑部谷へ」『立敎大學山岳部部報』第三號 

昭和 6年 7月 15日刊 立敎大學學友会山岳部発行 

 

 

 是迄積雪期に於ける後立山連峯中、信州側より越中側へ越す登山コースとしては針ノ木越えが唯

一とされて居た。今回堀田が計劃した白馬越え黑部谷への山行は同じく信州から越中へ越すもので

自分は之に非常な興味を持ち、同行する事に決めた。此のコースは自分等の以 には誰も決行した

ものがないと聞いて居た。其で參考となるものは僅に獵師、山案内等の部分的の話だけであつた。

併し自分達は之等を綜合した知識や、長い間雪の黑部に就ての關心を怠らなかつた堀田の計劃は入

山以 旣に十分なる豫備知識と成功を

確信するだけに成つて居た。それで案

内者の必要は感じなかつたが炊事と黑

部へ越す時の不必要品を下へ送り返す

勞を取つて貰う爲に白馬頂上小屋迄松

澤嘉一郞を同行した。 

 

 昭和五年十二月二十九日 曇 

 越後湯澤に行つて居た小林と自分は

汽車の疲れを昨夜は四谷の白馬館に休

めた。起きて見るともう松澤が來て待

つてゐたので急いで 度をして出發し

た時はもう十時も廻つてゐた。鹿島槍

へ行つて居た堀田、斯波の兩名とは今

日猿倉スキ―小屋で落合ふことになつ

 要 約 

  昭和 6年（1931）1月 4日の記録。白馬岳から黒部谷への厳冬期初下降。 

メンバーは、堀田彌一、小原勝郎、小林丘、斯波悌一郎（以上、立教大学山岳部）、松澤

嘉一郎（ポーター）は白馬岳頂上小屋まで。 

行程は、12月 29日 四ツ谷白馬館－猿倉小屋。 

30日 滞在。 

31日 滞在。 

1月  1日 猿倉小屋－白馬尻－小雪渓－頂上小屋－白馬岳頂上－頂上小屋。 

2日 滞在。 

3日 滞在。 

4日 頂上小屋－清水岳－不帰ノ嶮－百貫山－新鐘釣温泉。 

5日 鐘釣温泉－宇奈月温泉。 

※白馬岳より新鐘釣温泉まで 19時間かかって下っている。 

 この山行が積雪期、白馬岳唐松岳間の黒部側の開拓の黎明であるといわれている。 

不歸谷の上部      小 原 勝 郞  
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てゐた。天氣なら山に向ふ自分等の登高欲をそゝる雪の後立山連峯も此日は灰色の雲に頂を被はれ

て見えぬ。田甫も道も先日來の降雪で眞白だ。荷も大して重くないので一時間程で二股發電所に着

く。此の邊は細野に合宿して居る三高の人々のシユプールが縱橫無盡に附いて居た。自分等も急に

スキーが穿きたくなつたので發電所から一寸登つた所で穿く。積雪は一步每に多くなつて二股から

小一時間も進んだ邊はもう周りは眞白になつて居た。小林と今日は愈々鹿島に行つて居た堀田や斯

波に會へる等と話して居ると「噂をすれば影とやら」で先の方で「エホー」が聞える。道が曲つて

居るので姿は見えない。曲り角で出合頭にひよつと現はれたのは堀田と斯波だ。二人共眞黑な元氣

な顏をして迎へて吳れる。一行のメンバーも揃つたので何んとなく氣强く感じる。久しく會はなか

つたので話は次から次へと切りが無い。積雪が大分增して來たのに氣が附いて附近を見ると、もう

猿倉のスキー小屋に近い。小舎の一寸手 の急なヂクザグを登り切ると樺の間からスキー小屋が見

える。昨年十二月から一月に掛けて此處に遊んだ事が思ひ出されて懷しい。小屋へ着いたのは午後

二時二十分。少憩の後小屋の でスキーを練習する。夕方になつて天候が段々良い方に向つたので

早く引上げ明日の出發準備をして早く床に着く。 

 

 三十日 曇 滯在 

 張り切つて起きたが天候は思はしくない。少し樣子を見て居たがやはり駄目なので 床にもぐり

む。午 中は一寸スキーの練習に出掛けただけだつた。午後から白馬尻迄遊び旁々道踏みの積り

で出掛けたが、其頃から風が相當出て來たので止めて小屋附近で遊ぶ。强い風がサツと林の中を通

り過ぎる每に木の雪が散つて一寸先の物さへ見えなくなる。風の當らない所で此の景色を見て居る

と實にきれいだ。粉の樣な良い雪だつたので時間の經つのも忘れて遊ぶ。小屋番に夕飯だと呼ばれ

て歸つて兎汁の御馳走に舌皷を打つ。夜は炬燵をかこんで山の話しに耽ける。明日の天氣はと窓を

覗くと には星一つだに見えぬ。明日も多分駄目だらうとは思ふが 度だけはして床に就く。 

 

 三十一日 曇 滯在 

 今日も曇天ではつきりせぬ。山の方は霧で一寸も見えない。餘り退屈だつたので午後からは明日

の爲めに皆なで白馬尻まで路を踏みに出掛けた。林をぬけ出てから一寸行くと霧を通して大雪溪が

ぼんやりと浮んで見える。白馬尻附近で谷へ下る爲めに松澤が先に下つた。其後を自分は下らうと

してスキーの向きをかへ樣としたが自分の目の が一寸龜裂が出來たのでアツと思つて立止つた。

其の瞬間雪の層がミリミリと低い を立てながら平行に走つて行くのを見た。幅五十米縱三十米程

の雪が一度に雪崩落ちたのである。松澤はと見ると驚いた樣な顏をして這上つて來たので安心する。

松澤が上方を橫切つたシユプールから發した板狀雪崩であつた。白馬尻に出ると頂上から吹下す風

が强い。其の上霧が一面に自分等を圍んで一寸先も見えない樣にしてしまふので引返すことにした。

來た時のシユプールに附いて斜面を橫ぎり林をぬけてスキーは愉快に滑べる。瞬く間に小屋迄來て

仕舞ふ。小屋へ着いて暫くすると東京の人が人夫と二人でやつて來た。ランプがともされる頃から

天候も大分よくなつて來た。東京では目の廻る程忙しい大晦日の晩だのに山小屋ではランプの黃ろ

い光を浴びながら炬燵にあたつて山の話をして居るとは何とのんびりしたことだらうか。先刻から

良くなりかけた天氣は段々良い方に向ひ、窓からは銀色に星が瞬いて居るのが見える。餘り良い天

氣なので外へ出て見ると、とても明るい。滿月に近い月は澄んだ にかゝつて樹々の枝迄がはつき
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りと靑白い雪面に長く影を延ばして居る。山の月は實に美しい。あたりは風一つ無く氣味の惡い程

靜だ。思はず歌を口づさむ口元からは呼吸
い き

が氷つて白い煙をはいて居る樣だ。餘りの壯嚴さに恍惚

とならざるを得ない。體が冷えたので小屋へ入ると思ひ掛けなくも風呂が沸いて居た。小屋番が「今

年中の垢を落すのだ」と態々焚いて吳れたのには皆大喜びだつた。 

 

 昭和六年一月一日 曇後雪 

 昨夜三時半に起して吳れと賴んでおいたのに、起されて見ると最早六時になつてゐたので驚いて

しまつた。小屋番は天候がとても惡かつたので起こさなかつたと言つてゐる。言つてゐる通り餘り

良くもない。小屋の附近はすつかり曇つて居て昨日と餘り相違はない樣に思はれる。これでは出掛

けても駄目だろうとは思つたがどうも天氣が氣になつて寢るにも寢られず ばかり見て氣にして

居た。暫らく成行を見てからに仕樣と思つて 飯を待つて居ると堀田は斷然出掛けようと言ふ。出

掛けるだけ出掛けて見て若し惡かつたら引き歸す迄だ。 度を整へて九時五十分小舎を出發した。

白馬尻で一寸休んで食事をとる。此の頃からは天氣も良くなり大雪溪に續いて白馬、杓子、鑓、が

灰色の をバツクに眼 にそびえてゐる。少し登ると晴たのではなく雲海の上に出たのである事が

解つた。曇つてゐたのだとばかり思つてゐたが其は雲海の中に居たので、それを越すと靑 とまで

はゆかぬが風もない落ち付いた良い天氣だ。登るに從つて雪も大分しまつて來る。三號の雪溪に着

いたのが十二時。雪は風でたゝかれたせいかすつかり く成つて居るのでアイゼンに穿きかへ、ほ

とんど直線に登る。葱平邊から天候は愈々下り坂となり羽毛の樣な雪がチラチラ落ちて來た。雪質

が良かつたせいか思つたより行程がはかどり小雪溪の上に着いたのが二時であつた。此の頃から風

が少しづつ加はつて來たので急ぎ氣味に登る。白馬頂上小屋着三時三十分。小舎は雪に埋つてゐた

が松澤が堀る事にし、自分等は荷を此處に置いて直ぐ白馬頂上に向つた。頂上着は三時四十分。頂

上に着いた頃は降雪の量も增し其れに風も强くなつて來て直ぐ先も らない程の吹雪となつた。一

月元旦だと氣が附くと互に「お目出度う」を はす。小舎に歸つて來て見るともう松澤が火を起し

て待つてゐる。薄 い小舎にもローソクの燈がともされ周りの物もすつかり片付けてしまふと落ち

付く。外は夜になると次第に荒れて來た。窓の硝子が氷り付いて居るのを溶かして外をのぞくと一

寸先きも見えない。只ローソクの光が外へ少しもれてゐる所は雪が橫に走つて居るのが るだけだ。

餘り炭を燃し過ぎたので 氣の流通の少い小屋は暖いが炭酸瓦斯がたまつて頭が痛くて寢付かれ

ない。トタン造りの煙突はごうごうとうなつてゐる。 

 

 二日 吹雪 滯在 

 煙突のうなりで目をさます。外は相變らず、猛烈に吹雪いて居る。まだ馴れないせいか頭が重く

て何をするのもいやだ。窓から見えるのは只、氣違ひの樣に荒狂ふ雪が窓のガラスを洗つて居るば

かり。吹雪で明けて吹雪で暮れる一日だつた。 

 

 三日 晴强風 滯在 

 いやに明いので天氣かと思つたが、やはり駄目だ。午後から一寸靑 が雲の間から見えたので皆

大喜びで外へ出て見ると、とてもすごい。ピツケル、アイゼンに身を固め殆んど四ツ這ひになつて

頑張つて居ても吹飛ばされてしまふ樣な風だ。着膨れた身體も一邊に冷へ切つてしまふ。山を見る
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どころのさはぎではないので早速小屋へ退却する。鳴續く煙突の も、頭の痛いのも段々馴れたせ

いか左程感じなくなつて來た。日が落ちる頃から次第に風も弱り天候も段々落ちついて來る樣だ。

夜に入ると はすつかり晴れ亙り物すごい月夜になる。窓からは月明で遠くの劔、立山、毛勝の山々

迄が晝間の樣にはつきり見える。やはり外は風が强いのか劔の頭が盛んに雪煙を上げて居るのもか

すかに見える。明日こそは愈々出發する積りで 度を整へ、明 三時に起きる豫定で床に就く。 

 

 四日 晴强風後雨                    

 天氣が氣になるので度々目がさめる。三時頃 食を取り何時でも出發出來る迄に用意は整へてし

まつた。 は昨晩と變りなく晴亙つで居る。風は相變らず强く盛んに煙突を鳴らして居る。何時で

も夜明けになると段々風が弱くなるので今日も其時刻に出發しようと言ふので持つて行くもの下

へ降すものそれぞれ整理して風が靜かになるのを待つ。時計はもう五時を示して居る。風も先刻よ

りは大分弱くなつて來たので出發と決め外へ出る。弱くなつたと云つても、まだ時々吹飛ばされそ

うな風が來る。アイゼンとピツケルでがんばつて、やつと風に堪へられる位ひなのでスキーは勿論

へない。仕方がないのでスキーは越中脊負ひにして身體にしつかり結び付けた。小屋附近の雪は

ウインドクラストして居る。それに月光が反射して美しい。松澤も旭岳の下迄見送ると言つて先頭

に行く。四つの黑い影は各々スキーを背負つて默々と進む。所々膝の所迄も潜る所もあつたが、か

へつて風に堪へられて樂な位いだ。旭岳の丁度八分目程をまくと、下の方に淸水岳が月明で見える

此處で松澤と分れた。松澤と す「エーホー」も風の爲に直ぐ聞えなくなつてしまふ。此處からは

日本海が月光に輝いて居るのが眼下に見えたのは實に奇麗だつた。淸水岳迄の風と云つたら堪らな

かつた。時々雪にうつ伏して風を除ける。何んだか段々强くなつて來る樣だ。風のせいかとても、

へばるので皆離れ勝ちになる。淸水岳に掛る頃はすつかり夜は明けはなれ、尾根の一部には朝日さ

へあたつて來た。餘り風がひどいので淸水岳頂上眞近にして西の谷に下る事にした。西の谷に入る

と風はすつかり無くなつたが吹だまりの粉雪が一步、步く每に落ちかゝるので氣味が惡い。十分に

注意を拂つて下る。大分傾斜がゆるくなり最早や雪崩を踏起す心配もないと思つたからスキーに穿

きかへる。氣味の惡い谷間だ。出來るだけ早く下らうと急ぐ。西の谷を標高二千米邊迄下ると淸水

岳から不歸岳・百貫山に續く尾根の低い所が見える。自分等は其處から再び尾根に登り淸水岳と不

歸岳の中程に達したのは丁度十時頃であつた。豫定の時間より大分遲れて居る。尾根も此の邊では

左程風もなく雪も良いので此れからは尾根傳ひに百貰山の手 の鞍部迄下る一方だ。不歸岳附近の

靑樹の間をぬつて滑る氣持は今迄にひきかへて何んとも云へない、良い氣持ちだ。淸水の避難小屋

はどうしても見富らない。多分埋つて居るのだろう。不歸岳を越すと急に尾根は狹くなつて來て雪

波がひどくなる。不歸谷乘越に着いたのが一時三十分にもなつて居た。（不歸谷乘越とは自分等が

勝手に呼んで居るのであつて、不歸谷から祖母谷に越す所で不歸岳から百貫山の尾根の最低鞍部で

ある）此處からは切り立つた樣な岩壁に挾まれた不歸谷が眼下に見下される。自分等の豫想をくつ

がへしたのは下の方に水が見えるのだ。降雪量が少いからでもあろうが降つては直ぐ雪崩れる樣な

岩壁の多い不歸谷がまさか此んなにまで雪が少いとは夢にだに思はれなかつた。不歸谷乘越からは

危險地帶である谷を一氣に新鐘釣迄滑り下りる考へであつたのに、之程迄雪の少い事は、全く意外

であつた。 

 大ヌケ（地圖で大きくガレて居る所、ガレの事を黑部下流の獵師はヌケと呼んで居る）の下迄は
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スキーが へたがそれより下流は兩壁が急立し、積雪が少いにも拘はらず雪が至る所谷を荒して居

るので輪かんに穿きかへた。最 の瀧は樂に下られたが二番目の瀧は雪が切れて居るのでめんどう

だ。其上オーバハングして居るのでほんの二三間程の所だつたが側面の岩にくつついて滑り落ちた。

瀧を下りると、ほとんど切れ間なく水が出て居る。河原の大きな石の間に輪かんがはまつて、とて

も步きにくい。時々赤土をまぜた樣な雪が雪崩れてくるのにおびやかされながら急ぐ。スキーで下

る筈であつた谷を輪かんでぽくぽく步くのだから時間はどんどん遲れるばかりだ。黑部本流の出合

に近くなつた頃はもう薄 くなつて來たので、本流との出合の三十間程上の大きな瀧を廻つて新鐘

釣温泉に出る道がどうしても解らなくなつた。瀧をまく道だと思つて僅か百米程の所を登るのに一

時間も費して登つたがやはり道が解らないので 下りて來る始末。そうこうして居る内にあたりは

眞 になつてしまつた。大變疲れて居るし腹もへつて居るので飯を食ふ事にし火を起さうと思つて

幾らやつて見ても生木がいぶるばかりで仲々つかない。其内ぼんやり出てゐた月も黑雲にかくされ

其上ぽつぽつと雨が降り出して來た。先刻川を渡つて來たので濡れた足が痛い樣に冷たい。少憩の

後、堀田が新鐘釣温泉への道を探しに行く事に成つた。雨は段々强くなつて來たので殘つた三人は

雪に穴を堀り、ステツクとスキーで骨組を作り其上に防水布をかけ其下で久しく待つた。暫らくす

ると犬の吠聲がする。確かに新鐘釣温泉の犬が一緖について來たのに違ひないと皆元氣附く。その

中に木の間からチラチラ提灯の火が見えだしたので皆大喜びする。案の通り宿の人と堀田が迎へに

來て吳れたのである。其頃は雨も大分ひどくなつたので直に宿へと向ふ。スキーはブツシユに引

かゝつて徒に疲かれを增すばかりなので此處へ置いて行き、明 取りに來る事にする。普段なら瀧

の直ぐ上をトラバースするのであるが、足元も いし、用心をとつて上の方を大廻りして一番目の

瀧をまき一たん河原へ出てから、 二番目の瀧をまく。斯くして温泉に着いた時は、旣に十一時半。

早速冷いサイダーをぐつと飮んだ時の味は忘れられない。着て居る物は皆びつしよりなので、すつ

かりぬぎかへ、爐の 團
（ママ）

りに落付いたのは十二時も過ぎて居た。ミルクとパンで滿腹し床に付く。

ごうごうとうなる煙突の も今晩は聞えない。 

 

 五日 雨後曇 

 昨夜遲く寢たにもかゝはらず、早くから目がさめてしまつた。昨夜からの雨は猶しとしとと降つ

て居る、自分等は から濡れた衣類をかわかすのに忙しい。七時頃小屋番の人に昨夜、不歸谷へお

いて來たスキーを取つて來てもらふ。午後から雨も小降りになつて來たので、 度をして三時一寸

過ぎ小屋番の人も同行で宇奈月へと向ふ。新鐘釣から宇奈月の間は雪が多くとても軌道は通れまい

と思つて居たが、大變雪が少く、軌道傳ひに宇奈月迄行けたのには大助かりだつた。 
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21．田中伸三  「白馬岳主稜登攀」『關西學生山岳聯盟報告』第二號 

昭和 6年刊 藤田喜衛、關西學生山岳聯盟事務所発行 

 

 

神戶商大 田 中 伸 三 

 以下 する所は本年 3月下旬，僚友關西學院秋山と細野村丸山との Partie を以て，成功せる白

馬岳主稜登攀に關する紀行である・ 問題を提出する に先づ definitionを與へておかねばならぬ・ 

我々が白馬岳主稜と稱するもの――それは白馬尻より一直線に頂上三角點迄走る Ridgeである・  

（註）此のリツヂは長谷川飛行塲撮影の寫眞によるとかなりよくわかる・ 

 此の Ridge の下半は夏期は樺其他の bush と unsound rock よりなり，上半は切立つた崖と比

的 unsound rock よりなつて居る・ 

私が めて此の Ridge に目をつけたのは比 的新らしく，それは昭和 4年 3月の第一回猿倉小

屋生活の時であつた・ 杓子岳主稜より見た白馬主稜，その時かなり惡い所であると言ふ印象と一

度是非 attackしたいと言ふ希望とを得て歸つた・ そして同年夏期二旬に亘る頂上生活を通じて小

蓮華尾根，白馬主稜，大雪溪の狀態，鑓ヶ岳方面の偵察をなした・ かゝる準備の下に昭和 4年末

の阪神セクシヨン 期猿倉小屋合宿は行はれた・ （此事は聯盟報告第一號水野 事參照）が其の

結果はたゞ秋山と二人の大雪溪よりの白馬岳登頂に成功したのみであつた・ 12日間の生活，そし

てたゞ半日の晴天より得る事の出來なかつた私達 ，そして登頂の日に眺めた頂上直下の雪庇狀態

を知つた私達に此の尾根は 期の尾根として全く不可能なものである事を意識せしめた・ 水野は

attackを熱望した・しかし成算なき登攀は私の欲する所ではなかつた・ 此際の退却――それは白

馬主稜登攀計畫に關する限り許容さるべきものである・ 

 此 Ridgeが 期登攀の對象として不向である理由としては，同地方における天候不調，そして晴

天の際は强烈風の吹く事，そして最後の崖――それはWindschattenseiteに當り wächteの形成及

强風より吹寄せられた粉雪は完全な足塲を得る事不可能なる事等を舉げる事が出來やう・ 積雪深

き 期においてはスキーの 用とSchneereifenの 用を餘儀なくされ，それは多量の荷物を要し，

疲勞度を增大する事は否めない･ 

 

行    動 

 本年 3月 17日私は大なる決心と準備とを心の奥底に秘めて神戶の街を離れた． Partieのメンバ

ーとして昨 より常に同一行動を採り，特に本年 期も富士山で旬日に亘り寢食を共にした秋山と，

 要 約 

  昭和 6年（1931）3月 31日の白馬岳東面主稜初登攀（積雪期初登攀）の記録。 

メンバーは、田中伸三（神戸商業大学山岳部）、秋山寛治（関西学院大学山岳部）丸山靜

男（細野の案内人）。 

行程は、3月 29日 猿倉小屋－長走沢－白馬尻－大雪渓－猿倉小屋。 

30日 滞在。 

31日 猿倉小屋－白馬尻－第 2峯－白馬岳頂上。 

※神戸商大山岳部、関学大山岳部の合同で行われた。 
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嘗つて杓子岳主稜に 細野よりの五龍岳日歸りに同伴した丸山靜男の二名を選んだ・ 細野着後は

第一に出來得る限り身體をつくる事に心がけた・ そして後發の秋山を待ちつゝ丸山と二人で鑓，

唐松等の登攀をやつた・22 日秋山到着と共に 23 日は猿倉小屋へ向つた・ 猿倉の狀態は一昨年と

べて大變雪が多い樣でもあり，季 も少し例年とは遲れて居るせいか長走澤及二子の尾根（小日

向，杓子間）にはデブリも認められなかつた・ 

 同日は午後より白馬尻迄偵察に出掛けたが，それにより知り得た事は白馬尻より第一峯迄の登路

は昭和５年 期水野等と問題にして居た當時とは違つて大變簡單なものらしい事と，白馬尻より數

へて第三峯目の樺の bush のある peakが（スケツチＩ）大變急で惡さうである事と，途中眞白の

peak（スケツチⅢ）の個所の下りが一寸問題の代物らしい事と，頂上直下に下から肉眼で見得る程

度の雪庇を認めた・ 約 30 分逆光線を受け神秘的に光る 人未踏の Ridgeを見つめて，やがて登る

べきコースについて私達は語り合つた・ 此の分なら明日でも attackしやうと相談がまとまり小屋

への歸途，天候が急變したのであきらめをつけて長走澤で思ふ存分スキーを享樂して小屋へ歸つ

た・ 

 24日以後は每日の樣に變調な天候が續いて隱忍の生活を小屋に送つた・ 

 28日  Barometerも上騰し，割合に寒くなつた・天候はどうやら良いらしいが 日の新雪が未

だ充分解けきらずに殘つて居るため主稜登攀は不可能と思はれたから頂上の偵察かたがた秋山と

二人で出掛ける事にした・ 

 29日早 小屋 から steigeisenでスキーは tragenして出掛けた，長走の雪崩跡から尾根の中途

を搦んで白馬尻へのコースをとつて見たが，却つて夏道沿ひの方がよかつた樣である・ 大雪溪を

登りながら主稜の觀察をやる・ 例の樺の Ridge は矢張第一番目の難所らしい・ それともう一ケ

所當日氣付いた事はスケツチⅠとⅡとの間の Ridge に於て（×mark）大雪溪側に雪庇が出て居る

事と，Ⅲにおいて可成り多數の雪庇を形成せる事である・ 大雪溪内において吹だまりでは足が可

成り埋るし，荷物も重いのでスキーを depotして登らうとしたが， 々天候惡化，またたく間に小

雪溪上の白の peakも見えなくなつて來たので急いで退却する・ 

 30 日は可成り强い風が一面に吹き捲つたが夕方になると靜になつて西方，白馬連嶺はくつきり

と sky lineを鮮明に畵き出しブナの梢には一面の星，そして月は蒼白い光を投げかけた・ 

 幸先よき登攀の ―― 一寸溫度は高い樣だが Barometer は斷然上騰して居る． 

 出發と決定――私のノートに書かれた準備品は着々と各自のリユックサックに収められる・相談

の結果，スキーは時間をセーブするため持つて行かぬ事とし，出發は大體４時頃と言ふ事にして 3

時起床とする・ 

 明くれば 3月 31日 ． 小屋番の降旗の呼ぶ聲に眼を覺し，勢よく蒲團から匐ひ出して戶外へ

出る，天候――東は いが西は斷然晴れて居る，そして風は西北の微風，緊張した顏がストーブを

圍みながら 食をかき む． 

 用意は出來た，さあ出掛けやう・ 外は未だ いので小屋の中でアイゼンを穿く（出發 A．M． 4. 

50）「では」兎もすれば滅入りさうな氣分になる自分を心にしかりつゝ小屋に殘と
（ママ）

堅い握手をして

出る・ 

 胸間に光る懷中電氣の淡い光に照らし出される白銀のスロープを一步一步と緩やかなテンポで

白馬尻へ向ふ･ 御殿場より見上げる目的の Ridge ――さうだ，今日こそ・ 
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 夏の白馬尻迄僅々35 分，Direct Ridge の下へ着いたのが 40 分の後・小憩して登る，正面の第一

峯の Zickzack はかなり長い・ 少々白馬澤寄りに上方の樺の間を搦む・ 未知のスロープ，第一の

peak の先は……・だが二，三ケ所 step を切つたのみで割合に樂に第二峯に着いた・ 第三峯がス

ケツチに見える樺の peak で（Ⅰ）を以て示したものである・ 

 樺の peakの下はナイフエッヂで 2步に一回づゝピッケルを 面の雪中深くさして Sicherungし

つゝ登る・ 瘠尾根は白馬澤と大雪溪から吹上げる風のためか完全に尖つて居て仕末が惡い・ 樺の

所は白馬澤側（傾斜 50°―― 60°）を卷かうかとも思つたが表面のみの Krust で中は Pulver 

schnee であるため足場がずりさうで卷けず，秋山に代つてトップになり少々戾り氣味に樺の

Ridgeの下端で兩足を充分入れ得る Terrasseを切り（白馬尻の方向に向きながら）其の Terrasse 

を利用してそれに登り方向轉換して Ridge 通りに氷雪の瘠尾根にステップを切る・ 此の尾根の 

step cut は全主稜中でもかなり手强いものであり，且 熟練した Technikを必要とする・ （樺の 

Ridge は我聯盟報告Ⅰの小生寫眞“杓子岳，鑓ヶ岳”中 方の Ridge右上のコブがそれである・ 

 此の Ridgeの長さは 40 ― 5O米位で，傾斜は 70°はあるだらう・ 私達は時間をセーブするた

め此處では Seil を 用しなかつた，蓋しメンバーの各自が各自の Technik を信賴し得た時は其程

迄 Anseilenを强調する必要もないと思ふ・ 樺の登りが濟んで次のコブ（スケツチⅠ―Ⅱ參照）を

過ぎた時第一回のパンを嚙る・ 

 それより×地點に到る間は雪が相當もぐつた（約 20糎）が登りとして大したものではなかつた・ 

此が×の地點へ來て見ると正面から一寸雪庇が overhang 狀に押出して居る，此は 29 日の偵察の

際三合の雪溪から認めたものであつた・ 大雪溪側は traverseを許さぬ急斜面であり，白馬澤側は

少しく overhangの隆起をなして居て搦む事が出來ない・ 其處で topになつて正面から少々白馬

澤寄りに step を切る，cut step の途中 overhang が氣持惡くなつて Seil を投げてもらつて

Sicherung を賴りにピッケルを振ふ・ 割合簡單に stepを切り了つて 15 分の後には雪庇の頭へ出

る・ 後の二人に對する Sicherungは Spitzhaue を雪中（半端氷狀のもの）へぶちこんでやつた・ 

 其れからⅡの地點迄は可成りの急傾斜であるが秋山と丸山とが 替に top となつて所々惡場で

stepを切りながら進んだ・ 

 Ⅲの地點は長走澤や白馬尻

から見ると白く光つた三つの

peakが連續して居る所である

が，心配した程の事もなく，

瘠尾根の上をかなりもぐりな

がら愼重に登つた・ 大雪溪か

ら見えた雪庇も案外小さく，

少しく右寄りに搦んで確實に

一步一步とゆるやかなテンポ

で進む・ 

 Ⅲより上は急に Ridge が切

り立つて居て其上割合に雪質

軟かく（表面風による Krust
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を形成せるのみ）top にあつた秋山と丸山とは可成りもぐるので大層勞力を消耗した樣であつた，

此間私は最後の登りに備へるため常に last にあつた・ 此の急な瘠尾根上の登り（60°―70°位）

における二人の友の努力，――それは此の登攀に對し非常な貢献をなしてくれた事を感謝して居

る・ 兎に角此處の登りは頂上直下の崖の傾斜より急であつた事は否定すべからざる事實である・ 

其の證左は私達三人が頂上直下の急峻な最後の壁へ出た時其れが今迄より傾斜も緩く一目して登

り得る確信を有した事から見ても推察し得やう・ 頂上直下の壁へ着く迄に一ヶ所 overhangの雪の

Ridge があつて，其の Untergrund は岩であり，しかも登り口には大きな Schrund が開いて居る

ためピッケルを足場として登つた，所が雪質が粉狀で，とても惡くて登られないので，其の Ridge

の右側（白馬澤）を搦む事とし，丸山が top で進まうとした時急にめりめりと言ふ がした・ そ

れは Schrundの下の雪が體重によつて沈下したためであつた・ 兎に角萬一を氣遣つて Anseilen

して其處を通過した・ 頂上直下の壁の下に着いたのが A．M．10．10であつた。 

一聲高く鳴く雷鳥の聲に，ふと見上げる頂上附近にあまり香しからぬ雲行を見た瞬時，天候に對

する一抹の不安の念が腦裡に走つた・  

半時間の arbeitで到達し得るであらうあの山頂への誘惑――そして最後の attack は始まつた・ 

天候は案外しつかりして居る・ 頂上直下 40米位の地點に露出した二個の岩，その上側の岩に私達

の 登攀の紀念として一個の Piton を打 んだ，そして私はそれに手拭を卷きつけた・ しばしの

默想――とは言へ私達の登攀は未だ完成されて居ないのだ，Seilは不要らしいのでリユックにつけ

た・ 頂上，其據にはかなりの雪庇が押出して居る，しかし右寄りにコースをとると其を避ける事

が出來るらしいので斜右に登り出す， は割合に雪質が堅いので氣持よく step を切つたが，五六

步行つた時突如私は大なる不安におそはれた，其はWindschattenseiteにある此の地點は雪の表面

のみの薄い Krustで内側は丁度グラニユー糖の樣な粉雪狀を呈して居た事である・ 足場の不安定

のため若し slip したならば……，直下 1,000米の崖･ 其の歸結は餘りにも明確である・ リユック

から seilを出して愼重に Anseilenして stepを切る・ 少々 overhang 氣味の崖に兩足をそろへな

がら斜右上に二つの足を充分入れ得る樣な Terrasse を切り，足場が出來るとピッケルを雪中深く

差 んで Selbstsicherungをなしつゝ右足で其の雪を踏固めた・ 

出來た足場が確實と見るとピッケルを其の足場の斜右上にシヤフトを全部突 んで，其を右手で

保持し、左手は雪の中へ突 みつゝ，右足を最 に，そして次に左足を，徐々に身體の balanceを

保ちながら移動さす・ 一つの足場より他の足場への移動に少くとも 5 分を要した，斜右への雪壁

上の traverse に stepを 15も切ると大變身體が疲れた・ さりとて休むべき場所はない・ 

 middle に居た丸山と 替をする，丸山が三つか四つ足場を切つた時，雪質がかたくなつたため

今度は眞直に登る事が出來た，それからは簡單にお互にBileyをなしつゝ頂上へと攀ぢ登る・頂上！ 

三人は無事頂上へ立つた，無言の握手が される・ 

 白馬主稜――三年の後，勞苦は報ひられた，私の短い山生活中での最惡の登攀，さりながら最上

の歡喜でもあつた・ 

 

 私達の登つたのは頂上三角點から北へ 20 米ばかりの地點であつた，頂上から今登つて來た白銀

の Ridgeを見下した時，我ながらよくもあんな所が登れたものだと思つた・ 

最後に Direct Ridgeについて少し述べて置かう，私は此の登攀にあたり，天候において 身體に
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おいて尾根の積雪狀態においてBest Conditionを待つた事實此の Ridge の如き未踏攀なものは常

に愼重な態度を以て trial されなければならない・ 天候萬一劇變の際の用意として Zdarsky の

Zeltsack を持參したが登攀完成後考へて見ると若しあの尾根で吹雪かれたならば Biwak 自體が

fatalなものになるであらうと思はれる・ 大體においてあの Ridgeは傾斜が大變急なために登り得

ても下り得ない場所が多い，それは假令登行時間の倍を要しても下りは不可能と思はれる・ 登行

途中において屢々考へさゝれた事であるが急峻な瘠せた雪陵は三人の步いた事により完全な足場

を得るべくもない・ 

 次に時間の點であるが，出發 A．M．4．50 頂上 A．M．11．30 着で大變短時間である，其が

爲此登攀自體も比 的簡單らしく見えるかも知れないが事實は全く之と反對に非常に arbeitsam

なものであつた・ 要するに此の時間セーブの原因は未知の Ridge であるためにピッチを上げて行

した事と，比 的 Anseilenする事が少かつたために， 殆んど休まなかつたためでもあらう・ 
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22．田口一郎  「南股奥の山々」『甲南高校山岳部報告』Vol.Ⅴ‐№1 

昭和 7年 3月 5日刊 甲南高等學校山岳部発行 

 

 

‥研究✦翻譯‥ 

 

Ⅰ 序 

 二俣から不帰連峯へのあの美しい眺め、それは非常にポピュラーなものなりとは云へ何度見ても

見飽きない。 

 朝日に紅くかゞやく不帰のピークを南股の小舎の窓から見た時、僕の心はおどつた。日本の山の

中では最も顯著で、否唯一と思はれるあの面白い雪のつき方はよくシニオルチユ等に見る“ヒマラ

ヤ筋”そつくりなのでそれが僕等を無性に喜ばせた。 

 一月のある日、小舎の前の斜面で滑べつて居る時、突如吹雪の中から岩の姿をあらはした白馬鑓

と、その東面に出る二本のバツトレスの下部のひどいギザギザに僕達一同がアツと云つたものだ。 

 汽車が川中嶋あたりを走つてゐる時に、前のやぶ山の頂辺から眞白な不帰のピークスがこちらを

のぞいてゐるのを見ていやに印象に残つた事もある。 

 

 白馬館で南股にスキー小舎を立てると云ふ計画を聞いた時、僕はあんな谷だからスキーには余り

期待をかけはしなかつたが山登りと云ふ白馬館の方で期待しなかつた事に関しては、いゝ所にいゝ

物が建つたなあと思つた。所が 1930の秋即ち小舎が建つた秋に先輩の西村格也君が行つてスキー

にも可成いゝだろうと云ふ結論を立てゝ来たので僕は非常によろこんだ。そしてその冬は十二月中

は出られないし又京大がスキー合宿すると云ふので一月になつたら是非訪れたいと思つてゐた。京

大の合宿は雪が不充分で成功しなかつたと云ふ事を聞いたがその時の気持としてはスキーは從た

るものだつたので丁度帰神した西村(雄）を誘ひ出して出掛けた。幸ひ小舎で乘鞍から移住して来

た湯川のパーティーに会へた。三月には僕一人大学入試の爲入山がおくれたので西村（雄）のパー

ティーに先に猿倉に入つて貰ひ 25日に南股で落ち会つて一週間程の生活をなしたのである。 

 一月には登山具の不足した者が大部分だつた爲余り山も登れず、三月も御承知の悪天候の爲そう

稼げなかつたので、又たつた二回入つたのみで其他を語るのは一寸あつかましい。がこの三月も部

から行く様だし又僕達の今迠の足跡を示すのもヴアリエイシヨンルートを求める上において都合

がいゝと思ふからこれから簡單にこのゲビートの事をサムアツプして見やう。 

 部報第 4 号第１輯及第２輯に足立、西村(雄）の二君が南股に関する一月及び三月の紀行を詳し

く書いてあるから今こゝでは僕は單にその長を採り短を補ふ程度にして置かふと思ふ。 

 要 約 

  昭和 6年（1931）3月 31日の記録。白馬鑓ヶ岳東面南稜初登攀（積雪期初登攀）。 

メンバーは、田口一郎、西村雄二。 

行程は、3月 31日 南股小舎－鑓温泉－槍ヶ岳頂上－杓子岳鞍部－杓子岳頂上－杓子岳

鞍部－杓子沢－小舎。 

※北アルプスにおける積雪期登山の先駆的な試みである。 

※白馬岳松川南股の小舎を中心に行われた合宿のなかでつくられた記録。 

※旧制甲南高等学校は現在の甲南大学の前身の一つ。 
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Ⅱ 部史及び單なる登山史 

 南股を中心としてそれに面する後立山山

脉の東面を目的として動いたのは甲南グル

ープをもつて最初となす様に思はれる。け

れどもこうした山登りではなくて、たゞ積

雪期に入つたのでは 1930 の三月神商大の

田中伸三君が今の南股小舎の所まで細野の

村から来て居る。之が南股の谷にスキーで

乘り入れた最初のものである。 

 同じく 1930 の年の暮に先輩西村格也君

をリーダーとする京大及甲南混合パーティ

ーの合宿が南股小舎で行はれた。之がこの

小舎の最初の使用である。又同パーティー

は小舎から小日向山に登つた。之も南側か

らのスキーによる最初の登高である。この

時にはまだ雪が少く、やぶが猛烈にひどか

つた相である。 

 これから甲南に関する記錄を集めて日月

順にならべやう。 

1930 10月 西村格也（先輩） 梅沢（京大） 

南股の小舎を見分し、鑓温泉（白馬温泉）に至り八方尾根を下る。 

12月 西村格也、香月慶太（先輩） 

最初の南股小舎入り、雪少く八方押出しのデブリの上で滑つた相である。小日向山登山。 

1931．1月 （人員） 湯川、田口(兄） 西村(雄） 田口(弟） 水野、足立、伊藤(新） 佐山、関 

1月 1日 晴後雪、田口(兄） 西村(雄）を除く、6名は大町より南股小舎へ 

1月 2日 雪後雨 滞在 

1月 3日 晴 田口(兄） 西村(雄）は松本より南股小舎へ。細野に滞在せる水野祥太郎君

同行、同日スキー練習。 

1月 4日 晴 湯川、田口兄弟、西村(雄） 足立、水野の 6名は八方押出登攀八方山に、田

口、西村は唐松岳に向ふ予定なりしも時間なき爲中止、八方山より往路を戾る。 

小倉帰着後、田口(兄）西村(雄） 佐山、関の 4 名は六左右衞門滝の訣を偵察。滝の下まで

至る。 

田口(弟）足立、水野 3名は夕刻下山。 

1月 5日 雨 午前中練習、午後雨中を湯川、佐山、関三名下山。 

1月 6日 雪 田口(兄）西村 2名は降雪の爲予定の小日向トラヴァースを中止して二俣に

下り猿倉小舎に。即ちこの日總て小舎引き拂ひ。 

1931．3月 （人員） 田口(兄） 西村(雄） 水野、多田、近藤、野口 

3月 23日 晴後雨 西村(雄）水野、多田、近藤、野口の 5名は 21日小蓮華尾根登攀を終

へて猿倉より小日向山を初トラヴァースして南股小舎に入る。 
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3月 24日 雨後雪 滞在 

3月 25日 晴 田口(兄） 南股小舎に入る。此日雪質フィルムクラスト。 

3月 26日 晴後雨後曇 田口(兄） 西村(雄） 水野、多田、近藤の 5名 不帰キレツトに行

き不帰を通るか或ひは鑓に行く計畫で出発したが南滝を越して不帰沢と唐松沢の出合の上辺

りにて Fönnの如き風におそはれいづれの沢も雪崩の危険を感じた爲唐松沢の右岸を搦んで八

方尾根に出た。尾根から唐松に向ふ筈なりしも雨がおち始めた爲急いで下り出し八方押出より

小舎に帰る。 

（3.00）小舎発－（5.00）滝上－（7.00）八方尾根－（8.30）小舎 

小舎に帰つた頃から雪崩が始まつた。午後小康シヤンツエを作つて遊ぶ。 

3月 28日 晴後急激なる吹雪、田口(兄） 西村(雄）の 2名は八方押出より唐松岳へ。スキ

ーで八方押出を尾根近くまで登つた時実に急に突如としてひどい吹雪がやつて来て手も足も

出ず引返す。この吹雪は色々きゝ合せると北アルプス全部に汎つたものだつた。 

（9.00）小舎発－（11.30）引き返し点－（12.30）小舎 

午後から田口(兄） 西村(雄）の二名は吹雪の中を偵察兼滑降の目的で六左右衞門滝沢を溯行

する。滝はスキーはぬいだけれども急な雪面と化してゐるので簡單に登る。サンジロ（小日向

山と杓子岳との間の南側の平）に出ると吹雪がひどくて立つて居られない。帰りは新雪が7㎝、

実に音のない優秀な粉雪上の滑降だつた。 

（4.00）小舎発－サンジロ（5.30）－小舎（6.00） 

この日近藤発熱、野口がついて 2名下山、多田、水野は小舎滞在。 

3月 29日 雪後晴 田口(兄） 西村(雄）2名、鑓の東面偵察の爲午后から小日向山に登る。

小舎のすぐ後の小沢を登る。帰りのスキー実に優秀。 

小舎発（3.30）－小日向前峯（5.00－5.30）－小舎（5.45） 

この日多田、水野下山。 

3月 30日 晴強風 鑓行を計画してゐたが強風の爲中止、スキー練習、 

3月 31日 晴後雨 田口(兄） 西村(雄）の 2名、満月だけれども深い六左右衞門の谷には

光が入らない。滝はスキーをぬいで越しサンジロに出て白馬温泉からの沢と杓子沢との出合附

近にスキーデポーをなし、温泉の方に登つて温泉上のクーロワールを行く。この日 2人共身体

の狀態良く共にマクシマムリズムで頑張る事が出来て予想の半分の時分ですんだ。 

クーロワールを過ぎて追出ツ原（鑓の南側に見へる白い大きな斜面）の氷面を登り鑓の東尾

根の南側のものにその可成上部で取付く。アンザイレンして呆気なく頂に出た。 

すぐ杓子との鞍部に下り杓子登頂、元の鞍部から杓子沢を下る。まだ誰も通つた事がないと

云ふ事と非常に大きな沢であると云ふ事の他は槪して平凡な沢だ。スキーデポーにて一休、雪

崩が始まる前にと云ふので急いで滑降、ノンフォールと云ふ奴をやつてのけて実に愉快に滑降。 

小舎（1.45）－スキーデポー（4.15）鑓温泉（5.30）－鑓頂上（9.00）－杓子頂上（9.40）

－鑓杓子鞍部（10.00）－スキーデポー（10.50）－小舎（11.20） 

4月 1日 雨 一日中ひる寝 

4月 2日 晴後雪 小舎引き上げ猿倉へ。 

 以上が僕達の記錄である。此他の登攀としては神商大の田中伸三君が僕達と同じ 1931の三月に

細野から鑓温泉往復をしたし又同じ年の三月に成蹊高校の人が人夫と二名で猿倉から鑓にぬけて

温泉に下つてサンジロを越して猿倉に帰つた。又同年 4月には慶應パーティーが南股から八方押出
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を通つて唐松小舎に入つた。之が殆んどこの地方に行なはれた登山のすべてゞあつて此の他のもの

としては関西大学のパーティーが 1931の三月猿倉から南股への小日向トラヴァースを甲南と同路

により行なつてゐるにすぎない。 

 僕の僅か二度の貧弱な経験をもつて参考となる他の登攀の無い此の地域について何事かを語る

のはまことに羊頭狗肉ではあるが、之も人間がその Lieblingsgebiet に対してもつ愛情の一つのあ

らはれと思つて讀んで貰ひたい。そしてもし機会を得る人があつたならばこの山々にも一度 attack

をして色々詳しい所をきゝたいものである。 

Ⅲ 南股小舎附近 

 二俣の橋から左に折れていゝ道を半里程行くと水電の発電所がある。こゝから積雪期には河原に

下る。白馬温泉に行く夏道は山腹を搦むけれども、南滝と六左右衞門の両沢の出合にある取入口ま

での道は河原につけられて、1月の如き雪の少ない時に流れがまだ出てゐる場合にはその橋を利用

する事が出来る。左に八方尾根からの絶好のスロープを見上げながら奥にすゝむと両沢の出合近く

なつて右手に約 100米の雪の急斜面を見るだらう。この斜面は元来河段丘の一部で一月の雪の少な

い時には所々に岩が出て小舎に往復する者にとつていやな所だけれども三月には完全に雪がつい

て急な爲好練習場となつて居た。之を登り切ると小舎のある台地となる。小舎附近の積雪は 1931

の一月は特に少なくて 1米位だつたけれども普通なら 2米位はあるだらう。三月には 3米近くあつ

たと覚へてゐる。小舎の屋根の上にスキーで登れたから、小舎は小日向山からの小尾根の眞下にあ

り雪崩からは安全である。廃材を使つて 200円で立つたと云ふ至極安物の小舎だ。この小屋につい

ては部報４号第１輯に足立の名文がある。設備はともかくとしてこの小舎の第一特徴は窓からの素

晴しい眺めだらう。例のヒマラヤ筋の不帰のピ－クスや處女の肌の如き八方押出の斜面、1600 米

の比高ですぐ上にそゝり立つ天狗のピーク、これらが朝な夕なに不可思議な日光の働きを感受して

神秘的な景色を見せる時は､山を愛する者の最も幸福な瞬間となるであらう。殊に両岸の急傾斜に

はさまれた狭い不帰沢の中にそゝり立つ不帰の峯頭のモルゲンローテンは僕の最も好きなものの

一つだ。  

 次に小舎附近のスキーのスロープについて一寸書かう。最も手近で最もつまらないのは小屋前の

台地である。こゝは一月でも可成すべれる。一寸したシヤンツエもつくれる。一月にはこの練習場

の他には八方尾根側の諸沢即ち下宮地平・中宮地平・奥宮地平・八方押出等で滑れるだけだらう。

が特に八方押出は雪さへ良ければ最も優秀なるものである。                 

 小舎の附近の標高は 950米である。それに八方尾根側の斜面を除いては南斜面である。だから一

月と云へどもいつも良雪を期待するわけにはゆかない。特に 1931の一月は雨が降つたりしてひど

かつた。 

所が三月となると余程興趣を異にする。第一積雪量がぐんと増加するので大槪の所はすべれる様

になる。一月すべれる所の他に主なものでは小日向山の南斜面と、谷の両側にある河段丘の急斜面

が痛快にすべれる様になる。小舎の前にある取入口の貯水池の上の斜面も面白い所である。南向だ

と云ふ事は三月の雪にとつては反つて都合がいゝ事が多く、1931 の三月には新雪が何度も降り、

而もその雪の始めは多く雨だつた爲、晴れた日にはフイルムクラストを毎日作つて、その点実にめ

ぐまれた。勿論乘鞍、立山 猿倉附近の如く純粹にスキー的であり、又それに非常にめぐまれた所

に比較すればずつと劣るけれども、1931 の三月あれだけ天気が悪く山に登れない年であつても、

とにかく毎日面白くすごせた事を思へば可成スキーも楽しめる所と云はねばならないだらう。           
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Ⅳ 小日向山     

 猿倉からの好シーギツプフェルである小日向山は三月の南股からも又劣らぬ所である。一月には

まだ雪が少なく、十二月に行つた西村格也先輩のパ－ティーも隨分やぶでくるしんださうだが三月

の猿倉からのトラヴァースや、南股からの登高から見れば非常にスキーとしても面白いと云ひ得る

であらう。上の方はぶなの林の中であり、下の方は所々に切株が出てゐる嫌ひはあるがそれをよけ

て廻つて下る所に面白味がある。小日向のもう一つのいゝ所は眺望である。白馬、杓子の東面は云

はずもがな、鑓の東尾根は正面に浮き立し、不帰から唐松にかけての岩稜とその東面の素晴しいバ

ツトレスとルンゼは遺感なく立ちはだかり、優しい八方尾根は見る眼にも気持がいゝ。この眺望は

又このレインジの偵察に役立つものである。 

 猿倉から長走沢を通つて双子岩よりする登路の他南股からの登路としては 3月 23日のルート及

3 月 29 日のルートが最良のものであらう。其他としては小日向沢からするものと、六左右衞門滝

を越してサンジロに出て双子岩のコルを経て登るものとがある。この両者とも雪崩の危険には可成

さらされる。前者はスキーとしては余り面白くないだらう。後者は猿倉へ小日向山の頂上を通らず

して行けるルートである。だが之は六左右衞門滝が埋まつて通れる時に限つてなし得る計画であつ

て 1931の一月の如き乏雪時にはどうかと思ふ。         

 小日向山から杓子岳に連る尾根は極く上部の杓子岳直下の所を除いては平凡な雪稜であるが鑓

岳東面にヴアリエイシヨンを求める偵察としては適当な所だらう。 

Ⅴ 六左右衞門滝及同沢     

 杓子岳、白馬鑓共及白馬温泉附近の水を集めて南股谷の一源流をなす流れがこの沢である。サン

ジロの一寸下に滝が一つあり、六左右衞門滝と云ふのでこの沢も六左右衞門滝沢又は單に六左右衞

門滝と称する事にする。鑓及び杓子に行く時、この沢を通らない場合には小日向か天狗の峯を迂向

しなければならない。これは時間的に云つてもー寸問題にならないし、特に後者から登つたのでは

面白味も少なく、鑓の東尾根にとりつく事が面倒臭くなる。故にこの滝が通れるか通れないかは南

股に入つてこの方面を目指す者にとつて、一大問題である。 

 僕はこの沢を一月は滝の下まで一回、三月にはサンジロまで一回、もつと上まで一回、合計三回

往復した、冬は一寸通れさうもなかつたが三月には最初の時にはスキーをぬいで往復し、二回目に

は登りにはスキーをぬぎ、下りには、穿いたまゝ横滑りで下つてしまつた。これだけの経験では確

定的の事は云へないが、三月にスキーで通れる事はほゞ確実だらう。小舎から前の台地を西向けに

滑つておりると南滝の沢即ち不帰沢とこの六左右衞門沢の出合の広い河原に出る。こゝから右に入

ると、一月にはしばらく流れが出てゐたが、三月にはすぐ雪床になる。しばらくゆくと急に両岸が

せまり、次は左折する。この上は益々両岸がせまり、次に沢は右折する。この曲り角が滝である。

滝つぼは一月も二月もデブリで完全にうづまり、三月には滝もたゞ雪の細い（約 3米）急傾斜にな

つてゐるにすぎない。高さは 30 米位のリンネだが夏はもつと大きくなるだらう。これを登つてし

ばらく行くと急に沢はひらけて目の前には杓子鑓の尤物がそゝり立つ。眞にいゝ気持である。 

 雪崩としては後に説べる不帰沢よりはずつとその危険が少ない様だ。第一この沢の両岸がせまつ

た附近では、この沢に入る相当大きな支沢は二つあるのみである。即ち一つは天狗から来るものと、

他は小日向沢である。後者の雪崩はこの沢までは届かない様だし、前者のも大きなものが一年に一

度か二度出る位だらう。 

 要するに涸沢とか槍沢、白馬大雪溪が雪崩から可成安全だと云ふ観点から見ればこの沢も又安全

だと云へる。一月においてもこの沢は上記の二つの沢から大きなものを押出す雪量が通常足りない
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らしいので安全である。 

 それよりこの沢は異なつた雪崩の危険にさらされてゐる。即ち両岸がせまつてゐるために頻発す

る少さな高沢の雪崩である。一月も充分この危険をみとめたし、三月には､更に超高次的なもの、

即ち利落雪崩に類するものの出る可能性及びそのデブリを認めた。この危険は涸沢、大雪溪の如き

所には殆んどないものであつて将来この沢通行上非常に注意を要すると思ふ。この雪崩はその頻度

非常に大にして他の大きな雪崩よりも一層注意しなければならないものである。     

Ⅵ 杓子岳及び白馬鑓岳              

 白馬鑓岳は後立山山脈中白馬に次いで高いものである。白馬鑓岳及び杓子岳共、後立山山脈の尾

根筋を辿る時には実につまらないものである。之は後立山を通じて云ひ得る事であつて、白馬岳に

しろ、其他五龍、鹿島にしろ東面より登攀して初めて面白味ありと言ひ得るものだと僕は信じてゐ

る。 

 杓子及鑓岳は南股から登る山としては大きなものの中であり、且その東面は不帰の東面と同様相

当面白さをあたへるだらう。特に杓子の東面をディレクトにアタツクする事は、“不可能”なる場

合の少ない日本の山に於ては珍しい“不可能”なる場合の一つと銘打つても差支へないと思ふ。こゝ

に又ヒマラヤ筋の曲型がある。 

 鑓と杓子の鞍部から落ちる杓子沢のルンゼは非常に大きく、上部に上記の杓子岳の東面をもつが

故に興味を引く訳である。 

スキーにも可成いゝと思はれる。この沢を始めて通つたのは夏冬を通じて恐らく僕達だらうと思

ふ。上部は可成急だつた。                

 鑓岳の東面に出る二本のバツトレス的の尾根は、杓子の東面の如く不可能的ではなくて相当の可

能性を有して居り、且つそれよりスケイルがづつと大きく、しかも相当の岩登り及び氷雪上の技術

を要求すると思はれる点において、又幾多のヴァリエイション・ルートを採り得る点において相当

の興味を引く所である。 

 これらは頂上から二本に分れるから全然別の尾根と云ふべきであつて、今便宣上この北の方のも

のを“一の尾根”南の方のものを“二の尾根”と假称しておかう。 

 両尾根共下部はやゝブツシユのある岩峯に終るのであつて、これに眞下から即ち温泉のある平か

ら取付くのは一寸無理だらう。併しこの最下端のピークさへ避けてこの両尾根の間に入るルンゼを

登つてから取付くのは容易だと思はれる。一の尾根は杓子沢からも取付けると思へた。この尾根は

追出原に出て、即ち温泉のすぐ上のクーロワールを登つてから右におれて取付くのが最良と思はれ

る。 

 1931 の三月、僕と西村とが取付いたのはこの尾根で、それも殆んど上に行つてからであつた。

だから、一の尾根全部と、二の尾根の下部はまだ誰も行つて居ない筈である。                

 一の尾根は一番下部の一寸下から見ると、ジヤンダルムをなしてゐるピークから上はづつと頂上

まで同じ調子で、急な雪稜と、所々にそれをさへぎる 20米程の岩壁との交錯である。この尾根は、

温泉にのぞむ岩塔から上はずつと急な雪稜であつて、途中これをさへぎつて二段程のスラブ状の岩

面からなる岩璧のやゝ大きなのが一つあるのみである。僕達が取付いたのはこの岩壁の上からだつ

た。僕達の取付いた所から上はアンザイレンしてコンティニユアスで行つたけれども、これから下

では相当面白い所があらう。 

この両尾根の間のルンゼを眞直登つても、雪の狀態如何では数百のステツプが切られなければな

らないだらう。 
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 追出原とは鑓の南側にある広い、云はゞ、フィルンハングである。三月には完全に氷化して居た。

五月には上に新雪がついて、ひどく大きな雪崩がこゝから温泉上のクーロワールをおちてゐたのを

見た。 

温泉は三月でも一寸そこだけ流れが出て湯気が立つてゐる。 

温泉の南の、國境尾根から出て、六左右衞門滝沢と不帰沢とを分ける尾根を天狗の尾根と云ひ、

そのピークは南股の小舎から高い仰角でそゝり立つてゐる。 

鑓岳から唐松につゞく尾根はしばらく所謂天狗の庭となつてゆるい尾根となり、やがて不帰のキ

レットに下りる。こゝが大下りである。天狗の尾根とのジヤンクシヨンから不帰キレツトまでに不

帰沢に向つて二本の側稜が出てゐる。取付が悪さうだけれども一寸面白い登攀をあたへてくれる所

だらう。 

鑓岳マシフは南股から登る山としては大関である。けれどもこれを目指すには雪崩に対する極度

の注意を要する。        

Ⅶ 不帰沢及唐松沢  

 僕等が不帰沢に入つたのは山は雲をかぶり、わづか東の空に星のちらつく暗い晩だつた。けれど

も僕はこんなに暗い谷を経験した事がない。づつと上の方に空が僅か見へるだけでその他はおひか

ぶさる様な両岸の岩壁である。その上無茶に大きなデブリがあつて、急に電燈の灯に眞白な大入道

が目の前に立ちはだかつたりして恐怖をおぼへた事さへある。勿論スキーはとても使へないので始

めからアイゼンで来たのである。 

 南滝は不帰沢と唐松沢との出合より一寸下にあつて注意しないと気がつかないで支沢を登つて

八方尾根に出てしまう。滝をまくのは左側の雪の急斜面を登る。これをすぎると今までの陰惨な気

分はなくなつて唐松沢と不帰沢との広い谷底になる。 

僕達の時は滝をこして唐松沢に出てから急にあたゝかくなり雨気におそはれたので唐松沢の右

岸を登つて八方尾根ににげたのである。こんな沢の中で雨に会ふ事は絶対絶命だから。 

不帰沢はそのまゝキレツトまで輕く登れるだらうし、唐松沢にしろ唐松と牛首との鞍部に登りつ

く事は雪崩の事をよく考へれば簡單だらう。又唐松沢から不帰のピークスの間に上る細い数本のリ

ンネもそれぞれ面白いだらう。とにかく六左右衞門滝沢が上部においてサンジロの広い原と化すに

反して、この沢は上まで幾多の興味あるヴァリエイシヨンルートを供する。 

 下のデブリがひどい事、及滝を搦まねばならない事等によりこの沢は六左右衞門沢程スキ－に適

当ではない。併し滝をこしてから唐松沢は可成スキーによいらしい。この沢を登つて八方尾根を滑

降する等は南股からする面白いプランの一つである。 

この沢におちる雪崩では天狗の尾根からのものが最もひどい。又不帰キレツトそのものからや大

下りの東面からも可成おちる。僕達が不帰沢から八方尾根ににげた日もキレツトから隨分多くの雪

崩が出たのを午前九時頃から一日中目撃した。この時には雪崩に対する戰術をうまく用ひたと思つ

た。 

Ⅷ 不帰のピークス 

不帰の尾根縦走は最早何等の問題ともなり得ない。目的とすべきはその東面である。即ちそのピ

ークから出る五本の側稜である。 

 この中大なる最も北からかぞへて一本目と二本目である。一本目のものは南股の小舎から見て

“ヒマラヤ筋”がよく見ヘるもので不帰沢の奥にそゝり出づものである。 

 部報第 4 号第 1 輯 28 頁の寫眞によつて説明すれば、最も前に見へるものが第一の側稜であり、
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その奥の光つた雪面の前のものが第二の側稜で第三、第四、第五は極上部のみを見せて居る。この

中で最も面白いと思はれるものは第二のものでその次が第一であらう。 

これら五本の側稜はいづれも唐松沢から取付くのだが、その取付は可成悪い事が想像される。そ

して第一の側稜は國境線に出る所が垂直に近く又それまでの雪稜も可成するどく、取付も非常に悪

く、“ヒマラヤ筋”から見て KangchenjungaのNord‐Ost Spornに一寸似てゐる。この尾根は國

境線に出る所が問題だらう。 

 第二の尾根は途中で垂直な岩壁で切られてゐるので登攀不可能だと思つたが八方尾根からの偵

察では南側のシュネーリンネを通つてまける事が判つた。併しその下部も忠実に尾根筋を辿るとし

たら悪さうである。第三以下のものは尾根自体が小さく取付けば簡單だと思はれる。結局最も面白

く可能性があるのは第二の尾根である。第二の尾根の南側の、即ち南股の小舎から見ると光つて見

へる雪面も面白さうだが、雪崩に注意しなければならないだらう。一月にはこの雪面の途中に二 

次雪崩のカンテがありありと見へて居た。 

この不帰附近の登攀と鑓の東尾根附近の登攀を比較するに、前者が技術的に面白い、即ち相当こ

まかい所に困難な所があるに反して､後者は山としての面白さをより多く具備して居る様だ。 

Ⅸ 八方尾根と八方押出 

 不帰のピークスに困難な登攀を終へてつかれた身を安全に小舎に戾してくれるのは八方尾根で

ある。この尾根はスキーにいゝと云ふので多くのパーティが通過した。 

 けれども八方押出があるにあらずんば南股から簡單にこの尾根に出る事は出来ないのである。                         

 八方押出程感じのいゝ沢は余りない。スキーにいゝのみならず、上空を限る八方尾根の雪峯のよ

さは何とも云へない。            

 一月八方押出を見た時には雪崩に危険である様に思へた。けれども実際はさうではなささうであ

る。                

 僕はこの沢を三度通つた。二度は往復し、一度はおりたのである。一度は中程の中尾根の下端に

スキーデポーを設け、一度はアイゼンで全部下り、一度はスキーで往復した。いづれの時も雪崩の

危険を認めなかつた。この他慶應パ一ティーが 1931の四月に登つて居るけれどもこの時も雪崩に

関する記述を見ない。要するに八方押出はスキーをやるにも、八方尾根に出るにも、唐松から帰途

これを用ひるにも非常に郡合のいゝ、しかも面白い通路だと云ひ得る。 

 更にこの八方押出を安全ならしめるのは、その中にある中尾根である。之は丁度涸沢岳から涸沢

に出る襞尾根に似たもので、この上を通る事によつて雪崩から殆んど安全になり得ると思ふ。僕等

が通つたのは一月だつたけれども一寸ラツセルがあつたのみで樂に行けた。   

 八方押出をスキーで登る時には中尾根の向つて左側のルンゼを登つた方がいゝだらう。                           

Ⅹ 結 び 

南股小舎が 950m 程で、鑓が 2902ｍだから可成大きな山登りである。不帰に行つても 2600ｍ

だからそれでも穂高よりは登行高度は大きい。又その困難に関しても、僕は日本アルプスの他の山

と全く同じものであると思ふ。さうなれば、プリミティヴなだけ、人の気が全然なく、ナーゲルや

アイゼンの跡が全然なかつただけ、南股は訪れるものをして忘れられない惟ひを抱かせ、その

Lieblingsgebietとして心に残る。 
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23.  工樂英司  「春の五龍鹿島縱走」『關西學生山岳聯盟報告』第二號 

昭和 6年刊 藤田喜衛、關西學生山岳聯盟事務所発行 

 

 

京都帝大 工 樂 英 司 

1931.3.26－4.4の紀行 

伊藤愿（リーダー）工樂英司（以上京大）長谷川淸三郎（三高） 

春期に於ける後立山連峯の登山については報告第一號に於て，神戶商大田中伸三君の 述にその

觀を得られるであらう・ 

今回我々の取つたコースは，唐松小屋を中繼として五龍岳より鹿島槍へと尾根縱走をするもので

あつた・ 僕の知つて居る限りに於て嚴格な意味の積雪期に於ける此の尾根の縱走は僕等のパーテ

イ以 には無い樣に思ふ・（註 1）それは此の尾根縱走が決してクライムとしての困難さを持つて居

るからでなく，途中に於てビバックを餘儀なくされる所のコースだからであらう・ しかも五龍と

鹿島槍との間にその露營地を求めるならば，何れに求めたにしてもいざ天候險惡といふ塲合の逃げ

道がない・ といふのは雪崩の危險に曝された谷以外に比 的容易に下り得る尾根コースは全然な

い・此の點に今迄此のコースに手を付けられなかつた最大の原因がある樣に考へられる・卽ち此の

登山は決してクライムそのものゝ困難のために取殘されたものではなくしてその登山に必要な手

段 ――主としてビバック―― の困難さから取殘されたものであらう・ 僕等が此の尾根の縱走を

やるについて精神的に最も大きい指示を與へたものは Paul Bauer “Im Kampf um den Himalaja”

であつた・ 勿論此の登山は比の書を手にする以前に計畫したものではあつたけれど、此の書は此

の登山の實行に當つて僕等にその取るべき方法の多くを suggestし 多くの自信を與へてくれた・ 

僕等のパーテイの 3 人は此の尾根に對して全く未知であつた・ それ故僕等は結果に於て夏道を

知らなかつたと云ふ理由で多くの時間的なロス――それは此の登山をより困難なものとしたけれ

ども――を負はなければならなかつた。そして僕等が夏道を知つてゐる人夫を伴はないで敢行した

事は決して無暴な企てでなくしかもそれは僕等の意圖の に何等の責をも感じさせるものではな

い・ 

僕等が此の登山のために準備した食料は 3人分全部で大要次の如きものである・（註 2） 

 要 約 

  昭和 6年（1931）3月 29日～4月 3日の記録。唐松岳から五龍岳を経て鹿島槍ヶ岳まで

の積雪期初縦走。 

メンバーは、伊藤愿、工楽英司（以上、京都帝国大学）、長谷川清三郎（第三高等学校）。 

行程は、3月 26日 白馬館－細野（丸山宅）。 

27日 滞在。 

28日 細野－北俣－細野。 

29日 細野－中継小屋－唐松小屋。 

30日 滞在。 

31日 唐松小屋－大黒の南のコル－遠見尾根とのジャンクション・ピーク

－五龍本峯－露営地。 

4月  1日 滞在。 

2日 露営地－キレット下－再びキレット下－露営地。 

3日 露営地－北峯と南峯とのコル－南峯頂上－西俣出合－鹿島－対山館。 

※このコースの縦走は、山口勝氏、穂苅三寿雄氏がトレースしていると、註１に書かれて

いるが、どちらも厳密な積雪期とは言い難く、この記録を積雪期初縦走と認めたい。 
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 味付ロシヤパン（棒）   20斤  ミルクパン   12枚 

 ビスケツト   100gr.  バター及ペイスト 900gr. 

 ソーセージ及ハム 1000gr.  チヨコレート  350gr. 

 コヽア    112gr.  砂糖   900gr. 

 干杏    200gr.  メリーミルク    5個 

 生レモン    2個  紅茶     少量 

 尙唐松小屋滯在中に小屋備付の米約五合を 用した・ 

登山用品として僕等が特に此の行のために準備したものと云つては無いが，露營用として巾 2米

深さ 1米半の Zudarsky Zeltsackを携行した・ それはセルロイドの窓を持つて居り，その窓が紐

によつて開閉出來る裝置のものであつたが，後に す樣な事實のために Zeltsack に窓をつける事

の可否は一考する必要がある・ 附けるとすればその作り方を充分考へねばならぬ・ 

スキーは勿論携行せず，輪カンヂキを用ひた・しかもそれは最後の冷澤の下りに用ひられたに止

る・ 

 

3月 26日・ 23日から崩れ出した天氣

はなかなか回復しさうにない・ どす黑い

雲が後立山の連峯をおほひつくして僕等

の山は見えない・ 26 日の夕方から雨さ

へ降り出した・ その晴れ間をやつと利し

てとにかくまとめ上げたルックとスキー

を肩に四ツ谷の白馬館を出て細野の丸山

靜雄の所まで出かける・此の日天候が惡

くて猿倉から歸つて來た丸山が快く僕等

を招じ入れた・ 

3 月 27 日・ 天候はまだ回復しない中

繼小屋の 用が依然として今年も不可能

だと云ふので出かけるわけにも行かな

い・細野のカヤ塲でスキー練習をやる・ 

3 月 28 日・ ９時すぎになつて は一

面の靑 になつた・ソレツと云ふので出

かけたがもう出かける頃には南の方の山

からだんだん雲の中へ這入つて行つた・

スキーは丸山の家に殘して出發・ カヤ塲

から北股を登つて右手の尾根に取ついた

頃西南から吹きつける風に雪さへまじつ

て來た・ 仕方がないので引返す・ 

3 月 29 日・ 昨日の夕方から降り出し

た雪が薄化粧をしたが天氣は不思議に

上々・ 

細野 (8.07)－中繼小屋 (1.00～          五龍岳（八峯キレツト付近より） 

伊藤 愿 
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１.55)－唐松小屋(3.37) 

幸に尾根通りは風もなく天氣は良すぎる位だつた・中繼小屋は勿論雪にうづまつて 用は不可

能・國境の尾根へ出て小屋の入口の雪をかき めると，西風が猛烈に吹きつけて來た・30分もかゝ

つてやつて小屋へ這入る・ 

3月 30日・ 昨 からの風が猛烈に小屋のまはりで唸つてゐる・4.00 起床・ 總ての準備をすま

して6時に小屋から這ひ出して見たが猛烈な風と黑くよどんだ劔とが僕等の出發を止めさせた・ 風

は夕方になつてやつと止んだ・ 此の二 の小屋滯在中僕等は出來るだけ炭火を小さくした・ 從つ

て など相當に寒かつたが幸ひに一酸化炭素中毒から脫れ得た・ 

3月 31日・ 

出發(7.10)－大黑の南のコル(8.50)－遠見尾根との Junction Peak(9.45)－五龍本峯(11.15 ～

１2.00)－露營地(4.15) 

風はやゝ南寄りの東微風・ は快晴と云ふのではなく天氣はさまで良いとは思はれなかつたが

とにかく出發する事にする・すぐアンザイレン・オーダー工樂，長谷川，伊藤・牛首から大黑へか

けてのアンサウンドロツクは凍りついてゐて比 的安定である・ 雪庇の上は所々ボソボソと落ち

むが，雪は くフロストしてゐるので基部を步いて氣持のよいクランポンの軋む を聞いて居れ

ばよい・ 大體夏道をつたひながら遠見尾根のジヤンクシヨンヘ出る・ 第一峯は夏道通り越中側を

行く・ 此の時五龍の頂上に二個の人影を見た・ 呼んだが答はなかつた・ だが此の時間に頂上に

立つたとすると，しかも北から行つた形跡がないから，僕等は勿論その人逹が僕等の行かうとする

コースを逆に來た人逹だと思はなければならなかつた・殘念だつた・ 第二峯はリッヂを傳ひ頂上

へ出る・頂上の名刺でさきの 2人の人逹が立敎の堀田，小原兩君である事を知つた・そしてそのル

ートは黑部の東谷よりのものであつた・ 萬才を叫ぶ・ 

口がかわいてサンドウヰッチが喉を通らぬ・紅茶でやつと流し む・天候は依然良くない・ 

頂上からの下りはあまり良くない・夏道は殆んど らぬ・雪と岩とのコンビネーシヨン・それに

雪が南向きのためにゆるんでゐて始末がわるい・ 4.15，キレットの北のピークの手 のコルに着

く・キレットの下まで降りてビバックする豫定だつたが僕は細野で引いた輕い風邪のために相當に

體が弱つて來たので，それに偃松のある所がよからうとすぐそこを露營地とした・尾根の上で適當

な snow holeを掘る所もなく雪庇の上は少々氣味惡いのでそこのガラガラ石をならして偃松を敷い

て腰を降す・風がないから大 夫だらうと一寸も風に對して防禦されて居ないガラガラ石の上で

Zeltsackを引かぶつたが，これが今度の行中の最も大きな失策にならうとは思付かなかつた・ 

しばらくうつらうつらと眠つたのだらう・烈風がテン卜を吹きまくり風は同時に雪を伴つて僕等

を覺した・兩手でしつかりテントをつかんだまゝ を明かす・ 

4 月 1 日・ あたりは新雪で化粧をしてゐる・そして風はやゝ止んだが 食をすませるや否や

猛烈となつた・テントはまるで風船の樣にふくれ上つて今にも吹き飛ばされさうになる・それをし

つかりつかんでゐるつもりが何持の間にかすつぽりとはづれる・ 此の嵐が午後 3 時までつゞいた

時，もう何時テントが破れるかもしれないと思つた・ 不吉な豫感がする・ 靴を脫いでゐた長谷川

がやつと靴をはき つたと思ふと Zeltは窓の所から異樣な を立てゝ引きさかれた・ あやふく逃

がさうとした破れた Zelt を摑んで 3 人は小さく寄り集つた・だが嵐は何時まで續くだらう・この

まゝで居たら嵐は恐らく此の破れたテントを に小さく引き千切つて了ふだらう，そして最後の時

が來るだらう・伊藤が思ひ切つてテントを出た・猛烈な風と雪が顏をなぐりつける・雪庇の上に小

さな snow holeが出來た・ そこらに散亂したものをかき集めて雪穴の中へころげ んだ・瞬間的
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な此の行動を へてやつと口のやける樣なあついコヽアにありついた時にはあたりは かつた。そ

して僕等の第二 は始まつた・ 此の は昨 よりも冷かつた・ でも風あたりの少い事がどれ位安

易な氣分を與へた事か・ 

4月 2日・ 午前 2時頃から嵐は止んだ・それは 26時間の嵐だつた・名殘の風がテントのすき間

からもれる・ふるへながらの一 は明けた・ 燒けだつた・ 氣溫は相當に低く，外へ出るとみん

なこほりついてしまふ・だが僕等は 進しなければならない・凍てついたクランポンを凍てついた

紐でやつと足にしばりつけて，よろける足をふみしめて出發する・ 

出發(6.50)－キレット下(8.20)－再びキレット下(11.40～１2.10)－露營地(1.30) 

劔に雲がかゝつてゐる・鹿島の方は くて見えない・新雪をかぶつて夏道らしいものもわからぬ。

時々迷はされながら垂直に近い岩壁の立つてゐる所から越中側へ急な雪溪を下る。新雪が深くて步

き難い・200～300 米も下つてから細い急な雪溪を登る・右手の尾根へ取付かうとするが駄目・と

うとうリッヂまで出たが恐らくそこが本當のキレットだつたのだらう・凍てついた岩は雪とぴつた

りとひつついてスキー靴にクランポンをはいた僕等の足を受けつけない・思ひ切つて同じ所を下る。

此處で僕等は 2時間と云ふ大きいロスを負はなければならなかつた・風は次第に强くなるしあたり

はいよいよ い・劔は全く雲でかくれた・ に南側の細い雪溪を登る・後から吹きつける風は段々

强くなり天候は再び全く惡化してしまつた・やつとリッヂまで出た時風はもう僕逹の 進をはゞん

だ・一步一步ピッケルにすがりながらやつと進む・遂に僕等は再び此の尾根の上にビバックを餘儀

なくされた・キレットの下まで下つて少しでも風あたりをさけ樣とする氣持は充分あつたけれど猛

烈な風に向つては下る事さへ出來ない・それに急な雪溪の下りは に大きいアルバイトを僕逹に要

求するにちがひない・雪庇に掘つた小さな snow holeへ僕等はクランポンをはいたままの着のみ着

のまゝですはり んだ・長谷川と撲はザイルを解いて岩角にまきつけた・そしてそのザイルにまた

がつて腰を下した・伊藤はザイルにつながつたまゝだつた・食料は豫定の日數を旣に過ぎて相當に

窮してゐる・今 は飮まず食はずだ・破れ切つたテントをやつと頭の上にかぶつてみんな無言にな

つた・風が新雪を吹き上げて來てテントの間へたまる・體がだんだんちぢめられてくる・何とかし

ようとして飛び出したけれど，結局吹き む雪を多くするだけで何の益もなかつた・だがこうして

ゐる間も僕等の最も大きな不安は明日天氣が良くなるかどうかと云ふ問題だつた・明日もこれだつ

たら，そして此の嵐がまた 26 時間のものだつたら，僕は今 の樣に逃げ塲所を考へなければなら

なかつた・ 唯一の所は，それは東谷にある立敎のテントだ・だがそれとても一體まだあるだらう

か・そして僕等を収容してくれるだらうか・否一體そこまででも逃げられるだらうか・吹き んで

來る雪にはもうあせつても仕方がないとあきらめた・3人がだまつてしかも何ともしれない氣持を

抱きながらめいめい勝手に何かを考へつゞけてゐた・そして時々凍え切つた手と足とに氣がついて

しばらくごそごそと體をうごかすだけだつた・氣溫は猛烈に降下したらしい・嵐は依然として續き

ながらさすがに月のある だ，テントは明るかつた・“僕等はまだ生きてゐる”僕は獨りさう考へ

つゞけてゐた・ 

4月 3日・午 零時頃から嵐はやゝおさまつた・そして月は皎々として輝き出した・雪を掘り出

すためにテントをぬけ出すと，そこにはもう鹿島槍が手にとる樣にある・月光にてらし出された雪

の山々は僕等を威壓する樣に輝きつゞけてゐる・だが少しでも外へ出ようものなら，着てゐるもの

はみんな凍りついてカチカチになつてしまふ・昨日の嵐に毛皮の手袋を何處かへ無くした僕は――

しかも手袋と云ふ手袋はみんなカチカチに凍りついてしまつたので――靴下を手にはめなければ

ならなかつた・右手の藥指と小指の先が凍傷でやられたのかしびれてしまつた・うす明るい の日
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がさして來たがテントは少しもあたたまらない・（－15℃―5.30A.M.）やつとコツヘルを取出して

火をつける・砂糖湯でパンを流し んで腹をふくらせる・フラフラする足をやつとピッケルでさゝ

へて出發・ 

出發(7.10)－休憩(7.50～8.10)－北峯と南峯とのコル(8.50)－南峯頂上(10.10～10.35)－晝食

(10.50～12.15)－西澤出合(3.10)－鹿島村(6.45～9.30)－大町對山館(12.00) 

全く失はれてしまつたバランスをピッケルでやつと へて一步一步と前進する・偃松に凍りつい

た新雪の樹氷がクランポンでザクザクと破れる・越中側をトラバースして北峯の南へ出る・南峯の

最後の取付きは相當急でべつたりと雪をかぶつてゐる・ 30米の step cutがなされた・（この日の

オーダーは伊藤，長谷川，工樂） 

頂上の喜び・ そしてもう僕等の 途には祖父へのなだらかなリッヂがあるだけだ・ だが僕等 3

人にはピークを得た喜びよりも無事に此の山旅も るであらうとの喜びの方が大きかつた・ 積雪

期に於ける新しいルートを今僕等の手によつて開拓し得た喜びよりも，さしもに暴戚を振つた自然

の力の に僕等はたゞ自分等 3 人の力を見た・ そして 3 人共頂上の喜びを叫ぶ事さへも忘れ切つ

て居た・ 

僕等は鎌尾根を下る事にしてすぐその junction まで下つた・ ビスケットとミルク・ ギラギラ

と輝く春の陽の光の下で今こそ僕等は高らかに“エーホホー”を叫びつゞけた・ 

指先の感覺がないので見合せたら 3 人共二三本先が眞白だつた・ だが僕等がすぐその場で云ひ

合つた事は“あの嵐にたつたこれだけですんだのか”と云ふ意味の事だつた・ 

國境から鎌尾根への下り口は雪庇はなかつたが2米位の垂直な雪の壁になつてゐたから登りには

少しは困難かもしれない・ 尾根の上から見たカクネ里本流には雪崩の走つた後を見なかつたが（註

3）冷の澤には澤全體にすばらしいデブリーを見た・ それはづつと以 に出た大きな二次の跡だつ

た・ 4 月１日の新雪によつて生じたと思はれる小さな雪崩跡は認められたが，それが 2 日の の

日射による小さい scaleの二次であるかどうかはわからぬ・ 此の大きな雪崩跡は西澤の出合まで走

つて止つて居た・ 果して奥の何れの谷から出たものが最も大きくて西澤まで走つたものかは一寸

定め難かつた樣に思ふ・ 

全く くなつて鹿島の狩野久太郞方へ着いた・ そして突然の來訪と僕等の山での行動が狩野の

人逹を驚かせた・ 久しぶりの米飯の御馳走になつておぼろにかすんだ月の下を，クランポンを入

れて急に重くなったルックを肩に小熊ツ原を經て大町へ出た・ 

 

以上僕は今回の登山の紀行の大要を書き した・ そして僕が此の登山を へてから今までそし

て今もなほ僕の頭から去らない一つの事は，此の登山がたとへ嚴格な意味での積雪期に於ける此の

コースの最 のものであつたにしても，決してそれが僕等に何等の重要性を與へるものではなく，

僕等が Zudarsky Zeltsack 一枚で此の尾根に於てなした 3 のビバックが 3人に取つてより重大

な問題であつたと云ふ事である・ 

そしてそれは此のコースが今日まで殘されてあつた最 に述べた理由をより强く裏書するもの

でしかない・ と同時に天候さへ良ければ何の困難もなしに甚だ容易に通過し得るコースである事

を示して居る・ しかも僕等の得たビバックに對する經驗は恐らく今後の僕等の積雪期登山に於て

取るべき方法と方向とを指示する多くをもつて居る事を信ずる・ そしてそれが勿論僕等 3 人にの

み止るものでない事を信じてゐる・（1931.5.） 

註 1．唐松小屋より此の尾根を縱走するコースはづつと以 松本市の山口勝氏， 1930 年に穗
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刈三壽雄氏のパーテイによつて夫々積雪期に通過されたものである由・兩氏に照會の後確め得た・

不幸詳細な回答が共に得られなかつたのは遺憾であるが，4月乃至 5月の雪の少くなつた時期のも

のであるらしく嚴密な積雪期登山に屬するかどうかはわからぬ・なほ唐松小屋より五龍岳の日歸り

登攀は尾根筋コースにより本年（1931）年までにすでに多數の 錄が殘されてゐる。 

唐松小屋より五龍岳に登り遠見天狗尾根を鹿島村に下るコースは今年（1931）慶應山岳部のメ

ンバー及び日本山岳會の冠松次郞氏のパーテイにより夫々別々に決行された由を聞いた・ 

註 2．僕等は適當な食料統制によつて大してその不足を感じなかつたけれど細野重雄氏によれば

（三高山岳部報告第 9號の１． 山の食料について）此の食料は 1人 1日平均 2886.6カロリーと

なる樣であつて，明かに統計にあらはれた必要カロリー以下である事を示してゐる・之は僕等がア

ブノルマルなビバックのコンデイシヨンによつて食慾減退を來して居た事によるものであらう・ 

註 3．4 月中旬冠松次郞氏が遠見天狗尾根より撮影されたるカクネ里の寫眞によりカクネ里の三

方の岸壁には無數の雪崩が崩落してゐるのを見る事が出來た・ しかしその何れもが谷をうづめる

に足る樣な大きいものでなく崩落地點で止る樣なものであるため上から見た時にカクネ里本流に

雪崩が出てゐない樣に見えた事がわかつた・  
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24．高橋敏三  「嚴冬の杓子尾根－故鹽島鎰司君を追想して－」『山小屋』第六二號 

昭和 12年 3月 1日刊 朋文堂発行 

 

 

一月一日 

我が雪線社のイデオロギーは、あらゆる天候、コンデイシヨンに於ても、より良き適當の方法を

以て動く事である。一月の杓子尾根、白馬主稜の氷雪は、必ずや三月に比して、ゆるんでゐる事で

あらう。然し三月に登攀できて一月に登れぬといふ事はあり得ない。一月の初登攀を目指して我々

は征くのだ。 

 數年來覺えた事のないやうな、良い天氣續きに惠まれた元旦は明ける。陽光は小春日和のやうに

和やかである。が、然し だ、外氣は流石に身に滲む。E、H其他の人々に見送られて、私は先發

隊を ひ、スキー列車にて梅田驛を發つ。二日間の睡眠不足と酒攻めは私をして輕い腦貧血に陷ら

しめた。先發部員四名みな元氣旺盛なり。 

一月二日 

大町の汽車待つ間を、想出多き鹿島槍のスケツチに費し、一輛車のドン・キーホーテに搖られつゝ

四ッ谷に向ふ。ポータブル持參のN・A・S・C・の人々が、大いにメートルを擧げて、嬉しいやら

迷惑やら。 

四ッ谷に下車して白馬館に入る。例の熊の皮の上で晝食を攝り煙草をふかしてゐると大谷がやつ

て來た。先約があつて五龍の方に向ふので、殘念ながら今回はお伴出來ないといふ。さうして他の

案内人を推薦しませうとて歸つて行つた。 

やがて、大谷が小柄な、然し肩幅の廣い頑 さうな、色眼鏡を掛けた男を連れて來た。 

鹽島鎰司君といつて、私同樣可愛がつてやつて吳れと大谷がいつた。 

鹽島君はスキー帽を取つて頭を下げた。 

乘りたかつたロマンチツクな馬橇にも乘れず、ハイヤーにて二股に向ふ。白い田畑、木立は後ろ

に飛び、目指す白馬、杓子の銀嶺はオートの塵除グラスに、上下しながら我々を招く。晴天だ、日

本晴れだ、さぞかし頂を目指して登りつゝあるだろう處の、パーテーを想ふて心は躍つた。早く山

懷に抱かれたいと、二股の手 で自動車を捨て、雪中にターンする自動車の後押しで汗だくだ。 

自動車を返してスキーに乘る。今シーズン最初のスキーは足元が少し怪しい。グングン頑張つて

ピツチを上げると、Oが先づヘバリ始める。荷の小さい僕のルツクと取換へてくれといふ。 

鹽島が「そりや止しとく方が良いでせう。Tさんのルツクは小さいが、目方が重いから却つて損

だよ」といふ。 

猿倉小屋下のジグ・ザツグで、U悲鳴を上げてしまふ。仕方なく輪かんを穿かせて、Uのスキー

 要 約 

  昭和 8年（1933）1月 4日の記録。杓子岳杓子尾根の厳冬期初登攀。 

メンバーは、高橋（山本）敏三、平岡敏治（以上、大阪雪線社）、鹽島鎰司（案内人）。 

行程は、1月 4日 猿倉小屋－杓子岳頂上－大雪渓－猿倉小屋。 

※＜雪線社では昭和八年一月一日より八日迄猿倉に合宿を行ひ、白馬主稜と杓子尾根を

目指したが、白馬主稜は失敗に り杓子尾根は成功した。 

塚本繁松「白馬三山とその以北補遺 ―主として積雪期以外の越中側について―」 

『山岳』第三十六年第一號（日本山岳会、1941）＞ 
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のシユタイグワツクスが、體溫で溶けて僕の白のカツターの脊は、褐色になつてしまつた。が、山

友達のために、これも忍んでヨツホーを叫んで、元氣よく小屋へ飛 んだ。松澤君の迎辭に迎へら

れて、先づストーブを圍む。 

食後炬燵に入つて雜談。白馬尾根偵察の明日を夢に描いて、ハリツケを張つて寢に就く。 

一月三日 

ガス酷く。時々吹雪く。偵察、練習を兼ねて馬尻へ五つのスキーが滑つて行く。馬尻の雪は濕潤

雪で滑走は面白くない。他のパーテーもやつて來たが、皆面白くないと見えて、蜜柑等を食つてゐ

るのみ。時折一陣、 一陣吹雪くかと見れば雪を捲き揚げる。風は冷たくガス依然として深く、見

あぐる岳の山貌はその脚部をぼかせるのみ。 

鹽島單身白馬主稜の偵察に赴く。斷然面白くない儘に、テルモスのコヽアを飮み、チヨコレート

などを出して、雪中の宴を開いてゐると、歸つて來た。新雪が深くて駄目だといふ。一同は愈々腐

つて小屋へと引揚げる。 

一風呂浴びてから 小屋近くで一滑り、明日は杓子尾根の試登だ。 

一月四日 

予定より遲るゝこと三十分、用意のサブルツクを持つて飛出す。Hと私、鹽島よりなるピツク・

アツプ・パーテイだ。林を透して素晴らしい朝燒けだ。心は躍る。けれどもその茜色のあまりにも

赤きは天候の激變を 示して多少の不安を感ぜしめる。行ける處まで……一つの聲は心に叫ぶ。三

つのシーは深い新雪のラツセルに喘ぎながら、然し斷然ピツチを上げて進む。 

ノーテイスボールドで馬尻への路を岐ち、小日向への森林帶を拔けて、ブツシユの中を行く。左

右にブツシユを縫ふことしばし、急斜面をトラバースして、素的なバージンスノーを藏した長走澤

に降る。深い重い澤のラツセルも、降りの快い滑降を思う時には自然と足のテンポも早まる。 

行くこと數十分、右のメインリツヂに取付く。天氣快晴、一天雲無く目指す杓子尾根は眼 に、

一段また一段と高く、處々にブロンルージユの岩膚を見せて迫り、右に白馬岳が銀色に輝く。これ

でも强い風があるのか、頂近くは時々パツと、スノーハイフェンを上げてゐる。やがて山々は薔薇

色に輝いて、そのピンクの色は、山巓から山脚へと這ひ下り、色 の一大シンフオニーを奏でる。 

タイムセーブのためピツチを上げて、正三角形を描いて登り、また行くと、クラスト上の新雪は

スキー・トレールによつて時々雪崩れる。雪量深まり、ピツチ益々上がる。振り返れば妙高・戶隱

そしてその涯の、高妻、乙妻、の山々は雪衣美くしく、淺間、悠久の白煙をはき、海外無比の我が

靈峯富士は遙にシルエツトの如く浮ぶ。 

ポケツトの板チヨコで元氣をつけて上へ上へ、成る可く歸途のスキー利用を有効ならしむ可く、

一月にして初めてスキーで達し得る地點、一九八〇米附近をスキーデポとし、これより以上をスキ

ーにす可きか、アイゼンか、協議すること暫時にしてアイゼンに一決、膝を沒する雪を排して泳ぎ

出す。アイゼンのツアツケ利かず、ピツケル 何の用もなさず、徒らに重きのみ。傾斜益々急、行

程遲々、然してダークホワイトのガスが、包むよと見る間に天候激變。吹雪。ガス。風は强い。 

小日向からの尾根と合するポイント迄、十二時に着かずば此行斷念との決心を以て進む。特別に

作らせた堅パンとコヽアに、腹を滿たして登り出す頃から尾根は 字通りナイフエツヂに、雪は案

の狀柔くて潜る。鹽島「Tさんは R・C・Cで專門だから岩と氷では賴む」といふ。變な處で R・C・

Cが出て來たものだが「よし」と引受ける。で岩と氷にかゝれば僕がトツプを切る事にして、鹽島

と Hが 代でラツセルして行く。とても苦しさうだ。 

問題のポイントに十一時三十分、愈々尾根は瘠せて來る。クラストしてゐるかと思へばまた潜る。
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白い白いガスが脚下さへ見せぬ。平坦なドームかと思つたが、辿り着いて見れば霧の海だ。とばさ

れた雪片がスーツと下へミストシーの中へ消へて行く。一瞬白馬側が晴れる、雪溪上を二つの黑點

が、トボトボ降つて行く、「ヤツホ」とどなる。また霧だ！吹雪だ！吹き飛ばされぬやう雪のリツ

ヂに、嚙り着いて風の止みまを見てまた突撃する。惡場にかゝつて三人、上から下へ立ならぶ時は、

先頭のカツトする雪片、氷片は、風に吹き落されて下の者の頰を嫌といふほど叩く、宛然滿州か何

處かで戰鬪してゐるやうだ。だといつて手を舉げる事も動く事もならない唯だスノーリツヂに獅嚙

み着くばかりだ。 

幾つかのリツヂの凸凹を越えた時、赤い脆さうな岩がボンヤリと顏を出す。「サア T さんのトツ

プだ」と鹽島にいはれて、決然リードして登り始める。四十五度ぐらゐと思つたがさしかゝつて見

ると、垂直に近い時もある。豫想はしてゐたが岩は脆いし、氷とも雪ともつかぬ奴が乘つてゐるの

で、始末が惡い。氷上に積つた新雪はともすれば、足を奪つて雪崩れさうだ。ピツケルを打 んで

も手應えがない。柄を入れるには下が岩で入らぬ。何ともいへぬ奴だ。一度などはステツプを切つ

てゐるうちに、足下の雪が緩んでズリ落ち、す早くピツケルを打 んでブラ下つたが、下部が氷だ

つたので具合良く止つた。ピツケル一つでブラ下つたのは初めてだ。惡場では後の足を H が、そ

の足を 鹽島が へてカツテイングした。 

一寸した岩場を右に卷いて少時、最後の岩場にかゝる。三月とちがつて凍つてゐないので、雪を

排けて全く岩を登らねばならないとても脆い岩だ。吹雪は益々猛烈。岩下で H を待ちながら鹽島

と話す。 

「此處で頂上を（以下十一字故人の名譽のため削除）」 

と鹽島。 

「馬鹿野郞」 

と私は怒鳴つてしまつた。今までに私は山案内人に對して、こんな言葉を吐いた事はなかつた。け

れども私の正義觀はこんな處で爆發してしまつた。この時この場合、鹽島君は我々の身を思つてい

つて吳れたのであらうが、私のこの爆發的反語も亦神は當然として、認めて下さるであらうと信ず

る。 

 Hが顏を出す。頂上まで約十米だが萬一を思つてアンザイレンこれからは地の理を知つた鹽島が

先頭に立つて、アンサウンドロツク上の氷雪を除き、アイゼンの齒を確實に、ロツクエツヂに引つ

掛けてクライム。凍つた手袋の中の指は感觸がない。 

 鹽島のアツプザイルに、雪の尾根を乘切つたと思ふと、急に下り坂になり驚いてゐると、ザイル

をグイと引かれて一間ばかり走らされ、引倒ほされる。頂上だつたのだ。雪尾根と思つて乘越した

は雪庇であつて、踏み落としてはとの注意から、鹽島が引張つて吳れたのであつた。續く H も登

つて來たところを、二人で引つ張つて引き摺るやうにして、自分等の側に立たせる。妙な顏をして

ゐる H に理由を話して、共に登つて來たリツヂへの穴を見て今 ながら驚く。スノーユルニース

は二間は、發達してゐたであらう。 

 

 何はともあれ頂上だ。一月の杓子尾根は我等の手に歸したのだ。嚴 の初登攀は成つた。けれど

もベルグハイルも何もない。頂は唯だ徒に寒い。あるものは吹雪の咆哮ばかりだ。凍る手に辛じて

ポケツトから出した寒暖計は、下る下るマイナス五、十、十五、遂に十六度まで下る。鑓も斷念だ！ 

 物凄い吹雪に下降を阻ばまれて、大雪溪を飛ぶやうにして下へ下へと走る。杓子の雪溪を經て立

壁の橫を卷いて、グリーセードだ。猛い風を衝いて深雪中を泳ぐ樣にブツ飛ばす。スキーを失つた
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身とはいへ、流石に下降は速い。大雪溪の途中にくると、風はもう靜かだ。遙か下猿倉小屋の邊り

は、靑 さへ見えてゐる。馬鹿話も口から飛び出す。 

 ボソリボソリと膝まで泥濘るむ深雪は、コンパスの短い僕には苦手だ。ともすれば H に遲れ勝

ちだ。鹽島は恨めしさうに、尾根を見上げて、 

「戀しいスキーはあの邊だ」 

と何回か指差す。実際スキーに羽根でもあれば、飛んで來いと叫びたくなる。スキーのシユプール

に恨み言を各自にあびせつゝ醉漢然として小屋への途を辿る。がスキーでは急速にして味ふ事の出

來ない山の雪景色をお蔭で、心行くまでシツクリと味ふ事が出來た。 

 三時五十分小屋に歸る。 

「良くやりました」 

 の松澤氏の聲も嬉れしい。聞けば藥專の連中等も皆な大雪溪より白馬を目指したパーテーは、天

候不良で引返へしたとの事、杓子尾根より見下ろした黑點の、莫迦に下降時間が早かつた理由が解

つて、Hや鹽島等と呵々大笑した。Bパーテー未だ到着せず。ストーブを圍んで紅茶を啜る。 

 まも無く江尻をリーダーとする Bパーテーが、U、Nに迎へられて到着する。皆な杓子尾根の成

功を心から喜んで吳れた。小屋はこれ等 A・C・S・Lの連中で斷然賑かになつた。 

 明日は休養だ。一風呂浴びて炬燵に入つて、御神酒を飮んで、オケサだ。鹽島とアイゼン、ピツ

ケルについてまた論戰に火花を散らす。 

 一月五日 

 小屋のスキーを貸りたが、バインデイングが合はず且つ、變な鹽島のシールが物をいはず放てき

する。休養せよとの天命だと思つて炬燵に伸びる。鹽島のみ輪かんで、五人は杓子尾根の、昨日の

スキー・デポへスキーを下ろしに行き練習して歸つてくる。長走澤行だ。 

 一月六日 

 雪だ。白馬落倉行は今日も駄目だ。H・O・E は小日向山頂へ。午過ぎ帰つて來る。今日は他の

パーテイが皆小屋で、燻ぶつてゐるのにと賴もしく思ふ。午後下山する U を送つて中山澤まで全

部降る。 

 夜明日を最後とするので、天氣祭りを催す。取つて置きのワインのウムトルンク。松澤君の顏も、

鹽島の色眼鏡の顏も、部員の顏々々。皆火照つて赫い。我々メンバーのみのこの小屋は、今日は我々

のヒユツテだ。小原節、八木節、さては聲色、活辯まで飛び出して、一同童心に還る。鹽島、松澤

の山男までもタバコ鑵コツプを敲いての大散財だ。山の一軒家は幾ら騒いでも、隣近所から怒られ

る心配は無い。外は未だ白い白い夕靄に埋まつてゐる。 

一月七日 

 三時起床。滿天の星は銀砂の如く白樺の梢を洩れ、朧月は黃白色の光を雪上に落す。 

 朝食、用意、ライト OK。ザブルツク二つに各自ピツケルを持つて五時出發。Hをトツプに鹽島

をラストにして、三つのランターンに照らされた七つの影は、靜かに靜かに雪上を行く。夜の寒冷

は身に沁々と滲む。谷間の水の岩嚙む が、時々僕のかけるパーテーへの聲に途切れる。山峽の闇

路に唯だ何の理由も無く、スキーは 者のシユプールに乘つて走る。夢の國を彷徨ふために走ると

もなく走つて、止まるともなく止まるのだ。默々と リズミカルに足は動く。 

 大雪溪で夜は明け始める。淺間、白根、皆顏を出す。雲一つ無い日本晴れだ。おゝ惠まれたる若

人達よ！と叫び、「天氣晴朗にして風穩かなり」と信號を揭げたいやうな天氣だ。 

 夜のお祭りが利いたのか、夏のやうに暖かだ。だれはじめたので僕がトツプを切つて、例の三
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角形でヂヤンヂヤン登る。立壁が新雪に「靑の光」を見るやうだ。小雪溪の途中をスキーデポとし

てアイゼンを着ける。杓子の時とは雲泥の差の天候だ、が K・H等振はぬ。登るにつれて立山、劍

が大 に武者振ひするのが目に入る。黑部五郞、赤手と左へ左へ展開する。突然「槍だ、槍だ」と

鹽島が叫ぶ。ヘバつた連中が步を速める。「馬鹿」なと僕は考へながら登つて行く。案の狀嘘だ。

ヘバリ屋を元氣付ける鹽島のトリツクだつた。「槍は槍だが、白馬槍」と一パイ食はす。天候と同

樣皆の氣持も朗かだ。 

 アイゼンのツアツケが利いて、心臟にピツタリと來る。雪庇上に立つて白馬尾根を見下ろして鹽

島と語る。頂上だ。ベルグハイル。記念撮影、握手。これで僕もリーダーとしての職責の大半を果

したやうな氣がした。皆なの顏にも喜びの色が浮んでゐる。本年最初の登頂隊だ。顧れば過ぎし日

の苦鬪の跡、杓子尾根は銳いナイフエツヂを、眞新らしい雪に武裝して杓子頂上に迫り、白月の光

線に魅惑的なにぶい光を放つてゐる。あの岩場、あのピークと話す鹽島の顏も今は和やかに晴れ晴

れしい。 

 惠まれた靑 の下、晝食を腹一杯詰め んで下山だ。スキーデポで七つのアイゼンとピツケルを、

二つのルツクに收めて鹽島と僕とが負ふ事にする。アイゼンは齒が脊に當たり、ピツケルは柄が長

くて邪魔だ。がまゝよと脊負へばさ程でも無い。スキー擔いで小雪溪下迄步いて行く連中を、上か

ら大きくボーゲンで追ふ、そしてたちまち彼等を拔いて降る。雪はプルフアー、天氣は見通しが利

く。猛いスピードで飛ぶは飛ぶは、負けじと僕を追ふ H のスキーを橫目に、 にシユスフワーレ

ンに移つて馬尻迄まつしぐらだ。 

 月明の中を滑り乍ら四ッ谷の村の灯のまたたくを戀ふて行く。村外れでスキーを脫ぎ白馬館に入

つた。七時四十二分かの汽車を待つ間、炬燵に當つて茶を喫してゐると、家に歸つた鹽島が再び見

送りのためにやつて來た。さうして白樺のパイプを一つ宛私達に贈つて吳れた。私達は例へ小さな、

そしてこの安價なパイプにしろ、その内に含む大きな或物を感じぬ譯には行かなかつた。山行く者

の心を知るものは山行く者である。童心有つ好漢鹽島よと私は山男の心を此處に見た。 
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25．伊藤新一  「不歸第二峰東面」『關西學生山岳聯盟報告』第四號 

昭和 8年 6月 25日刊 關西學生山岳聯盟事務所発行 

 

 

 不歸の連峯は，縱走してしまへば，なんでもない所だけれども，之の東面は南股の小屋より見れ

ば，非常に立派にそびえたち，可成り魅力的なものである．就中Ⅱ峯が私達の興味をひいた．今春

私達が登つたのは，此のⅡ峯の北端の頂より，可成りの急さで唐松澤へ落ちてゐる尾根である，(此

の尾根を 宜上Ⅱ尾根と假稱しておく．猶唐松澤附近については，岳聯報告Ⅲの甲南松野の記事及

び略圖を參照されゝば 利と思ふ)．以下挿入のⅡ尾根の寫眞と參照しつゝ述べて行く事にする． 

 ルートは大體寫眞で見らるゝ通りである．(向つて右のピークはⅠ峯，左端の小さく見えてゐる

のはⅢ峯）尾根の上までのは，岩壁をはしる急な細長いルンゼである． 尾根の上からは，大部分

急峻な雪の斜面及び雪稜である．だから此の尾根の登攀の成否は，先づ雪質の如何にかゝつてゐる

と云つていゝ．私達の登攀の二日前に雨の降つた事は（此の雨は唐松小屋までふつたさうである）

大變めぐまれてゐたと云へる． 

 

 要 約 

  昭和 8年（1933）3月 25日の記録。不帰ノ嶮 2峰東面甲南ルンゼ初登攀（積雪期初登攀）。 

メンバーは、田口一郎(東京帝国大学スキー山岳部)、伊藤新一（甲南高等学校山岳部）。 

行程は、3 月 25 日 南股の小屋－Ⅰ･Ⅱ尾根間のルンゼとの出合－とりつきのルンゼ－

尾根の上－Ⅱ峰－唐松小屋－南股の小屋。 

※不帰ノ嶮東面全体の初登攀（積雪期初登攀）である。 

 積雪期の不帰ノ嶮東面バリエーション・ルートの先駆けとなる。 
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パ－テイ 田口一郞，伊藤新一   

１９３３年 3月 25日 曇，1時頃より雪．出發（5.00A.M.）―Ⅰ,Ⅱ尾根間のルンゼとの出合（7.40）―と

りつきのルンゼ（8,00）―尾根の上に出る（10.00）―岩の上（12.00）―Ⅱ着 (2,00P.M,)―唐松小屋（3.40

―4.20）―小屋着（7.30） 

 午 5時．南股の小屋を唐松へ行く連中と共に出發．小屋からアイゼンをつけて行く． 々日の

雨のため雪は完全に凍り，アイゼンには 好であつた．南瀧の谷は，全くひどいデブリで，スキー

はとても へさうにもない． いつものやうに，南瀧のコルをこえ唐松澤にはいる．唐松澤には，

國境線近くで不歸澤にて發生した，巨大なやつが延々長蛇の如く瀧のすぐ上までおし出してゐた．

こんな大きな雪崩は，此の間の雨のやうな abnormalな條件により，はじめて起りうるものであら

う．Ⅰ,Ⅱ峯間のルンゼとの出合にて，唐松へ行くパーテイと別れをつげて，該ルンゼを登り，8時

頃， 記とりつきのルンゼの入口に達す．ルンゼの入口は，此の寫眞では，Ｉ尾根にかくれて見え

てゐない．最初からアンザイレンして continuous で登りはじめる．未だ此のルンゼは日かげとな

つてゐるので，雪は全く い．低い急峻な實に氣持のよいルンゼである．登るにつれて傾斜は加は

り，間もなくステツプカツトが要求される．トツプを代りあつて one at a time で，ステツプを切

りつゝ登る．10 時．尾根の上に出る．小さいコル狀のところである．正面は岩壁になつてゐるの

で，どうしても向つて左の雪の急斜面をまかなければならない．小憩の後 one at a timeで進む，

太陽はぼんやりかげつてゐるけれども，雪は可成りゆるんでゐる．全く急で，60 度くらいはある

だらう．キツク・ステツプではひ登る．12 時小さな雪庇をこえ，岩壁の上に出る．こゝからはも

う雪の尾根を辿ればよい．1時頃より天候はくづれ，今まで見えて居た白馬が雲にかくれたと見る

と，間もなく吹雪きはじめた．別に惡い所もなく，岩場を通つて 2 時頃頂上着．不歸を縱走して，

唐松の手 でアプザイレン．唐松小屋で小憩の後，吹雪の中を，八方尾提を經て南股の小屋へ． 

 

 以上で簡單に，私達の紀行は書きおへた．上の時間でも る通り，とりつきはじめてより，約 6

時間かゝつてゐる．尾根だけでは，高差は高々500―600ｍ くらいで，（小屋からなら，1,600―1,700 

m くらいであるだらうが)，大して大きい登攀でもないが，それだけまとまつたスツキリした感じ

のする登攀であつた．もつともそれは大部分，雪が非常にしまつてゐたことに起因するのであるが，

粉雪などであれば，岩壁をまく所などは，あの急さては，殆んど不可能であらう．私達が尾根の上

に出た所は，すでに尾根のなかば以上だが，之を一番下よりゆく事は殆んど垂直に落ちて居る所も

あるので，まづ出來ないと思ふ．どうしても，あのルンゼを通らなくてはなるまい．たゞ、雪質に

よつては反對側よりとりつく事は可能であらう． 
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26．前田光雄 「想出の登攀 五龍岳東面」『岳人』第二號 

昭和 22年 6月 1日刊 岳人社発行 

 

 

 私たちがもうすつかりなじみになつてしまつて居ると思つて居る山から、山行のたびに何か新し

い刺激を受けるのは、山がその時々のコンデイシヨンに依つて、全く狀態を變へることと私たちの

其時の生活還環によつて、感受性を異にするからであらうが、其は特に私の場合驚くほどの差違を

示す。茲に當時の記憶をたどつて五龍の東面を書き記すに當つて、痛めつけられた偵察と、樂に登

つてしまつた登攀とが妙な對照となつて居ることを御注意願ひたい。それと今一つ五龍の東面は尙

最大の問題が未解決である事を‥‥。 

 

 昭和八年當時關西大學のチーフ西島政二氏から、五龍の東面を一つぢつくりとおやりになつたら

とのお勸めを受けて、Y・Hと三人で唐松から北方へ入つて來たのは七月の中ごろであつた。白馬

の方から縱走して來た私たちは唐松小屋でポーターの丸山護・繁と合し天候は惡かったが、シラタ

ケ澤の中ほとに B Cを建設するつもりで出發した。所が途中で暴風雨となり、雪溪も草付きも重荷

では危いので、白岳のコルの岩蔭にテントを張つた。翌日も雨でポーター二人を歸しただけで、第

三日目の晴も の内は濡もの乾しに費され、午後にやつと白岳のコルから見下すと左の遠見尾根

から派生した台地上の尾根の端に BC を

移せた程度であつた。 

 翌日から偵察が始まつた。何しろ陸測

の地圖では何だか全く判らず、文献もな

い上に、まだ本格的の山登りに入つて日

の淺い私達は山に吞まれてしまつて、雪

溪を傳つて見たり、遠見尾根の藪をこい

で見たりしたが、霧と落石に脅やかされ

て、充分に分らず、とかくする中に日も

經つたし、兎に角白岳澤が源流から東へ

流れ南へ曲つて に東へ曲る所の低い瀧

の上へ下りて來る雪溪の南側の稜が一番

長く、 さうな壁を持ち、何だか此が頂

上へ續く樣な氣がしたので、此にとりつ

いて見る事とした。 

相不變雪の多い天氣。偵察だと云ふの

 要 約 

  昭和 9年（1934）4月 4日の記録。五龍岳東面 G2の初登攀（積雪期初登攀）。 

メンバーは、前田光雄、端山修平（以上、大阪薬学専門学校山岳部）。 

行程は、4月 4日 A・C－G2取付－割菱－頂上－白岳の頭－A・C。 

※昭和 8年 7月の五龍岳東面 G5の試登の記録と併せた記録。 

※五龍岳東面の岩場全体の初登攀である。  

※旧制大阪薬学専門学校（略称・大阪薬専）は、現在の大阪大学薬学部の前身。 
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で、とつて置きのアルバイト食糧を手につけず、飯盒に飯をつめて出たのはもう九時に近かつた。

まだ洗練されて居なかつた私達にとつて、おこがましいプランであつたし、ザイルは三十米一本、

捨繩とハーケン四本位の事で、 に述べた雪溪を二百米ばかり登ると、かなりの壁が左に見えた。

取付で早晝をすませ、Y H Mのオーダーでアンザイレンした、何しろザイルが短いので、Y Hの

間を十五米にとり H Mの間は七米ぐらゐで實に妙な岩登りが始まつた。傾斜は七十度を越した位

で、荷を全部持つたラストは多少苦しんだ。何しろ持つて行つたハーケンが直徑一吋もあらうかと

云ふリングハーケンなので打ち場所もなく、器用な Yのテクニツクに信賴するだけなので心細いこ

と此上もなかつた。 

 此の壁はコンベツクス狀なので中程からは多少スラブを へた岩場となり、割に樂になつた。約

百米登ると 傾斜が强くなつたが、此處は右手に斜めに走る大ガリーがあつたので難なく稜線へ出

た。此處までは殆ど草も木もつけぬスツキリとした稜線であつたが、此處からは身長よりやゝ高い

疎林狀の稜で、その中を羚羊の道と急なガレが續いて下は勿論見えないと云ふ、極めて不安定な始

末の惡い所。稜は此處だけが巾があつて上は次第に細い木を へた岩稜となり、下へは物凄く細い

木のついた脆さうな尾根で、此處が唯一の取付だと云ふ事が判つた。足下の雪溪を距てた向側には

此の壁よりやゝ大きな、數段になつた赤茶けた壁が見えて居るだけで、頂上の雲は一向に去らず、

時々岩峯が雲の中から現れるがその高さから見て、此が頂上へ續く稜としか思へなかつた。此處で

食事をし、次の晴に此から上ヘアタツクする事として、テントに殘した今一本のザイルと二本 は

うと考へて下りにかゝつたのが五時ごろ。時間をセーブする爲に極力懸垂で下りた。所が途中の一

寸したテラスに居る時夕立にあひ、びしよ濡れとなり、ザイルも 化し弱つて居る所ヘ、夕立が

ると同時に物凄いぶよの大群に襲撃された。何しろ手一本だけが防禦の武器。アンザイレンしてト

ラバース中なので顏から髪の中までめちやくちやに刺された。軈て風が出て此等が吹流されたのは

良かつたが とうとう くなつてしまつた。登りのオーダーそのまゝでトツプが懷中電燈で時々照

して行くだけ。賴みとする月も雲の中で多少うつすらと先が見える程度。大分焦つて來たのかスリ

ツプも多く、いらいらする中最初のテラスと覺しき所へ來た。此處からなら底まで二十米位なので

ピンを探し、とうとう拇指大の樺の根の下向のにザイルをくゝりつけ、上向きに引張つて岩角にか

け三十米の懸垂を試みる事にした。今から考へると全く冷汗ものである。一番體重の輕い H が悲

壯な顏で懷中電燈の光の外へ消えて行く。無氣味な沈默、ぐつぐつとザイルがしわつて行く。「屈

いたか」と云ふ聲も壁に反響してわけの譯らぬわめき聲と變る。後で判つたのだが H はザイルの

端まで來た、が下に届かない。シユルンドが未だ發達せず直接雪溪に下りるのだが、どうももう僅

からしいと思つてザイルの端を摑んでぶら下り、意を決して飛んだら雪溪まで一米となかつたので

あつた。 

 雪溪の上に出た懷中電燈を見て氣を良くした二人が雪溪に下りたつたのは午後十時をすぎて居

た。何とも云へぬ複雜な感情と、精神的な疲れでとぼとぼと 日につけた目印をたどつてテントに

歸つたのは午 一時すぎ。ぐつすりと眠つて起きたのは十時ごろであつた。一番元氣だつた Yがザ

イルを取りに行つて割に早くとつて來た直後、午後五時頃に物凄い夕立が襲つた。此のテントは遠

見尾根から派生した尾根がコルを作つて一段上つた所にあつたのだが、あつと云ふ暇もなく物凄い

流れが天幕を襲ひテントの内で二分流となつた。大きな品物は水をかぶつただけで濟んだが、小さ

なものは皆押流され、多少は拾ひ上げたがとうとう其晩は一晩中ふるへて明し、皮肉にも訪れた翌

日の晴は、流失物探しと干しものに日を送つた。寸暇に遠見尾根へ上つて始めて見る五龍の全貌に

先日の偵察した尾根は最長のもので、其の一つ北側との間に頂上があるのを發見した。（後日カク
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ネ里の偵察に入つた時、僕等の偵察した稜は五龍の一つ南の國境線上のピークに續くものと判つ

た。） 

 それから 、雨々の生活、かくて食糧も費ひ果し、私達は淋しくシラタケ澤を去つた。記錄的に

見れば貧しい記錄である。が私の生育期に於けるパイオニアワークとして、私にとつて忘れられな

い山行であつた。 

 

 それからまる一年、部の動向として穂高方面に入つたりすると共に、良き多くの山友達を得て、

カクネ里北壁を覗ふ事となつた。昭和九年春、計畫の半數が病臥し、僅かに四人のパーテイで遠見

尾根から取付いて、早大と竝んで BC・AC を建設したが、不覺にもピツケルのシヤフトを折り、

サポートに廻らざるを得ぬ樣になつた。そしてカクネの三囘の試登に野口の疲れた時、サブ・クラ

イムとして覗つた五龍の東面行が次に述べるものであつた。たゞサブクライムであつたが故に、其

の印象は の偵察行に比すべくもない。 

 

四月四日 四時半、 田・端山の二人で野口・竹内に送られて大遠見から派生する尾根の末端台地

にある A・Cを出發する。每日通ひ馴れた白岳澤への斜面を下る。底についた時はもう仄あかるく、

デブリを越す時だけ灯をつけた。 に述べた瀧の所では右から相當なデブリが川巾一ぱいに出て居

た。 

 壁は相當急傾斜に見えて居た。此 の偵察に登つた稜（假稱 G5）が頂上に續いて居ないのを知

つて居たので、クライムとしては割菱の北の頭から派生する急な岩稜（假稱 G1）か中央の最もス

ケールの大きい稜（G2）かであるが、天候が崩れさうなのでＧ２を登ることにした。此の稜は南

東に向つて巾の廣い壁を持つて居り、壁には雪がつかず木があつてぢゝむさいので左側のルンゼが

すつきりして居るのを登る事にした。ルンゼの入口にクレバスがあり、上に乘つた雪が深く軟いの

で一寸てこずつた。此のルンゼは巾三米位でピンを求めて壁よりに登つたが非常に堅いクラストな

ので、ザイルをつけ樣としたが、ルツクを一寸外す樣な所もない上に蹴り まぬと爪が立たぬ始末。 

 やむなく反對側の樺のある側へ寄らうとすると中間部が丁度手頃の さなのを發見し、時間をセ

ーブする爲にアンザイレンせずキツクステツプで登つた。 

 傾斜も見掛けよりずつと緩く、六十度以下なので時々降つて來る小落石を避け乍ら登つて居る中、

取付から二時間ほどで壁の上へ出てしまつた。張切つたのに手應へがなく、此も偵察かとあきらめ

て、細部を見乍ら行く。此の壁の上は雪が消えてガラガラで、とても步き難い。割菱の南側のピー

クのバツトレス狀の稜（假稱 G3）との間のルンゼヘ入つて見たかつたのだが、ガレ步きで足を相

當痛めたので、リツヂ通し登る。右側の G1がすばらしい傾斜でまつ黑な岩肌を見せて深く落 ん

で居るのが手が屈きさうに近い。だが其より何と云つても立派なのは、何段にもなつて落ち銳い稜

とヒマラヤ稜をつけた G5である。 

 割菱の部分は思つたより面白く、岩が脆いのでアンザイレンはしたが、時間がないのでずつとコ

ンテイニアスで部分的にはかなり緊張し乍ら登つた。頂上へ出て白岳の頭まで下る間に果して猛烈

な吹雪が始まつたが、勝手知つた尾根筋の事とて大して迷ひもせず A・Cに歸りついた。 

 まだまだ未熱な私の事とて、未だに現役のつもりで山行をして居る私に、詰らない思ひ出なぞ書

かされては恥さらしに過ぎないのであるが、五龍の東面が完全に研究し盡されるのに一つの參考と

なれば幸甚である。 
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27．平島利規  「冬季不帰Ⅰ峰尾根・登攀史の空白を埋める（上） 

半世紀前の東大隊トレールを辿る－文献研究・取材・現場検証－」『岳人』第 417号 

昭和 57年 3月 1日刊 東京新聞出版局発行 

 

不帰Ｉ峰尾根の登高は昭和十一年三月

二十四日、東京帝国大学スキー山岳部パ

ーティー（高木正孝氏ら五人）によって

第一ピーク上部から第二、第三、第四、

第五ピークをトレースし、不帰Ｉ峰頂上

直下五㍍で引き返していることが、東京

帝大スキー山岳部の『部内雑誌』一九三

六・三によって明らかになった。 

 次頁に掲げた囲み記事がそれである。 

 私が古い『山岳』や『JOCH』5号＝慈

恵会医科大学山岳部三十周年記念号（昭和

三十一年）をもとに、不帰Ｉ峰尾根の登高に注目したのは『岳人』（一三五～一三七号、二四六号）

に掲載された不帰東面に関する記事をもとに、登攀史を纒めようと思い立ち、パイオニアの足跡を

洗いはじめた昭和四十年初めからである。 

ちなみに不帰Ｉ峰尾根の登高については『岳人』一三五号（昭和三十四年七月一日発行）に獨標

登高会が解説記事を載せている。その一項に「一峰尾根上部ルート」と題し「一九四一年（昭和十

六年）四月一日、甲南高校（旧制）の小川守正氏パーティによって行われたこのルートの登攀は、

一峰尾根をはじめて登ったものとして意義をもち、同時に不帰東面開拓のれい明期の歴史を飾るも

のである」と位置づけしている。 

 その後、不帰東面については『岳人』二四六号（昭和四十三年三月一日発行）に「積雪期の不帰」

と題する私の拙稿が掲載されているが、この時点でもＩ峰尾根について「一峰尾根は一・二峰間ル

ンゼから取りついて、尾根全体の四分の一ほどにあたる上部だけをたどるルートが昭和十六年四月

一日、旧制甲南高校の伊藤新一氏らのパーティによって初めて登られた……」と記し、東京帝大パ

ーティーによる昭和十一年三月の記録は片言一句も登場していない。 

登攀史を纏めるにはまだまだ時間を必要とするので、今回は諸先輩の談話、貴重な写真をもとに、

 要 約 

  昭和 11年（1936）3月 24日の記録。不帰ノ嶮 1峰の積雪期初登攀。 

メンバーは、高木正孝、喜多又太郎、小山義一、渡辺兵力、辻村克良（以上、東京帝国

大学スキー山岳部）。 

行程は、3月 24日 南股 BH－第 2ピーク－2・3のコル－第 4ピーク－1峰直下のコル

－BH。 

※著者の平島氏が、不帰ノ嶮東面に関する登攀史を纏めるなかで発見された記録という。 

※昭和 16年（1941）4月 1日、甲南高校の記録に先立つものである。 

不帰一峰尾根主稜第 2 ピーク手前の台地から見た不帰一峰と主稜パノラ

マ（昭和 11年 3月 24日、小山義一氏撮影）＝Ⓐ写真 
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東京帝大パーティーがたどったと思われるⅠ峰尾根主稜登高について考察を試みた。 

 

甲南高校が拓き東大が続いた不帰東面 

 

 不帰東面の開拓は昭和五年、南股小舎をベ

ースとして合宿した旧制甲南高校が最初であ

る。『山岳』三一年二号には、田口一郎氏が「白

馬南股奥の山々」と題し、東面の素晴しさと

合宿の想い出を記している。また調査段階で

私は、昭和八年三月に不帰Ⅱ峰に「甲南ルー

ト」を拓いた伊藤新一氏の弟、文三氏お会い

し、甲南高校の資料（昭和五年～九年の合宿

等）を入手した。 

 この『山岳』には南股小舎から見た不帰連

峰の写真（昭和七年三月・田口一郎氏撮影）、

小日向山からの鑓ヶ岳と杓子岳（織田明氏撮

影）、不帰第二尾根取付のルンゼ、不帰二峰東

北壁（小山義一氏撮影）の写真が載っていた。 

 昭和四十二年一月、私は上田哲農氏に会い、

『山小屋』一〇三号（昭和十五年八月号）を

参照しながら「不帰岳、夏の東面について」

と題するスケッチと紹介文について教えを乞

うた。この一文は不帰東面の地名について、

そのルート解明に役立つものとなった。 

 その年の二月、東京慈恵会医科大学山岳部

に高橋宣久氏を訪ね、『JOCH』五号（三十周

年記念号）をいただき、同山岳部の不帰に注

いだ登高行のあらましを知った。「不帰東尾根」

と題した植木繁男氏の記事には「第一峰、第

二峰の東尾根は昭和八年頃、田口、高木（正

孝）氏等によってすでに登られているが、第

三峰からの三本の東尾根は当時未だその記録

を見なかった」と記されている。 

このほかにも昭和二十五年の猿倉合宿の目標のこと、高木正孝氏のアドバイス、三峰Ｂ尾根を狙

うに至った推移、一峰尾根支稜（昭和二十六年三月）、二峰甲南ルート（同二十七年三月）、三峰Ｂ

尾根試登（同二十八年四月）、同尾根完登（同二十九年三月）等の記録が載っていた。 

 資料集めは続けたものの、大学の会報や関西山岳連盟の時報、雑誌など古い資料はほとんどが戦

災で焼失、行方不明で難渋した。また戦争中の記録は未発表ものも多く、甲南関係を除き関西方面

 『部内雑誌』 一九三六・三 

  白馬南股小舎合宿 東京帝大スキー・山岳部 
 

 昭和一一年三月一八～三月三〇日     

 パーティ＝高木正孝、田口二郞、喜多又太郎、

織田明、山田明吉、渡辺兵力、伊藤

新一、竹内進、小林秋男、小山義一、

辻村克良、小寺五郎、釣田正哉、小

松晃道。       

三月二四日 不帰一峰（頂上直下五米にて引返

へす）高木、喜多、小山、渡辺、辻村。 

 鎗東尾根（途中より中退） 織田、伊藤、小松、

小林。              

天狗岩尾根（不帰沢より。高度三〇〇米付近よ

り中退）山田、小寺、竹内、釣田。  

三月二九日 白馬鎗登頂 田口、織田、辻村、

小寺、小山、小松、釣田。 
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の資料収集は大阪薬専から日大山岳部に進んだ佐藤耕三氏に助力を仰いだ。 

 『阪大時報』三号（大阪大学山岳会）一九五二・二は東大パーティーの行動を解くには欠かせな

いものになった。具体的には大島輝夫氏による「南股概説」の一項には戦前の記録があった。甲南

高校の記録は故田口一郎氏が記し、「……甲南に続いてその流れをくむ東大がこの方面に入り、南

股をベースとして登攀を試みている……」とあった。 

 またＩ峰尾根から不帰Ⅱ峰尾根の写真を撮影した小山義一氏は東大 OBで「東大スキー山岳部も

甲南出身の田口、伊藤兄弟等と共にこの方面を相当登っていると推定できるが、残念ながら記録を

みてない」と結んであった。 

 東大パーティーのⅠ峰尾根主稜トレースに対する解明は『山岳』に載った小山義一氏の写真をも

とに、私が昭和三十三年三月二十二、二十三日にⅠ峰尾根主稜を登った時に、同行メンバーの重南

昌男が断壁下部等から撮った白黒写真と私が撮ったカラースライドと照合した。 

 その結果、小山氏の写真はまぎれもなくⅠ峰尾根から撮影したもので、主稜上からの構図である

ことを確信した。意を強くした私は、その後関係者にあたりながら、東大パーティーの解明に時間

を費やした。 

 東大に早野氏を訪ね『部内雑誌』の件を質したり、渡辺兵力氏に『JOCH』の件で協力を仰いだ。

また山学同志会の斎藤一男氏に会って諸々の資料についてお知恵を拝借した。 

 昭和四十二年三月には大倉商事に田口二郎氏を訪ね、東大パーティーが登ったであろう昭和十一

年三月の合宿メンバーについて問うた。しかし何分にも古いことで、期日やメンバーについて確証

を得ることはできなかった。 

 四十三年になって私は渡辺兵力氏に会い、成蹊時代のパートナー高木正孝氏のこと、東大時代に

組んだ田口二郎氏との山行について語ってもらった。彼は「不帰で合宿したことは覚えているが、

期日やメンバー、ルートについては記憶が薄れていて明言できない」ということだった。 

 私は憑かれたように東大パーティーの後追いに熱中した。 

 昭和五十年二月にはいり、小山義一氏と連絡がとれ、彼がⅠ峰尾根を登った時の写真が現存して

いることが判った。私は『岳人』二四六号の関連記事とルート図、写真等を兵庫県に住んでいる小

山氏に送り、当時の記憶をよびさましてもらうよう協力を仰いだ。 

 その結果、小山氏から「……一峰尾根登高は高木、喜多、辻村の三人が組み、渡辺、小山でアン

ザイレンした。小山パーティーが先行し、一峰頂上直下の壁に取りついたところで、後続パーティ

ーの高木からストップがかかり、そのまま帰ったような気がする」と結んであった。その文中には

「途中困難な所もあったような気がするが、それほどはっきりしない。同封した写真資料から判断

してほしい」旨記されていた。 

 

    東大隊の写真を入手、関係者の話を聞く 

 

小山氏が送ってくれた黄色に変色しはじめた数葉の写真をみて、私は心の高鳴りをおぼえた。東

大パーティーがＩ峰尾根主稜を登高し、第二ピーク下のギャップ付近から写した不帰沢の顕著な岩、

第二ピーク直下から撮った二峰東北壁、甲南ルンゼ、第二ピーク手前のギャップ上で撮った四人の

写真＝掲載写真Ⓑ、第二ピーク手前から上部主稜をみたパノラマ写真＝掲載写真Ⓐなどからはその
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登高ぶり、天候状態などが明瞭に読みとれる。 

 五十一年四月になり、辻村克良氏（伊助氏の

甥）と連絡がとれ、「合宿中は天候はあまりすぐ

れず、一峰尾根登攀の日だけは無風快晴で暖か

く、絶好の登攀日和だった。当日、別パーティ

ーの山田、小寺、釣田、竹内が不帰沢に見えた。

織田パーティーの伊藤、小松、小林は鎗（鑓）

を目指したが、途中から引き返した」と、当時

のもようを聞けた。 

 私にとっては願ってもない収穫だった。この

話に意を強くしたわけで、再度、私が三十三年

三月に撮ったⅠ峰尾根主稜からの写真と小山氏

の写真を照合し、検証してみた。 

 掲載写真Ⓐ、Ⓑにみる光線と影の描写は三月二十四日（東大パ－ティー）と三月二十三日（私の

登高時）で、時間的にほぼ一致し、Ⓐの第二ピークと断壁の構図といい、不帰沢側に広がるⅠ峰東

北壁と壁を二分する顕著な雪のバンド、そのバンドに落としている影の状態までは主稜からでなく

ては撮れないアングルである。その他第二ピークから第一ピークの下方を俯瞰した写真などは、左

岸の特徴ある岩形がまったく一致している。 

 辻村氏の話によっても判るように、Ⅰ峰尾根登攀の日だけが好天であったことが、小山氏の写真

の写り具合でよく理解できる。 

 十数年かけて取材した先輩の話を整理すると次のようになる。 

 ①岩場の部分、断壁などを登った記憶はない（渡辺、小山、辻村） 

 ②終止急な岩壁、雪稜を登り、途中で渡辺・小山パーティーと入れ替わったことがある。一峰頂

上直下の壁は悪く感じたが、途中の状態ははっきりしない（辻村、小山） 

 ③南股小舎（BH）を暗いうちに出発し、ゴルジュ帯をぬけた（辻村）。ゴルジュ帯を抜けるまで

は雪崩の恐怖にさらされ、南滝（埋まっていた）を越して広河原

に立ってほっとした（小山） 

 ④奥の二俣からクラストした斜面を登って主稜に取りつき、主

稜上に出る頃夜があけた（辻村） 

 ⑤ギャップを越え第二ピーク手前の台地で昼頃になり、全員で

写真を撮った。昼食をとったころ、不帰沢に山田パーティーを見

た（辻村） 

 話を聞いたなかで辻村氏の記憶はすばらしいものだった。以下

彼の話の要点を略記しよう。 

 第二ピークから二・三のコルに降り、左側（中間ルンゼ）の雪

面を巻いたところ、雪のルンゼがあり、簡単に行けそうなので、

ルンゼをつめて雪稜にでた。 

 第四ピークを越え、途中で先行した渡辺・小山パーティーと写

不帰一峰尾根主稜上部の第 5 ピーク付近を登る高木正孝、
辻村克良、喜多又太郎パーティ（昭和 11年 3月 24日、小

山義一氏撮影）＝ Ⓒ写真    

不帰一峰尾根主稜第 2ピーク手前の台

地に立つ小山義一氏（昭和 11 年 3 月
24日） 
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真を撮るために入れ替わった＝写真Ⓒりして一峰直下のコルに午後三時ごろ着いた。 

 トップは渡辺で直下の壁に小一時間ほど取りついたが雪の状態が悪く、灌木に積もったスタンス

の雪面が崩れ、抜けられなかった。この頃になって天候が崩れはじめたこともあり、トレーニング

の山場を過ぎたので、高木の指示で引き返すことにした。 

 

推定ルート＝唐松沢から中間ルンゼヘ 

 

 諸先輩の話を中心に東大パーティーがトレースしたＩ峰尾根主稜登高を推定するにあたり、昭和

三十三年三月二十二日、二十三日にかけて１峰尾根主稜を登攀した東京白稜会（三人）＝以下Ⓣと

略記する。獨標登高会（三人）＝Ⓓの記録と、昭和四十年五月二日に中間ルンゼ側から主稜をトレ

ースし、一〇時間二〇分でⅠ峰頂上に登った山徒倶楽部（二人）＝Ⓢの記録を参考にしながら東大

パーティーの行動を推定してみた。 

 不帰東面に派生する尾根、支稜の特徴は、いずれも北側（右手）の傾斜が強く、南側（左手）が

緩やか――の共通点をもっている。Ⓣは不帰沢から第一、第二ピーク末端の北側を巻き、Ⅰ峰尾根

主稜の二・三のコルに出て主稜をトレース。Ⓓは第一ピークに突きあげるガリー裏手の雪壁を登っ

て第一ピークに立ち、主稜をトレース。ⓈはⅠ峰尾根南側の唐松沢から中間ルンゼに入り、主稜に

出て第一ピークと第二ピークのギャップにつきあげる広いルンゼをつめて主稜上の□A 点に立って

いる。 

 東大パーティーはおそらく昭和十一年三月二十四日、Ⓢとほぼ同じルートを辿って主稜上□A点に

出たものと思われる。Ⓓの私のメモには日の出は五時五十三分、日没は十八時三〇分頃とある。東

大パーティーは、主稜線に立ったころ夜が明けた（辻村）というから逆算して BHを出発したのは

二時ないし三時だろう。 

 奥の二股まではⓉ、Ⓓとも二時間ほどかかっている。したがって東大パーティーの二股着は四時

ないし五時。主稜上□A点に達したのはⓈの所要時間一時間を参照すると六時頃になる。 

 □A点から第二ピークまでは途中にギャップが二カ所ある。Ⓓは第一ピークからビバーク地まで約

三時間半かかっているが、これは前半の登高でペースが落ちていた。Ⓢは□A点から第三ピークまで

二時間で登っている。これらを併考すると東大パーティーは八時ごろには第二ピークに着いたと推

定される。 

 Ⓓの私が第二ピーク直下のビ

バーク地から撮った、二十三日

午前七時四〇分ごろの写真と東

大パーティー小山氏が撮影した

写真＝掲載写真Ⓐと比べると、

Ⅰ峰東北壁を横切るバンドの影

の大きさがほぼ同じである。こ

れからみて、一時間ほど撮影や

食事で休んだとしても、第二ピ

ークを越えて、二・三のコルま
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では一時間弱で着く。 

 東大パーティーがコルに着いたのは一〇時ごろと思われる。 

 難所の断壁はいかにして登ったのか、またはエスケープしたかは大きな問題だが、この岩壁を登

攀した各パーティーの所要時間はⓉ六時間、Ⓓ四時間一〇分、Ⓢ五時間一○分――でいずれも四時

間から六時間かかっている。 

 東大パーティーの辻村氏によると「第二ピークに立ったあと、二・三のコルに下り、降りるつも

りで左側の雪面を巻き、雪のルンゼを登って雪稜に出た」という。 

 コルからは第三ピークと、それに続く断壁取付の岩場を巻いて上部のナイフエッジにぬけるガリ

ーがあるが、この二本の急なガリーは簡単に登れる状態ではない。昭和三十五年四月三十日にこの

岩場とナイフエッジにかかるブロックを巻いて上部にぬけた記録をもつ市川山岳会パーティーも

かなり苦労している。 

 断壁を登ったⓉ、Ⓓ、Ⓢパーティーの所要タイムと東大パーティーの当時の記憶を勘案すると、

断壁は避けて上部にぬけているようだ。最も可能性があるルートは、二・三のコルからトラバース

気味に中間ルンゼに下り、このルンゼをつめて第四ピーク＝J・P 支稜の肩＝□B地点に出たと推定

できる。 

 中間ルンゼをつめてⅠ峰尾根を登攀した記録としては昭和三十四年四月三十日の甲南大学広瀬

パーティーがある。彼等はⅠ峰尾根末端を六時に出て、二時間四〇分で中間ルンゼを登り切り、ジ

ャンクションピークに立っている。そのあと一時間三〇分で頂上直下のコルに着き、一二時一五分

にⅠ峰頂上に抜け出ている。 

 このルートなら東大パーティーの話を総合して考えると、時間的に可能であり、二・三のコルか

ら二時間かかっても一二時には第四ピークに立てる。 

 第四ピークから頂上直下のコルまでは尾根幅も広く、技術的に難しいところはない。Ⓣは一時間

で第五ピークについてビバーク。そこから四〇分で頂上下のコルに着いている。Ⓓは一時間でコル、

そこから四〇分で頂上着。Ⓢは第四ピークからコルを経て二時間一〇分で頂上――という。ペース

で登っている。 

 東大パーティーは一四時にはコルに達し、約一時間、頂上直下の壁に取りついていたとしても、

一五時ごろに撒退し、一・二峰間ルンゼを下降して BHには一七時半ないし一八時には充分戻るこ

とができる。辻村氏がいうように「……明るいうちにベースに帰った……」という言葉からしても

可能な行勤である。 

 Ⅰ峰尾根のトレースはアプローチを除き、Ⓣは一五時間、Ⓓは一八時間三〇分、Ⓢは一〇時間二

〇分である。 

 

 東大パーティーの登高を推察するなかで、昭和十六年四月に旧制甲南高校パーティー（伊藤新一、

小川守正）が登ったⅠ峰尾根上部ルート登攀は、十一年に東大パーティーが、頂上直下五㍍で引き

返した記録を補うための山行であることも、伊藤新一氏の存在でわかった。 

『岳人』二三九号「開拓期の不帰東面」＝往古豊秀と併読されたい。戦前の記録を訂正させてい

ただくと共に、未だ知られざる記録もあろうかとも思われる。ご教示いただければ幸甚である。 

（ 獨標登高会会員 ）  
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28．武田六郎  「春の鑓・北山稜」『甲南高校山岳部部内雑誌』VOLⅧ‐Ⅰ 

昭和 12年 9月 25日刊 甲南高等學校山岳部発行 

 

 

春山紀行 

春の南股生活 

比企 能 

 

 此の度の南股生活は確か五回目と 憶する。元来南股は甲南の小屋とまで言ってゐる程他の山岳

部が這入らぬ所である。小屋は古く汚いが甲南山岳部獨占と云ふ所が何よりも好い感を我々に與へ

る。既に諸先輩に依って紹介されてゐる如く、冬山への Training 及び張切り party の登攀にも好

適の所である。今度の我々の生活の目的は第一に甲南山岳部として餘り行かぬ白馬鑓、杓子方面の

登攀、第二に Biwak の研究即ち質的登山向上にあった。 

 我々は前半期好天気に惠まれ、予定の
 
 を登り得た。唯残念ながら、赤松、伊藤兩君が後半の悪

天候の爲に目的を達する事が出来なかった事は誠に気の毒であった。先づ全体として一人の病人も

無く統制もよく和気藹々裡に十日間の生活を終る事が出来たのは非常に嬉しかった。 

人員 喜多豊治、山口雅也、比企 能、武田六郎、赤松二郎、伊藤文三、福田奏次、森本 隆、福

井 實、 

3月 19日 晴 

 三ノ宮駅で汽車に乘り遅れた武田以外の一行は飯田屋にて喜多豊治新先輩と落合ひ、武田を待つ

爲に福田を残して喜多以下六名は先発す。睡眠不足の我々も四ツ谷に来て白雪を戴く後立連峰を眼

前に見て俄然張切る。加ふるに今度の生活を祝福してくれるような日本晴で大いに気を良くする。

愈々晝過ぎ白馬館を後に南股へと力強く第一歩を踏み出す。今年は例年よりずっと雪が少かった。

四時頃にヘバリ切って懷かしき南股小屋に到着す。何しろ襤褸小屋なので屋根裏に吹雪いた雪が溶

けてポトポトと落ちて来るのには大いに惱まされた。 

20日 晴後雪 

 第一回の Transport の爲、全部 8 時半に出発。割合軽い荷物で小屋のすぐ後の沢から登り、小

日向山に出る。何といふ素晴らしい展望だ、遠々長蛇をなす八方の尾根、ヒマラヤを思はす不帰の

peak、我々の目的の山である杓子、鑓の岩壁、何時まで見ても見飽かぬ絶景に暫し茫然、我々の心

は彌が上にも躍る。六佐衞門の上から見た所では、埋れてゐる様だった。1時半に双子岩に着く。

此の時より濕気を含んだ雪が降り出す。早速新調の蒲鉾型の tentを張る。見るからに smart な tent 

で、奴郎共が寢るにはちょっと勿体ない様だ。2時半に下山。小日向山の尾根は実に快適な ski slop

でその下の切株と森林地帶も Variation に富んで居り、登りの憂鬱を一気に吹飛ばして、グルリグ

ルリと廻轉しながら大いに skiを enjoyする。 

 要 約 

  昭和 12年（1937）3月 23日の記録。白馬鑓ヶ岳東面北稜の初登攀（積雪期初登攀）。 

メンバーは、喜多豊治、武田六郎。 

行程は、3月 23日 双子岩－取付き－頂上－コル－双子岩。 

※白馬鑓ヶ岳東壁全体の初登攀（積雪期初登攀）。 

 5度目となる、春の南股生活の中でつくられた記録。 
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 武田、福田も無事に来て居り、道中ナンセンス、失敗談に花咲き、夜遲くまで気焔を上げる。 

21日 快晴 

 第二回 Transport 、比企、森本、福井は宮地平で ski の練習、喜多以下六名は丸山氏と共に再び tent

に登る。（9時半出発    1時半 Campside ）喜多、山口、武田、福田は第一回攻撃隊として biwak 。

赤松、伊藤、丸山は直ちに下山。 

22日 晴、強風 

 第三回 Transport 並びに登路偵察。 

 赤松等五名は第二の赤旗の所で武田、福田に食料の中継をする。喜多、山口は tentから前方の尾

根まで登って登路偵察。 

23日 快晴 

 鑓北山稜登攀、喜多、武田（春の鑓、北山稜、参照）杓子岳信州側登攀山口、福田（杓子岳信州

側、参照）赤松、比企、伊藤、森本、福井は唐松岳へ。唐松小屋で一泊。小屋発（A.M.6.45）― 八

方押出ノ上（9.45）― ski deport（10.45）― 唐松小屋（P.M.1.05－1.30）― 唐松頂上（1.50－2.00）

― 唐松小屋 （2.20）小屋で浪高がカクネ里で遭難した事を聞く 

24日 吹雪後曇 

 Biwak party は 6時に下山。夜は大コンパに賑はふ。猛烈な吹雪なので五龍に登るのをやめて南股

に歸る事にする。小屋発（A.M.8.55）― ski deport（10.15）―南股小屋着（12.40）歸りの skiを樂

しんでゐたが、八方押出は雪崩で危いので、skiを担ぎ、ボソボソと歩いて下る。 

25日 吹雪 

 今日は赤松、伊藤が tentに入る筈だったが吹雪の爲中止。小屋の前でシヤンツエを造り、遊ぶ。 

26日 吹雪 

 物凄い吹雪で小屋の入口は埋れてしまふ。一日中外に出られず。 

27日 晴 

 

 

 

春の鑓・北山稜 

武田六郎 

3月 23日 快晴 

 双子岩出発（A.M.4.00）― 取付き（7.00）― 頂上（P.M.1.50）― col 着（3.00）― 双子岩着

（5.30） 

パーテイ 喜多豊治、武田六郎 

 双子岩より望むと鑓はその峨々たる二筋の尾根を、恰かも吾等に挑むかの如く突き出してゐた。

その雪と岩との心憎いまでに harmonize した combination は、其れが三月の日光を浴びて燦として

輝き渡った時には如何に挑戰的なものに変じたらうか。 

 22日に、僕と福田が食糧の transport に小屋へ降りてゐる間に喜多は鑓を、山口は杓子をそれぞ

れ偵察したのであつた。 

 22日の晩は、明日の albeit に備へんが爲、充分なる energy の蓄積に努めた。即ちベーコニー脂

を啜り、七時頃にはもう四人とも寢入ってゐた。僕と喜多は杓子沢を登り、北山稜略二分点にある

三本の türme（今、それを向つて右より第一、第二、第三と名附ける）を左眞上に見る所より尾根
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に取付き、türme を目指して登攀、主稜に出ずべく、若し行き詰れば türme の右下にみえる黒き岩

の方に逃げ得る事をプリズムより見とゞけて、明日の準備に完璧を期し suckに潜つたのであった。

雪が深くベツトリと主稜に喰入つてゐる所より手前の主稜は杓子沢から取付く事は不可能と思は

れた。寢苦しき数時間が續いた。午前一時半頃、誰が起すともなく、皆目を覚していた。私は起き

ると同時に鼻血を出して幸先悪しと心中秘かに思つた。（思ふに気圧と tent内の、Ventilation の缺

陥の爲であらう）四人共、相當興奮してゐた。 

 私は今日は□□□の Condition 良好ならず、中止したかったが、山口の張切り様に圧倒されて文

句タラタラ、出発の用意にかゝった。慌しき朝食のそれから輪樏を附けるのに一苦労、然してこれ

は意味なく、tent の外へ出て見ると充分の Eisen が利くことが判明したので直ちに Eisen と替えた。

（A.M.4.00） 

 兎に角、睡眠不足気味に加へて、暗黒の中に懷中電灯の光を賴りて、ボコボコと杓子沢への course

を歩くのは、充分吾々には苦しかった。杓子沢へ入った時にはもうすつかり太陽は顔を出してゐた。

周圍が明るく急に heiter になった。気も晴々と大いに張切って元気が出て来る。六時十五分頃、山

口パーテイと別れ、吾々は更に沢を登る。然し山口パーテイの登攀は此方から手に取る様に見えた。

尾根に取付いたのが午前七時。先づ喜多が top で登る。彼の one step は私の two step に當る故に私

は大いに苦しんだ。少し登った頃より杓子沢を登りつめた col から、猛烈な風が吹き出した。下の

雪が腐ってゐて全く不安定な step で登る。登る事 30分頃にして Anseiler する。相変らず腐った雪

の急斜面を登る。此の邊は雪と岩の組合せよりなり岩は実に脆い。昨日右へ逃げられると見てをい

たが、今来て見ると、右へ逃げるには非常な危檢が伴ふ事が判った。turn の少し下で top を交替す

る。（武田 top）丁度第二の turn と第三との turn の間に出る。此處は全く悪い。押しの一手で登る。

turn の陰で風を避けて少し休む。それより極く軽い雪面を経て愈々主稜に出る。風が更に烈しく『ビ

レ』は全く苦痛となる。時計を見ると丁度午前十時である。稜に沿って更に一時間程の登高の後、

午前十一時ごろ昼食。烈風にゐたゝまれず、直ちに登高、喜多 top、悪いボロボロ岩場（而も尾根

は痩せてゐる）を数回経て、遂に一面に氷を以て蓋はれた背に出る。武田 top。疲れた体を振ひ起

し、1時 50分、目的たる北稜を登り切って、鑓山頂に立った。 

 約 20 分休む。尾根傳ひに杓子の col まで急ぐ。夕日に照り映えて金色に輝き渡る氷の面を走っ

て、丁度午後 3時に col に着、其處で山口パーテイと落合ふ。共に成功を祝って沢を下る。午後 5

時半、全く疲労困憊して tent に入る。 

 併し吾々は計画通り順調に進んで呉れ、今日の Arbeit を省みて快心の笑を浮べずには居られない。

明日の晩は小屋でユツクリ廣い蒲團の中で足を充分延ばして寢よう。今は唯だ滿ち足りた幸福感に

酔って快い眠りに着いた。 

 こヽに貴き一つの春山の経驗を得て吾等は一段と更に進歩した Alpinist の階段へと進んだのであ

る。 

 そして私にとって甲南高校山岳部員としての最後の春山は、栄光に輝ける樂しき思ひ出として、

僕の胸に香しき Spur を印したのだ。 

                                                       （ 5月 2日 ） 

 

※資料原本は、学校法人甲南学園所蔵資料より借用いたしました。  
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29．山口雅也  「杓子岳信州側」『甲南高校山岳部報告』VOLⅧ‐Ⅰ 

昭和 12年 9月 25日刊 甲南高等學校山岳部発行 

 

 

party 山口雅也、福田奏次 

1937.3.23（晴） 

 tent（A.M.4.00―ザイテングラートの取付（8.00）―ザイテングラートのリッヂに出る（9.30）

―小テラスにて小憩（10.30）―主稜に出る（11.30）―頂上（P.M.0.40～1.30）―杓子沢のコル（1.40

～3.00）―tent（5.00） 

 午前 4時鑓へ行く連中と共にテントを出た。気遣っていた天気も案外良く気温は零下 6度、テン

トからアイゼンをつけて出る。雪面が適度に凍結し てゐてアイゼンが快適に利き、1時間餘りの

トラバースを樂に通りぬける事が出来た。杓子の尾根から分れてゐる小さな尾根を一つ越へて、杓

子沢へ下りた頃もう太陽が出始めた。杓子の壁は眞東に面してゐる爲、日の出と同時に太陽の直射

を受けて、はや雪面は溶け始め、アイゼンを付けた足が膝位まで潜ったのには閉口した。6時過ぎ

た頃鑓へ行く連中と分れたが、此處から愈々斜面は加速度的に急になり、頭上におほひかぶさる様

に杓子の壁が吾々を取巻いてゐる。可なり威壓的だ。スカイラインには大きな雪庇が咬付こうとす

るかの様に不気味に連なってゐる。正面は到底上れ相にないので、左側に出てゐる尾根のザイテン

グラートに取付く事にする。此のザイテングラートは殆んど垂直に近いので、之への取付を昨日か

ら最も問題にしてゐたのだが、来て見ると思ひの外急峻で、おまけに岩の上に薄く氷が附き、其の

上に軟雪が乘ってゐる狀態で、全く手も足も出ない。それで此のザイテングラートの右側のルンゼ

を登路を探しながらステツプを切つて登る。此のルンゼも益々急になつて愈々壁に遮られる。どん

詰まり迄来た時、瀧狀の氷のチムニーを見出して、これに取附く事にする。（A.M.8.00）此のチム

ニーは岩の面から 10 cm 許りの空間をおいて、10 cm 餘りのペンペンの蒼氷が張り詰てゐるもので

ある。ホールドとステツプの爲に、氷に丹念に穴を開けて進んだが、此の 15 m 許りのチムニーに

約 1時間半を費し、且つ精魂を使ひ果してしまつた。（A.M.9.30）併し此のザイテングラートも全

く急で休む場所も無いので直ちに代る代るカツトステツプを切りながら、コンテニアスで進んだ。 

 此の頃、頂上の辺りから小さな雪崩が楽ちるのが屡々見えた。 

 10時半、小さな岩かげに辛じて立ち止まり、コヽアを飲み、固パン、熱電食を齧って、稍元気

を快復する。 

 要 約 

  昭和 12年（1937）3月 23日の記録。杓子岳東壁 D尾根の初登攀（積雪期初登攀）。 

メンバーは、山口雅也、福田奏次。 

行程は、3月 23日 テント発－ザイテングラートの取付―ザイテングラートのリッジ―

小テラス－主稜－頂上－杓子沢のコル－テント。 

※杓子岳東壁全体の初登攀（積雪期初登攀）。 

 5度目となる、春の南股生活の中でつくられた記録。 
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 こゝからは、益々尾根は痩せてゐるので one at a time で進むことにする。ナイフエッジ式に雪の

ハッチに跨って進んだが、有難い事には 1ピツチ 30 m ばかりで、主稜へ出る事が出来た。

（A.M.11.30） 

 どうにか難関を突破したので、雪の上に腰を落し、正午の麗かな太陽の光を浴びながら energy

の補給に努める。此処からは尾根もずっと緩かであり、逃げようと思へば左側の沢へ下りられる。

4つ程の岩場を越へなければならないが、愼重に one at a time で進む。第一の岩場は右の雪面を巻

き、第二の岩場は左を巻き、第三と第四は岩の上を乘り越へて頂上に出る事が出来た。（P.M.0.40） 

 頂上で晝飯を食ったが、黒部側より吹き上げる風が猛烈に寒いので杓子沢のコルまで馳下り、其

處で鑓の perty を待合せ、共に樂しく歸路についた。 

 

 

 

※資料原本は、学校法人甲南学園所蔵資料より借用いたしました。  
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30．平島利規 「冬季不帰Ⅰ・Ⅱ峰、登攀 の空白を埋める（下）大阪薬専（Ⅰ峰東北壁）と

日大ルート（Ⅱ峰東北壁）－ 献研究・取材・検証－」『岳人』第 418号 

昭和 57年 4月 1日刊 東京新聞出版局発行 

 

 

 不帰Ⅰ峰東北壁はⅠ峰頂上から東北に派生するⅠ峰尾根の東北面（不帰沢側）に位置する高距約

三〇〇㍍の、横に広い側壁で、頂上から断壁までを総称している。頂上直下には不帰沢からルンゼ

が突き上げており、この直上ルンゼを境として国境稜線に面する右壁と、不帰沢に面した左壁とに

分けられている。 

 大阪薬専ルートは昭和十三年四月二十八日に初登攀されたもので、不帰沢からⅠ峰頂上直下のコ

ルに直上するルンゼ左壁のバットレス状のリッジを登っている。 

 直上ルンゼを挾んだ右壁は昭和三十三年八月八日に、東京白稜会がルートを拓いているし（写真

参照）、翌三十四年三月十日～十二日には獨標登高会が積雪期登攀に成功している。 

 

 この記録も私が東大パーティーのⅠ峰尾根の記録を追いかけていた昭和四十二年の二月、かつて

前田光雄氏が書いたものを佐藤耕三氏を通じて私がお預かりしたものである。 

 これを執筆した前田氏は昭和四十六年十一月五日、ネパールのランタンビレッジ近くのキャンジ

ン・ゴンパをトレッキング中、高度障害で急逝した。 

 

不歸第一尾根 バットレス登攀 

 

 昭和十三年四月二十七、二十八日 

 パーティー野口栄一（大阪薬専）、前田光雄（同 OB） 

二十七日（晴）朝、信濃四ツ谷着、夜行列車が満員で立ちづめだったので、細野で昼まで休憩。 

 南股の取入口小屋を使わせて貰って不歸をやるつもりで、水電社宅を訪ねお願いしたところ、あ

んな所では泊まれない、空いている社宅の室を使うように、とのことで御好意に甘えることとする。 

 すぐ偵察に出かけ、南滝（全く凍結、半分以上埋まっていた）は左寄りに登ってその上に出た。

第一峰の頂上すぐ下のピークから不歸沢に落込む雪のバットレスをルートにとることにきめる。更

にその細部をよく見たいのだが、最下部の草つきと思われる壁と、その上部のブッシュに遮ぎられ

て、十分には判らない。 

 要 約 

  昭和 13年（1938）4月 28日の記録。不帰ノ嶮 1峰東北面大阪薬専ルートの初登攀（積

雪期初登攀）。 

メンバーは、野口栄一（大阪薬学専門学校山岳部）、前田光雄（同 OB）。 

行程は、4月 28日 水電社宅－尾根末端の壁取付－稜に出る－稜の左側を登る－稜の右

側に移る－最後の壁下のピーク－稜線に出る－南股取入口－水電

社宅－細野。 

※ 不帰ノ嶮 1峰東北壁全体の初登攀である。 

※「この記録は戦争中のため公表されていないが、大阪薬専 OB前田光雄氏の手紙によっ

て知ることができた」（『岳人』246号）と筆者は書いている。 
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 社宅へ戻り、炊事や準備をすると、寝る

時間も十分にはない。 

 時間記録 信濃四ツ谷九・〇〇、細野一〇・

〇〇～一二・〇〇、南股水電社宅一四・〇〇

～偵察～社宅一九・〇〇 

 二十八日（晴）僅か寝ただけで支度にか

かりすぐ出発、南股出合でアイゼンをつけ

る。南滝の下付近から、寝不足がこたえて

ヘバリ出す。夜が明けて来たので、日が当

らぬうちに下部の壁にとりつく。 

 壁は全長五〇米ほどで、下部は緩いが、

次第に傾斜が強くなり、最後は頭上にかぶ

さった偃松で、オーバーハングのブッシュとなる。壁の下から約一時間で、相当ひどいブッシュか

ら解放されると、その上は雪のテラスで、雪が緩むまでにここへ出られたので、安心して一服する。

ここからは極めて細い雪稜で、キックステップがよく利く。ザイルをつけずに約三〇米登ると、傾

斜が次第に強く、約六〇度となるが、全くの細い雪稜でアンザイレンする場所もない。やっと径六

㌢位のブナのような木を見つけ、これにつかまって、三〇米のザイルをいっぱいに使ってアンザイ

レンする。 

 細い雪稜がつづき、傾斜はやや強いが、稜自体の鋭さは大した事はない。ピックを使ってホール

ドとし、けり込んで足場を作って登る。ほとんど雪稜だけで、快適なクライムではあるが、全くの

稜だけでビレーするための足場作りや、トップの交代に手間がかかるので、ツルベ式にトップを交

代して登った。これが極めて有効で、リズミカルな登攀が続く。約五ピッチ（一ピッチ二十五米）

で稜は急になり、稜のすぐ左のフェースが少し緩くなる。このフェースは硬雪と岩のコンビネーシ

ョンで、フェースに移ってからも、同じリズムの登攀が続けられた。 

 このフェースを約二ピッチ登ると、一つのテラスに出て、ここからは逆に、稜とその左側の傾斜

が少し緩くなる。このフェースは岩がほとんど出ていなかったが、テラスのすぐ上に高さ一米ほど

の所にシュルンドがあり、何回か試みた後 Nの長い脚が威力を発揮して、やっと乗越した。 

 相変らず、ピックによるホールド、キックステップの足場つくりによる快適なペースが続き、こ

の壁を約三ピッチ登ると、この稜ではじめての小さな丸いピークに立つ。 

 稜はここで少し下って主稜のピークからの壁に吸込まれ、左右にも稜が見当らない。また下の方

から、高い所まで稜として続いてきたものは、見渡す限り一つもなく、これが目的のピークに対す

る唯一のバットレスであることも判った。 

 ゆっくり食事をとり、次の作戦を考える。 

 次の壁は春の太陽の照射をうけて、急斜面についた雪の表面がとけてギラギラ輝き、何とも不安

定な感じがする。しかし高さ六〇米ほどの壁に、直径七㌢位の木が所々立っているので、この間を

ぬって登ることとする。 

 いざ取りついて見ると、壁の傾斜は見かけより弱く、六〇度未満である。しかし雪が軟かく、一

五～二〇㌢もぐるので、足場は安定しているが、人体に対する角度は少し強くなり、またラッセル

が相当こたえる。二ピッチほどで傾斜は緩くなり、稜線の上へ出た。足元には今朝からのシュプー

ルが、見えかくれしながら、ずーっと下の方まで続いているのが見える。 

不帰Ⅰ峰東北壁（昭 11.3.24 釣田正哉氏撮影） 
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 腰を下ろすと一度に疲れが出て

眠くなる。第一峰の主峰は目の前に

あるが、このへばり方では、正面か

らのアタックは覚つかなく、といっ

て左へからんで登る気にはならな

い。 

 それよりも目の前に拡がる第二

峰尾根の甲南ルンゼと、その右の壁

の不思議なほどの荘厳さ、美しさに

見とれ、ここを開拓した人達の着眼

に感心し、その人達のうけた感激を

偲びふけった。 

 ともかく、ケチな登り方をするよ

りはと、再挙を期して第二峰の偵察、

検討に話をはづませるうち、ようや

く一峰、二峰の尾根の間の谷に影が

落ちはじめた。  

 カラマツ沢と上記の谷の出合の

方へ出ている谷の右側の平な尾根

をしばらく下り、雪の状態を確かめてから谷筋へ入り、カラマツ沢へ出て下る。不歸は短い日数で

も楽しめる山だけに、名残おしく、何度も振返って足をとめる。水電社宅へ寄って礼をのべ、夕闇

の中を細野へ下る。 

 時間記録 水電社宅二・〇〇、尾根末端の壁取付六・〇〇、稜に出る七・〇〇～七・三〇、アンザイ

レン八・〇〇、稜の左側を登る。一〇・〇〇、稜の右側に移る一一・〇〇、最後の壁下のピーク一二・

二〇～一三・〇〇、稜線に出る一四・〇〇～一六・〇〇、南股取入口一八・〇〇、水電社宅一八・三〇、

細野二〇・〇〇 

 

不帰二峰東北壁 

 この岩壁は北峰から一・二峰間ルンゼに落ち込む高距三五〇㍍ほどの壁で、中央部の岩層帯を境

に、傾斜六〇度強の上下二つの雪壁からなっている。東北壁の左縁はⅡ峰東壁上部三角形岩壁と境

する稜角をなしている。 

 東北壁は昭和十五年五月二日から三日にかけて日大パーティーによって初めて登られたことは

既に「岳人」（二四六号）に紹介されている。ここに紹介する記録は、私が昭和四十二年に日大 OB

の佐藤耕三氏に会ったとき、当時のメンバー、時間記録、概要を聞いてまとめたものである。メン

バーの一人、石田克巳氏は過去の文献に石田正巳として紹介されているが、克巳が正しいことが判

った。 

 惜しまれるのは日大パーティーが「…甲南ルンゼにはいり、最初のガリーをつめて雪稜に出た」

部分が、小山義一氏の写真には写っていないことと、佐藤氏が指摘するように、あまりにも古いこ

とで、「最初のガリー」がはたしてどこなのかスケッチや略図ではっきりしないことである。 
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不歸二峰東北壁登攀記録 

 

 昭和十五年五月二、三日（晴） 

 パーティー佐藤耕三、石田克巳、神保琢磨、平野数雄 

 

 四月三十日、南股より入りし発電所小屋をベースとする。翌五月一日、ベースを午前三時に出発。

南滝を越えて甲南ルンゼにはいり、最初のガリーをつめて樺の木が見える所までルートを偵察する。

ベース帰着一三時三五分。天気は快晴。 

 五月二日、南滝を越し前日偵察したガリーにはいり、つめの壁を登って大きな樺の生えたリッジ

に出て、コンタクトラインを忠実にたどる。 

 リッジの形態が消えオーバーハングした壁にぶつかる。ここは右から回り込んで上の雪壁にでる。

右側に斜上した岩壁帯の基部左に突き上げるガリーを苦労して越し、ぬけ出た所でビバーク。終日

晴れていた。 

 三日、きょうも晴だ。斜上した雪壁をトラバースしてリッペを回り込んでルンゼにはいり、これ

をつめて尾根にでる。 

 時間記録 二日、発電所小屋発（四時）甲南ルートにはいりルンゼ下（六時〇五分～六時三十五分）

～ガリーつめの壁取付（七時三〇分）～ビバーク地（一八時） 

 三日、ビバーク地発（七時三〇分）～二峰頂上（一〇時一〇分～一一時一五分）～一・二峰間ルンゼ

を下降してベース帰着（一三時四五分）～細野へ下山（一八時〇五分） 

（ 獨標登高会会員 ） 
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31．小倉 績  「春の杓子、鑓ヶ岳」『日本登山記録大成』第 13巻 

昭和 58年 11月 30日刊 同朋舎出版発行 

（初稿『DAS EDELWEISS』第 10号 1940年刊 關西學院大學山岳部発行） 

 

  

 浅野広三、小倉績、永野寛 

 今春劔の平蔵の頭へスノーホール（雪洞）を建設し、劔尾根、八ッ峰、源次郎尾根へと挑戦すべ

く冬山以来雪洞の研究を続行せしところ、出発寸前に至り種々の事情のため参加者がわずか三名と

なりこれだけのメンバーでは到底劔において雪洞研究はいかに考えても荷重であろうとの見地か

らついに昨春同様、猿倉へ入ることに決定した。 

 しかして我が部がこの方面に活躍し始めたのは三年前である。一九三八年七月、十一月において

この方面の偵察を済まし、十二月に初めて杓子尾根、杓子の壁、鑓の北山稜に挑戦した。 

 しかし同冬山においては折からの悪天候に災され杓子尾根さえも登攀失敗に終り恨みをのんで

引き上げた。翌一九三九年（昭和十四年）三月復讐のため再びこの方面へ挑戦を繰り返し、浅野、

三露、井原のメンバーにより簡単に杓子尾根は登攀された。しかしまだ杓子の壁、北山稜は我々に

挑戦の機会を与えなかった。同年秋頃から雪洞の研究を開始し、十二月に遠見尾根において雪洞を

研究した結果、雪洞をベース・ホール（BH）、即ちテント代用にまで使用し得る確率を得たので今

春再び雪洞の研究かたがた三白平へ BHを建設し杓子の壁、北山稜へと挑戦を繰り返した次第であ

る。以下、春山の行動並びに杓子尾根、杓子の壁、北山稜の登攀記録を掲げる。 

 

行 動 

昭和十四年三月十五日 大阪出発 小倉 永野 

十六日 雪 南股小舎へ 

十七日 雪後晴 双子岩まで荷上げ 

十八日 晴 南股小舎より猿倉小舎へ 

十九日 晴 杓子尾根登攀 

二十日 晴 四谷へ下る 

二十一日 晴後雪 猿倉小舎へ入る 

二十二日 風雪 スキー練習 

二十三日 風雪 スキー練習 

二十四日 曇後晴 三白平往復 

二十五日 晴 スノーホール建設 

二十六日 晴 スノーホール入り、 小倉 永野 

 要 約 

  昭和 14年（1939）3月 29日の記録。杓子岳東壁 A尾根の初登攀（積雪期初登攀）。 

メンバーは、浅野広三、小倉績、永野寛（以上、関西学院大学山岳部）。 

行程は、3 月 29 日 BH－壁取付－ルンゼ下－杓子頂上－杓子沢のコル－白馬岳頂上－

ツルム下北山稜取付－BH。 

※昭和 12年 3月 23日の甲南大学によるD尾根登攀に次ぐ杓子岳登攀の 2本目のルート

であろう。 
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二十七日 風雪 休養 

二十八日 風雪後晴 休養 浅野スノーホールへ入る 

二十九日 晴 杓子の壁、北山稜登攀 

三十日 曇 四谷へ下る 

以後、鹿島鑓登攀のため四月七日まで遠見小舎に待機せしも天候恢復せず。 

四月八日 帰阪 

 

一、杓子尾根 

パーティ  小倉、永野 

三月十九日 晴 小舎発（午前五・四〇）― 双子岩（六・四〇― 七・二〇）― ジャンクション

（一一・三〇）― 杓子岳頂上（午後〇・二〇）― ジャンクション（一・一〇）― 双子岩（二・

三〇―三・〇〇）― 小舎（三・三〇） 

 杓子尾根は昨春浅野、三野、三露、井原のメンバーで双子岩の BCより約五時間で登攀した記録

がある。この尾根は大した悪場はないが今春は双子岩よりアイゼンのみで登攀のため相当なアルバ

イトで、加えるにジャンクションまでは膝も没するラッセルで閉口した。 この尾根は猿倉を根拠

とする場合は杓子尾根のコルへ取付くルートが最も能率的な登攀ルートであろう。昨春、今春共に

我々が採ったルートはジャンクションより分かれた双子尾根である。 

 

二、杓子の壁、北山稜 

 この壁は一九三七年三月甲南のパーティにより左側の壁が初登攀されているが、今春我々の採っ

たルートは壁の一番右側で下部は約五十米あまりの氷のスラブで危険性は多分にあったが、偵察の

結果登攀可能と思われたので一挙に完登した次第である。しかして壁の登攀後は鑓の北山稜の下降

を完成した。この稜も甲南パーティにより一九三七年三月杓子の壁登攀の際に共に登攀されている。 

パーティ  浅野、小倉、永野 

三月二十九日 晴 BH 発（午前五・〇〇）― 壁取付（七・〇〇）― ルンゼ下（八・三〇）―杓

子頂上（九・四〇）― 杓子沢コル（一〇・〇〇 ― 一〇・二〇）― 白馬岳頂上（一〇・四五）―

ツルム下北山稜取付（午後一・〇〇）― BH帰着（二・〇〇） 

午前五時準備万端勇躍アイゼンを付けてBHを後にする。昨夜少し気懸りだった天気も案外よく、

杓子、鑓の頭を雲が盛んに去来している。外は意外に風強くヤッケの頭巾をかぶり黙々として壁を

目指して進む。杓子尾根から出ている支尾根を越えた頃今日の天気を約するが如く杓子、鑓の頭を

朝日が真赤に照らし始めた。何とすばらしき光景かなと我々はしばらくこの景観に見とれた。丁度

この頃から風は次第におさまり幾分背中が汗ばんできた。午前六時半には既に我々の脚下にまでも

太陽が照らし始め雪面が急激にゆるみ膝までもぐり始めた。やっと壁の取付に到達した頃には太陽

は早や浅間の頭上高くさんさんと輝いていた。いよいよこれから氷壁の登攀が開始されるのだと思

うと急に身体が引きしまる。しばらく壁を偵察した結果、正面は登攀可能と思われたが、一番右側

の氷壁を登ることに決める。午前七時過ぎ浅野、小倉、永野のオーダーでいよいよ壁の登攀が始ま

る、雪面から壁の取付には大きなクレバスが口を開けていたが勇を鼓して飛び移る。壁は思いの外

急峻で、氷の上に薄く新雪がかかっていて始末が悪い。この新雪のためにアイゼンに雪が付着して

危険きわまりなく一歩一歩慎重にステップを刻みながら登攀を続ける。約三十米余り登ってトップ

の浅野と交代する。上を見ると五十米余りの所に小さいこぶがあり、その上に一本灌木が生えてい
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て狭いテラスのように見えたので灌木を目指して登る。壁はますます急峻となり一層慎重に登攀を

続け、やっとコブの上まで出る。トップを永野と交代して更に登攀を続け、三十米余り登った所に

わずかのテラスを見出して第一回の食事を摂る。小憩後再びトップを交代。ここからはスノー・リ

ッジの連続で楽に行けたが、その末端に垂直に見える岩と氷ンコンビネーションの壁が懸かってい

たため、仕方なく左側から落ちてくるルンゼに向ってトラバースを試みやっとルンゼの入口に達す。

時に八時半。雪面は極度にゆるみ、新雪をかぶったルンゼは今にも雪崩を起こしそうで気味悪く感

ぜられたが、ついにこの難関も見事乗り切り杓子頂上下から続くスノー・リッジの末端に取り付い

てほっとした。後は長いが頂上までずっと緩いスノー・リッジでラッセルを交代しながら頂上目指

して進んだ。ついに我々は壁の完登を終えて頂上を踏むことが出来た。時正に九時四十分。黒部側

から吹き上げる風が猛烈に寒く記念撮影もそこそこに杓子沢のコルへ走り降りた。岩蔭に身体をひ

そめてゆっくりと昼食を貪る、あまりの寒さに用意のジャケツを着込んで鑓の頂上目指して一気に

登る。この頃から次第に雲行が悪化し加うるに太陽に暈さえかかり始めた、出発の際の予定では追

出原を下降するつもりであったが、このチャンスを逸しては何日また北山稜の登攀が決行出来るか

が危ぶまれたので、しばらく相談した結果、ついに北山稜下降に意見一致して下降を始めた。歩一

歩慎重に下降を続ける。約七、八十米下降した辺りから次第に瘠尾根となり漸次危険性が加わった

のでザイルを引き出しアンザイレンで更に下降を続けた。丁度ツルムの上に出た頃、杓子沢から入

っているルンゼを見付け杓子沢めがけて一気に走り降りた。今日一日で杓子沢も危険状態になった

ため休憩もそこそこに一列縦隊でどんどん下降した。途中杓子沢の右折する辺りで小憩、共に今日

の成功を祝しながら BHへと帰路を急ぎ午後二時無事 BHへ帰着した。 

 以上で簡単に紀行を終えたが、我々の研究テーマたるスノー・ホールもより以上の成果を挙げ、

今後も充分テント代用として使用し得る確信を得た次第である。 

（ 小倉績記 ） 
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32．大島輝夫 「一九五〇年七月（南股合宿）南股概説」『大阪大学山岳会時報』第三号 

昭和 27年 2月 25日刊 大阪大学山岳会発行  

 

 

 （昨夏私達の入つた南股は戦後殆ど忘れられた存在となつているので、私の知つている戦前の記

錄を中心として概説を書き諸君の今后の御参考とし度いと思う。）南股の登山史は昭和五年秋白馬

舘の手により南股にスキー小屋が建てられた時に始まる。その後甲南山岳部が毎春此のスキー小屋

を根據としてたゆまず合宿を続け輝かしい開拓の仕事をなしとげた。昭和九年スキー小屋がつぶれ

る迄の甲南の記錄は故田口一郎氏により『山岳』三十一年二号（文献①）にまとめられている。地

理的に南股と言えば白馬山麓二股に於いて合流する杓子、鑓、不歸、唐松方面よりの沢を指すので

あるが通常南股よりする登山は天狗の大下りより不歸、唐松東面、八方尾根方面に限られている。

之は余程の大雪の年で無いと六左エ門の滝が春も埋らず沢通しは通れないので南股を根據として

杓子、鑓方面にはるばると小日向山を越えて行くよりは、むしろ猿倉小屋を根據地として杓子双子

尾根のコル（双子岩附近）にテントを張り杓子、鑓の東面を登つた方が良いからである。甲南、関

学の杓子の東壁、ヤリの北山稜の輝やける登攀（文献○51○52○53）や一九五一年春の京大（○54）の

ヤリ南及び北山稜の登攀も全て後者の方法を採用している。 

 無雪期に杓子、ヤリ東面を登るのなら南股よりもう少しキヤンプを進めて杓子沢の出合かヤリ温

泉を根據地とした方が良い。例えば十一月のヤリ北山稜（関大 西島氏○55）八月の南山稜（浪高○56

○57○58）の初登攀はどちらもそうしている。 

 以上の如く南股奥の登攀史は南股を根據とする限り不歸方面が主要な目標となる。 

 甲南に続いてその流れをくむ

東大が此の方面に入り、又大高及

びその流れをくむ阪大等が南股

をBaseとして登攀を試みている。

前記田口氏の文章と共に（①）に

のっている「不歸の第二尾根」の

写眞を第一尾根より撮影された

小山義一氏は東大山岳部の方な

ので東大山岳部も甲南出身の田

口、伊藤兄弟等と共に此の方面を

相当登つていると推定出来るが

残念ながら記錄を見ていない。 

 要 約 

  昭和 15年（1940）4月 1日の記録。不帰ノ嶮 2峰東面正面壁阪大ルートの初登攀（積雪

期初登攀）。 

メンバーは、中條徹、島雄昭美（以上、大阪高等学校山岳部 OB）。 

行程は、4月 1日 南股小屋－2峰を 3峰側より取付く－直登。 

※不帰ノ嶮 2峰東面正面壁全体の初登攀と同時に積雪期初登攀と思われる。 

※3月 21日から 30日まで黑菱平、31日から 4月 8日まで南股に合宿生活した中での記録。 

※旧制大阪高等学校（略称・大高）は、現在の大阪大学の前身の一つ。 
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 所で積雪期の南股と言つても成功した主要な登攀は全て春に限定されている。之は例の劍と後立

山の冬季における悪天によることは勿論であるが、それに加えて南股出合を Base とする時は両岸

のきりたつた谷底を取附点迄雪崩とラツセルに惱みながら長い間歩かねばならないという特殊事

情も加はるのである。田口一郎氏は昭和六年正月の記事として（①四八一頁） 

「窓ごしに見る不歸の岩峯は心をそゝる。だが途中の深い南滝の谷は雪崩が溜る溝のようなもので

春のクラストの時期でなければ通る気も起らない。鑓岳や杓子岳も六左衛門の滝が此の雪量では通

れそうもない以上問題にならず、今の処は正面の八方尾根から唐松岳に登るのが一番良さそうであ

る」と書いていられる。若し冬の不歸東面をねらうとすれば野口栄一氏等の大阪薬専が試みた如く

八方尾根にテントを進め、こゝを B.C とする方が勝つていると思われる。まことに千九百三十九

年五月は此の方面の冬期登山史に於ける一つのクライマツクスであつた。即ち八方尾根には前記の

如く不帰二峯東面をねらう大薬、同志社の合同パーテイが居り、南股には大高と神戸商大がやはり

不歸を目標として居り、双子岩附近には関学が杓子、鑓をねらつてテントを張つた。（○2 、○52エー

デルワイス 44頁 62頁）然し何れも悪天の爲成功しなかつた様である。 

 春期に於ける不歸東面の最も輝ける登攀は甲南 田口一郎、伊藤新一両氏の第二尾根（千九百三

十三年③）阪大 中條徹、島雄昭美両氏の 2峯の垂直登（④⑤）甲南 小川氏等の第一尾根（⑥）（千

九百四十一年四月一日）であろう。後の二つは戦時中の爲どちらも記錄が私的なもの以外発表され

ていないのは甚だ残念である。中條（理）島雄（医）両先輩の記錄は千九百四十年四月一日南股を

根據地として不歸第二峯を甲南と反対に三峯側よりとりつき直登したものであるが、その年の夏中

條氏は大高と共にやはり此の南股の烏帽子尾根を登攀后遭難死され、島雄氏又戦死されたので、一

端を中條氏の追悼錄中にうかがうのみで直接に詳細をお聞き出来無いのは残念である。八方尾根よ

り二峯の壁をみる度に一体どこをどう登ったのかしらと思うのである。 

 以上の他に甲南は牛首岳の直登を行つて居るが（⑦）此の party には現在理学部に居られる関集

三、山口省太郎両先生が参加されている。 

 次に夏の南股であるが私の知つている限りでは日本登高会と大高が入つている。日本登高会の上

田徹雄氏の書かれた『山小屋』103号（⑧）の夏の不歸東面の紹介は良くまとまつているし、私達

も名称は全て同氏に從うことにした。大高も数回入つて居り⑤によれば中條氏は第二峯壁直登、第

三峯 A沢（上田氏の b ルンゼ？）烏帽子尾根を登つているが、二峯の壁も夏は大して悪くはない様

である。 

 

▽ 根 據 地 

 夏の Base としては大高は我々の如く取入口附近にテントをはり、日本登高会は谷通し登り南滝

の上にテントをはつているが、我々の経驗では之は不適当と思う。年により大変異なるらしいが大

高の記錄によつても從来楽に登れた谷筋が昭和十五年夏にはすつかりあれて非常に悪くなつたと

ある。私達の入つた千九百五十年夏もやはり非常に悪く南滝迄の十回位の徒渉は水も大変冷たく登

攀前の鬪志をにぶらせた。又南滝をまく時記錄の示す如く落石の危險が大であり、その上やつと岩

場にとりつくのである。アプローチは大変長く取入口附近の高度は丁度千米で唐松は二千七百であ

るから高度差千七百米、水平距離は約五 Km である。穂高でいえば横尾岩小屋を根據地として北穂

高、滝谷の岩場を対象に往復するのと全く事情が同様である。それより悪いのは歸路八方尾根から

直接テント迄下る適当な道が無い。我々の昨夏の記錄が雪溪、ルンゼの登高にすぎないのに、途中

でビバーグしているのも理解して貰えよう。今後夏の不歸東面を目標とする時には八方尾根より入
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り、水、薪に不便であるが八方池附

近に B.C をはり、適当な下降路をみ

つけて不歸沢と唐松沢の出合附近を

A.C とすると良いと思う。此の出合

には二、三人用の岩小屋があり、狩

人が使用するらしく茶碗がころがつ

ていた。（然し細野の中村実氏は此の

岩小屋の存在を知らぬらしかつた。）

此處を A.C とすると高度差千四百、

水平距離二 Km となり、涸沢より滝

谷を往復するよりやゝ大となる。未

開拓の黒部側を目標とするには唐松

小屋附近が根據地として良いだろう。 

 積雪期の根據地として南股取入口

附近は人里に近く八方尾根の如く猛風雪により連絡が途絶する心配も無く生活も容易という利点

はあるが今后はやはり八方尾根にテント又は雪洞をつくり根據とする方が多くなると思う。 

 最后に夏の南股は落石の危險が大であるから充分注意して欲しい。我々が不歸沢を登つている時

も霧の間より小牛位の岩がグリセード？して滑り落ちて来たのには全く驚いた次第である。 

 

 尚原稿をかく迄に東大、大高の記錄及び甲南の戦時中の記錄の調査が十分完全には行い得なかつ

た。 

 

引 用 文 献  

 

○1  山 岳  31年 2号        ○m○P  

○2   A.A.V.K. 時報 11号（1939年 2月） 

○3   A.A.V.K. 報告 4号        ○P  

○4   A.A.V.K. 時報 14号（1940年 6月） 

○5   眞 徹 （中條氏追悼錄）      ○m  

○6  甲南報国団誌 1号による 

○7   A.A.V.K. 報告 3号       ○m  

○8   山小屋 103号（1940年 8月）   ○m  

○9  岳 人  46号 
 

A.A.V.K.は関西学生山岳連盟の略称 

 

杓子 face 及び鑓岳南北山稜の文献 

○51   A.A.V.K.  報告 8号       ○P        

○52   EDELWEISS   10号( 関学報告 ） 

○53   A.A.V.K.  時報 14号(1940年 6月） 

○54  東大山岳部時報  1号（1951年） 

 岳  人     47号 

○55   A.A.V.K.  報告 4号    ○m         

○56   ケルン   4号      ○m○P  

○57   ケルン   6号 

○58   A.A.V.K.  6号       此の方面のその 

○59   山 岳   35年 2号 頃までの総報 

 

地    図 

概念図のあるものは文献目錄中○m とかいた。 
 

写    眞 

文献目錄中に○P とかいたものは写真がある 

その他参考となる写真はいくつもあるが、 

101  ケルン    1号 

102  ケルン  14号 

103   山   24年 8月号 

104  高山深谷 J.A.C編 10号 P35 
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『遭難顚末報告』  

昭和十五年九月十八日印刷 大阪高等學校旅行部発行 

 

一、南股を目指して 

 大高旅行部も十數年の歷 を經て、多數の先輩を出し、 部員の數も增加し來つたのでこの際部

員間に每夏の部員合宿のための優秀なるベース・キヤンプ地を求むる聲が大となり、その選定が問

題とされて來たのである。そこで每夏黑菱にて、スキー合宿をなす關係上、最も良く馴れた後立山

脈中に場所を求め、鹿島槍を目指してカクネ里に入るか、不歸岳を對象とする南股に入るかゞ問題

となつた。 

 旣にカクネ里は各學校によつて研究されて居り、尙且夏山の對象としては稍々不適と思はれたに

反し、不歸岳に對しては殆ど未研究の儘殘されて居り、殊に最近不歸直登なる問題に對する各校の

興味が急に燃え上つて來たので、本旅行部の B・Cも南股と定め、唐松澤、不歸澤を目指して進む

ことに決定したのであつた。 

 さて南股を根據として唐松澤への足跡としては、昭和七年四月に於ける、甲南高校田口二郞氏等

の牛首岳直登を嚆矢として、その後の大體の 錄を求むれば左の如きである。 

 昭和八年三月甲南田口二郞、伊藤新一兩氏による不歸第二峰東面、昭和十三年春藥專 田、野口

による不歸岳登攀等がある。 

 

二、南股合宿に於ける 錄  

 白馬山麓、不歸嶮を望む、南股入の B・Cは昭和十三年度より始まる。 

昭和十三年夏 唐松澤を目指し、B・C を設け一週間待機したが、每日降り續く豪雨のため一と

して登攀をなし得なかつた。 

昭和十四年  積雪期唐松澤偵察の爲、元旦より、南股に B・C を設く。連日のドカ雪の爲雪崩

の危險多く、 期南股よりの登攀は一考を要すとの結論に達す。 

昭和十四年夏 再び唐松澤を目指し B・Cを設く。 錄左の如し。  

八月二日 中條・島雄（以上先輩）・中村の一行は B澤より二、三のコルに出て、不歸第二峰の

壁を偵察する。 

八月五日 喜連川・島雄・中條（以上先輩）・中村の一行は不歸第二峰を登攀し、桑原敎授・結

城・守田（以上先輩）・佐伯は A澤を經て、共に唐松小屋に至る。午前七時半 B・C出發、同三十

五分、南瀧・同十時一五分不歸・唐松出合・同十一時三十分 A澤の出合、A澤パーテイーと分る。

午後零時三十分 B澤の出合・午後二時第二峰の肩・同三時二十分唐松小屋着。翌日午前八時小屋出

發・同十一時 B・C歸着。 

昭和十五年春山 錄 中條徹、島雄昭美兩先輩。 

三月卅一日 曇、午 十二時半細野發、荷物を大谷今 義に運ばせる。二時―三時、發電所南股

社宅にて晝食。四時、南股調整池小屋に入る。天候思わしからず。午後九時就寢。 

四月一日 快晴、午 三時五十分起床。五時四十五分アイゼンをつけて出發。六時十五分南瀧上

を通る。二峰直下岩陰にて小憩食事を爲す（八時四十分―九時二十分）。 

一時間ほどヂグザクに登り、アンザイレンす。雪質この頃より次第にゆるみコンデイシヨン惡し。

午後一時半靑氷のガリーを登る。最後垂直に近い雪庇越しをなす。その手 に二つの大きなクレバ

スあり。二時卅分國境線に至り宿望を果し、三年間の苦心が遂にむくゐらる。三時半唐松小屋着。
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食事休憩後四時四十五分小屋發、八方を下り、六時黑菱小屋に至り、同夜は黑菱に泊る。 

 

※ここまで烏帽子澤で亡くなった中條徹氏の「遭難顚末報告」20 頁ほどの小さな冊子より南股

合宿の始まる 1938年から 1940年 4月 1日に至るまでの記録を抜粋しました。 

 

 

 

中條徹追悼錄 『眞徹』 

昭和十六年十二月十五日刊 中條銳一発行 

 

山日記ヨリ 

 

三月廿一日  松本ノ、飛驒屋デ、伊賀、古田、塩見、大西、澤田、（西穂ニ行ツテ來タ）ニ會フ。

細野着、 花練習。 

三月廿二日  荷物ト共ニ黑菱ニ泊ル。風雪。 

三月廿三日  黑菱平ニテントヲ張ル。風稍强シ。雪モ少シ加ハル。夜大高テントニ五人眠ル。

max．8°．min．1° 

三月廿四日  曇時々晴、唐松雪多シ。スキー練習、古田、植田、藤田、龜井、上ル。黑菱小屋泊

ナリ。夕方ヨリ天氣良シ、ソノ 、下ノ Cairn 迄行ク。夜風無シ、滿天星月夜、鹿島槍、五龍、

魅惑的ナリ。min.－８° 

三月廿五日  朝二、三〇ヨリ起キ 度ス。五、三〇出發。テントヨリ Eisen 下ノ Cairn デ御來

光、唐松小屋七、五〇。風稍强シ、大シタ事ナシ。富士美シ。食事一〇、〇〇下山。tent 一一、

三〇。tent  ヲタタム。小屋ニ下ゲル。泣山ヲ下リ Kruste ニ泣ク、細野泊リ。 

三月廿六日  朝七、一四ノ汽車デ四人歸ル。天氣良シ、黑菱ニ上ル、皆下ル、一人泣山ヲ下ル、

良シ。 

三月廿七日  皆歸ル。午後〇、三〇ノ汽車デ一所ニ松本迄行ク。竹ノ屋デ中華丼ヲ食フ。翁堂ニ

行ク。皆ハ七、〇〇ノ汽車デ歸ル。愈々自分一人トナル。ガ明日ニナレバ メンバーガ揃フダラウ。

大糸南線ノ車中徒然ナルママニコノ日 ヲツケル。 

三月廿八日  朝一〇、三〇ノ汽車デ後發隊ヲ出迎ヘニ行ツタガ in vain. 午後一、三五細野ヲ

出デ泣山ヲ登リ黑菱ニ上ル。二五五ニ到着。ソノ間一、二〇ナリ。夕方 Kruste ヲ德榮氏ト共ニ下

ル。夜島雄來ル。形勢ガ愈々二人ニナルラシイ。 

三月廿九日  荷物ヲ下シニ黑菱ニ上ル、一二、三〇－二、〇〇泣山ヲ此日モ上ル。景色良クコノ

方ガヨイ。四、三〇頃下リ非常ナ重荷ニ散々苦労シ、Krusteヲ細野ニ着イタノガ七、〇〇デアル。

夜飯森ニ火事アリ、風アリ相當燒ケタラシイ。八方 尾根、遠見尾根、火ノ光ニ明ルシ、稍凄慘ナ

リ。 



197 

 

三月三十日  與平衛サン許ニ盛岡ヲ尋ネル。野崎來ル迄南

股ニ行カヌトノ事。中村英石君他一名居リ、護サン許ニ行キ

沈 、晝食ヲ戴ク。荷ヲ取リニ黑菱ニ行ク。三、一五－四、

四五。直チニ下ル、五、〇〇－五、五〇（コノ日モ泣山ヲ）、

明日二人デモ南股ニ行カン。ハイドンヲ聽キツツコノ日 ヲ

ツケル。 

三月卅一日  遂ニ南股入リトスル。天氣惡ク霧シヨンベン

少シアリ。雲低ク垂レガスカカル。人夫ヲ今朝
ケ サ

儀
ヨシ

トス。三郞

ハ山ニ木伐リニ行ツタトノ事、一二、三〇頃細野ヲ出社宅デ

晝食シ南股ハ四、〇〇頃。甲南歸リ例ノ南股發電小屋ニ入ル。

天幕ナシ、寢具ト食料ノミ携行セシナリ。コノ不歸行或ハ二

人ノミニテ ランカ、稍々寂シ。野埼、山本等來タラザラン。

炬燵ニ當リキヤンドルノ火ノ下デ認ム。ラヂオアリ。贅澤ナリ。ガス深ク、明日ノ天氣危シ、サレ

ド万一ヲ慮リ早ク寢ン。 

四月 一日  一二時頃島雄ガ眼ヲサマシ星ノ出テヰルノヲ發見シ、サラバト四時頃起ル事トスル

四時頃起キ 食ヲシ出發五、四〇。天地寂トシテ聲ナシ。旣ニ明ルクスツキリシタ靑 ハ今日一日

ノ晴ヲ約束スルモノノ如シ。小屋ヨリアイゼン、南瀧雪ニ埋マリソノ上ヲイトモ簡單ニ越エル。ソ

ノ上デ Photo 六、二〇。丁度八方澤出合ナリ。雪固クアイゼンニ適當、不歸平ニ débris 堆積ス。

唐松、八方尾根、第三峯等 日ニ輝ク。谷ハ日當ラズ固イ。數回 Photo 風ナシ。 好ナリ。一峯

澤出合過ギ、愈々三ツノ澤ノ合流點ニ來ル。陽谷ニ及ぶ。暑シ、風ナシ。再ビ言フ。 好ナリ。去

夏取ツ着イタ col ヲ敬遠シ、ソノ左ノ大岩蔭ニ中食ヲ攝ル。八、五〇－九、二〇。ソレヨリ直グニ

上ノ壁ニ取付ク。雪溶ケ、滑リ易シ。危險ナリ。岩下デ anseilen ス。所々 crevasse アリテ危險

ナリ。one at a time デ登ル、自分一度 slip シ、島雄ノ belay デ事無キヲ得テヨリ一層愼重ニヤ

ル。何シロ融雪ノ下ガ堅氷デアル。滑ルニ誂ヒ向ナリ。草付キト岩ニ取付ク。非常ニ急ナリ。八〇

度モアル所局部的ニアラン。平均七〇度位ナリ。岩ノ上、再ビ小 Runse（夏デハ瀧ナリ）ニ入リ之

ヲ左ニ出ル。一枚岩ナリ。國境尾根 100m．程ナリ。間近ダ。最後ノ難關雪庇ノ下ノ苦鬪考エルモ

恐ロシ。表面ヲ欺ク crevasse ノ連續。 澹タル氣持シキリニ往來ス。八方尾根ニハ唐松行ノ連中

シキリニ此方ヲ眺メル。後一息ノ頑張リダ。遂ニ之モ突破シタ。後ハ傾斜緩ニナリ、ヤガテ尾根ニ

達シタ。萬歳、思ハズ握手。八方尾根ニ向ツテ「ヤツホ」ヲ歡呼ス。向フモ應ジテ吳レル。二、三

〇、唐松小屋三、三〇。今朝雄
ケ サ ヲ

ニ再ビ會ツテ嬉シ。ヅツト耐ヘテ來タ大キジヲ思存分擊ツ。四、四

五出發、黑菱ヘ。途中 attack シタ所ノ Sketch ヲス。黑菱小屋六、〇〇。德榮、勇次郞、定雄、

靜雄、護、實等ノガイド諸氏一堂ニ會ス。共ニコノ日ノ Arbeit ヲ語ル。 

四月 二日  黑菱ノ直グ下ノ澤ヲ南股發電所ニ下ル。自分ハ Schneereifen 島雄ハ Eisen ヨク

モグル。ソレニヤハリ昨日ノ Arbeit ニ疲レタノカ、身体ガダルイ。天氣惡クナル。社宅ヨリ調

池ノ小屋ニ歸ルト小雨來ル。晝食ニパントしるこヲ鱈腹食フ。雨本降リトナル。（黑菱ヨリ社宅迄二五分）

雨夜止マズ、サレド八方尾根見ユ。雉子打チノ時雪崩ヲ見ル。烏帽子澤ノ壁カラナリ。夕食ハハイ
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シライストサラダ（キヤベツ、玉葱、ソーセーヂ）非常ニ旨イ。 

四月 三日  ヨリ雨、夕方迄續ク、パン後一本殘スノミ、但シ乾パン、ビスコ多數アリ、餅粉

アリ、飯アリ。後一、二日ノ籠城ニ差 ヘ無キモ、停滯面白カラズ、雨止マバ歸リナント思ヘド今

日ハ駄目ナルモノノ如シ、文藝春秋ヲ讀ム。歌ヲ歌フ。晝寢スル。二人デハトランプ出來ズ、風出

ル。夜ニ至リ雨激シ、夜半雪ニ變リ雷大イニアリ。 雪崩ノ シキリ。吹雪 間ヨリ吹 ム。 

四月 四日  晝頃ニ晴レ出ス。正午 南股發電所ノ小屋デ炬燵ニ當リナガラ晝食ス。宮島氏一家

ヲ島雄ガ撮ル。細野ニ歸リ喜連川ノ來テ居ルノヲ知ル。 花ニ遊ビニ行ク。喜連川、盛岡其他浪高

關係、藥專卒ノ眞邊氏等ニ會フ。夜與兵衛氏許ニ行キ連中ト談笑ス。 

四月 五日  快晴ナレド段々惡クナル。九時頃連中ガ栂池ニ行ク。我々モ一一時頃家ヲ出ル（一

一、四五－五五）二股 ―→ 橋一二、三〇 ―→ 峽谷ヲ上リ尾根ニ取付ク、一、〇五晝食。雪降リ

出シヒドクナル。後ハ Spur ヲ探シ探シテ相當ノ難業ノ後栂池小屋三、五〇。雪ハ本降トナル。連

中ハ定雄ト同行デアツタ。待遇惡イトノコトニ直グ細野ニ歸ル 度ヲシテヰル。少シ ラナイ。ガ

他人ノ事ヲ彼是穿サクスル必要ナシ。我々ハ燃エナイストーブデ濡レ物ヲ乾カス。小屋ニハ寛三、

康男、居ル、歌フ。 

四月 六日  日雪、停帶、白馬觀光恊會ノ人ト談笑ス。怪談ヲ聞ク。しるこ作ル。 

四月 七日  晴、九、一五出發－一一、四五、乘鞍、スキーデポ、笠雲大キク立山ノ上ニカカル。

天候惡化ノ徵アリ。大池デ引返す。風强シ、天狗原デ晝食。此所迄來レバ風少シ。栂池小屋三、一

五出發。白馬雲間ヨリ顏ヲ出スガ杓子、鑓、五龍方面惡シ、即チ岳ハ惡イガ男ハ上天氣、雪、breakable 

crust ヲナシ日向ハ腐リ滑リ難イ。神ノ田圃、御殿場、落倉ト來ル。モシ雪良ケレバ 好ノコース

ナラン。 再來ヲ思フ。切久保ヨリ森上ニ出ズ。山沿ヒニ松川ニ來リ迂廻シ二股ニ至リ橋ヲ渡ル。

カヘツテ遠路ナリ。細野着七、一五。家ハ嫁サンデ大混雜、眠ムタイナガラ三時頃迄酒ヲ飮ンダリ

歌ヲ歌ツタリスル。 

四月 八日  九時起キル。昨夜酒デ頭ガ痛カツタガ今 ハ癒ツタ。山崎一雄氏末治ト共ニ下ル。

唐松ニ行ツタトノコト。午ノ汽車デ歸ラズ五、三〇ノ汽車デ歸ル。 

 

『眞徹』より  昭和 16年（1941）12月 15日刊 中條鋭一発行 

 

 

註：ここまで、若くして烏帽子澤に逝った中條徹氏の追悼錄であり、「山日記ヨリ」と掲載さ

れている部分をすべて抜粋しました。 
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33．佐藤耕三  「不帰二峰東面バットレス」 

『日本大学山岳部八十年の歩み』二〇〇四年 創部八十周年記念号 

平成 16年 11月 20日刊 日本大学保健体育審議会山岳部・桜門山岳会発行 

 

佐藤耕三（昭和十六年卒） 

 期  日 一九四〇年四月二十九日～五月四日 

 メンバー Ｌ佐藤耕三、石田克巳、平野数雄（その後本片山に改姓）、神保琢磨 

 

 新入生歓迎天幕懇親会を終えて長年憧れていた南股の谷から不帰二峰東面バットレス登攀に向

かった。南股が六左衛門沢、烏帽子沢と分かれ、南滝の狭隘な谷となり、さらに開けて不帰沢と分

かれ、唐松沢となる。この谷の各所から望見される二峰の壁は、代表的なヒマラヤ襞
ひだ

を有する雪の

壁と相侯って断然他を圧し、殊に二峰頂上より壁の最上部に至る稜線には唐松沢側に大きな雪庇が

怪物のように突出しており、その稜線の遠望はまさにナンガパルバットのそれを彷彿させる如く連

なっている。一体今までにこの南股から不帰の二峰へ入られたのは甲南のパーティが、僕等が所謂

Ａルンゼと称せるものを登りつめて、稜線伝いに二峰頂上へ行かれたのを以って嚆矢
こ う し

とし、その後

各パーティがこの南股の方へ入っておられるが未だ真正面の壁から取り付いて登頂されたのは聞

かない。この壁は蛇紋岩よりなる脆い岩と、ブッシュよりなり、その登攀には所謂腕力と落石に対

する周到な注意が必要とされる。その上雪の部分は急斜面のラッセルに湿潤度の大きな雪の崩落に

注意せねばならず、相当なアルバイトとなる。平均傾斜七十度位のこの壁では取り付いてから頂上

まで四人一緒に座って休むような所は全くなく、僕等がビバークした所など、岩にピトンを打って

ザイルに体を結んで一夜を明かした位で、従ってビレーに良い場所もなく、全登攀が緊張そのもの

であった。しかし全体を通じて、行く前に考えていた程悪くはなく、案外楽に登れたことは意外だ

った。 

 四月二十九日。塩山駅発松本へ、ひだや旅館泊。 

 四月三十日、晴。松本より大町、四ツ谷駅、細野丸山宅、二股を経て発電所見張所へ。 

 幾重にも連なる山嶺に囲まれてその奥に屹立せる穂高や剱に比して、ここ後立山は大糸南線を下

りれば直ぐ目の前にその全貌を現し、重苦しいような威圧を感じさせられるが、前者に比して奥床

しさが感じられないのは確かである。しかし岩と雪の山々と麓に散在せる細野のような部落を併せ

見る時、アルプを隔てて見るスイスの美しい山々を想像させられるのはこの山脈を静観せる者の誰

しも感じることであろう。 

 要 約 

  昭和 15年（1940）5月 2・3日の記録。不帰ノ嶮 2峰東面バットレス日大ルートの初登攀。 

メンバーは、佐藤耕三、石田克巳、平野数雄、神保琢磨。 

行程は、5月 2日 発電所小屋－第 2峰ルンゼ下－Aルンゼ－壁取付－ビヴァ－ク地。 

3日 ビヴァ－ク地－第 2峰頂上－発電所小屋－丸山氏宅。 

※後に獨標登高会により「不帰 2峰東面バットレス日大ルート」として、初登攀が認知さ

れている。 

※初出は部内誌『げーとる』20号。 
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 細野の村にも春訪れて長き大眠より救われた人々がいよい

よ活動期に入り、時代の趨勢がここにも及んでか、蚕より肥

料へと家業が変わり、（丸山）護さんにも会えなかった。何時

も変わらぬ護さんの家の人々の歓待を受け直ぐに南股の発電

所小屋へ向かう。二股の出合より眺めた不帰の連嶺中我等の

目する二峰はその全容を現し、小さい倍率の望遠鏡でその壁

に接し、雪の状態や大体のルートを眺めて勝手なことをしゃ

べり合う。二股から南股の谷に入ればぼつぼつ残雪が現れ、

六左衛門沢との出合付近に至って一面雪田となる。白馬館経

営の南股小屋がこわれていたので、発電所南股見張所に泊め

て貰うことにした。勿論ここには人はいないが、天気が悪く

なれば働き人達が泊まったりするそうである。 

 五月一日、晴。小屋より南滝上、第一尾根、唐松沢出合、

二峰バツトレス下、二峰ルンゼ・唐松沢出合を経て発電所小

屋へ。 

 午前三時、勇躍登攀に向かう。星空の下四つのライトが点々する前方南滝は凄いような地形を呈

し未だ水は出ていなかったが、大きなクレバスが開いており真っ黒な中にステップ切って登るより

右岸を捲く方が得策と思い、冬季何時も捲く所を伝う。滝から上の谷が緩傾斜になる頃には、靴で

歩くのが何だかじれったいようで、ゾムマー(
編者註：ゾンメルシー

の略。ショートスキー)でもあればと早くも帰りの快楽を思う。

滝の上に着いた頃より薄明るくなり始め、やがて地平線より顔を出したらしい太陽に不帰の峰々が

モルゲンロートに輝き始め、闘志益々出る頃、キレットより下っている不帰沢と分かれ、ルンゼは

八方尾根に向かう。この辺りに最近降った新雪のデブリが所々に谷の真中まで押し出しており、両

側の斜面には多くのバーンが昼間の雪崩を警告している。 

 最初から僕が考えていた二峰への取付のルンゼは今日登って初めてわかったのだが一峰より出

ている尾根に至るもので、この日もそのルンゼを途中まで登って初めて二峰取付のルンゼでないこ

とがわかり、この日は偵察行として一峰からの尾根に登り、しばらく尾根を伝って谷を偵察する。

写真で見ても一寸登れそうにない一峰の壁が直ぐ右に不帰沢に落ちている姿を見て、唯「ほう」と

声を出すだけで、その壁もキレット寄りの方からなれば何とか登れそうであるが、それも余程雪の

コンディションの良い時をねらって行かねば不可能のように思われる。登って来たルンゼを下りさ

らに唐松沢を上り、もう一つ上から右へ入っているルンゼが確かに二峰、一峰のコルに至るもので

あるのを知り、少し登って壁の状態を見た。 

 デブリで蔽われているこのルンゼより望遠鏡で見る所によると岩の部分は何とか登れそうだが

岩から上の雪の部分が相当悪いようで、右に左にとルートを求めた。今日の快晴はまだ明日や明後

日には崩れそうにないので、ゆっくり偵察して今日はそのルンゼの入口に荷物を置き帰ることにす

る。今日の偵察により充分地形もわかり、ルートも探し得て、いよいよ明日はアタックに向かう精

神的ゆとりができたのはかえって幸であった。それに一峰の尾根を伝う時に皆の歩き方も注意でき、

晩春の雪に馴れ得られたことも結果より見て良かった。 

 五月二日、晴。小屋より第二峰ルンゼ下を経てＡルンゼに入り壁取付、ビヴァーク地点へ。 

 今日は昨日のラッセルがあるので楽に歩けた。今日こそはと皆の闘志は当るべからずで、昨日置

いてある荷物を待ち、荷を軽くするためにさらに上衣やその他不用物を残して一・二峰のコルヘの
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ルンゼを登る。このルンゼはデブリで蔽われているので実に歩き難い。二十分程登れば左の方から

甲南のパーティーの登られた美しいルンゼ（Ａルンゼ）が入って来、僕等もそのルンゼを少し登っ

た所から壁に取り付いた。取付の所でしるこを湧かして飲もうと思っていたが急斜面の雪から岩へ

移っても全然休んで茶を湧かすような所もなく、その上、下部の岩は特に脆く、草付きも混じって

スキー靴の僕は登り難かった。 

 岩に取り付いて二十㍍程右上ヘトラバース気味に登った所でアンザイレンをし、佐藤、神保、石

田、平野のパーティーとなる。その所から眺めた所によると二ピッチ程で右上にある樺の木の所に

出、さらにそこから左上に登りずっと右ヘトラバースすれば大きな樺があるので大体そのルートを

採る。 

 

ただ問題はその上の方の樺の木から雪のべったりついた個所があり、その上の七十～八十㍍位の岩

と雪の部分が最も悪いようである。最初の二ピッチ程は大したこともなくてすみ、一寸した棚のよ

うな所で岩に掴まりながらしるこを湧かし、乾麺包を浮かして腹を作る。ここからアイゼンを付け

て草付きの所はツァッケのいたわしいのを感じながら二ピッチで最初の樺の木に至り、一時に一人

宛動いて、さらに二ピッチでやっと下部の岩場を終える。その岩の上部はオーバーハング気味で、

真っ直ぐには登られそうにないので右側の雪の斜面に移りステップを切って三ピッチ程でまたこ

の稜の上に出、そこからはまた岩と草付の部分を一ピッチ登ればまたも上部は垂直に近い傾斜とな

ったので左の壁がＡルンゼに落ち込んでいる、その壁との間の雪の部分にやっとルートを見付けて
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進む。その雪の一ピッチの後はまたも岩と樹登りの連続で、下から見た時の岩の三角にとがった最

も高い所の三十㍍位の下に至り、そこからは真っ直に三角の岩に至るリスを登るべく、厚さ二㍍位

の雪庇にその下部二㍍位の一枚岩を、二度、三度試みたが最後には手の力もなくなり、万策尽きて

熟慮の結果ビレーしている所まで下り時間がおそく、皆今までのアルバイトに相当疲労の色が見え

たので、どうにかそこで一夜を明すことに決めた。 

 時間は六時一寸過ぎ、岩場に取り付いてより十時間。予定では十時間で登り切るつもりだったが、

終に最後の悪場の下でビバークと言っても傾斜六十度位のしかも岩と雪の斜面なので、どうにか岩

にピトンを打って四人結び付け、雪を切ってやっと四人座れるようにした。春の湿潤雪は汗と共に

靴の中に入り、足は冷い靴下にじくじく言わしているが、アイゼンを取ればスリップする恐れがあ

るのでアイゼンも取れず、固くしめつけているアイゼンバンドを一寸ゆるめる位である。肉体的に

も精神的にも疲れている身には、アルコールバーナーのちょろちょろ燃える火と熱い紅茶が何より

も回復薬だ。疲れた身をおしげなく動かしてしかも一方の手は友に握っていてもらっていながら楽

しそうに茶を作り、飯を温めてさし出してくれる友の行為が実に美しい。 

 アーベント・グリューエンに沈み行く山にもこの人間の美しい心の結合には及ばないようだ。そ

してかくして初めて人間の触覚を知らぬ処女壁も我々との闘争に破れ去って行くのであろう。日が

暮れて来るに従い冷えてくるのか、誰言うとなくツェルトを出して順次にかぶって行く。「暖かい

な」と言葉少い会話がかわされている。その簡単な言葉の中には、ツェルトザックヘの感謝に充ち

た様子が感じられる。「窓開ければ四ツ谷の燈が見える」と中でも快活なのがツェルトの中から見

下して言う。今までのビバークの経験から考えれば、里の燈は実に下界への憧憬になるものであっ

たが、今日の里の燈は大して恋しくも感じられない。そこには未だそれ程の余裕もなく、心は明日

の壁の登撃で一杯なのであろう。 

 十二時を過ぎれば「腰が冷えるし」等とこぼしながら「グー」といびきをかく者もある。「あい

つ良く寝よるな」と他が話せば、その話声でいびきの主はもう夢路をはなれている。やはりいびき

も山のいびきをかいているらしい。 

 五月三日、晴。ビバーク地より第二峰頂上、発電所小屋、二股を経て丸山氏宅へ。 

 今日もよい天気に明けた。ただ夜中からずっと空の真ん中に笠雲のようなのが出て動かないのが

気になるが、それも夜明けと共に消えてしまった。一夜座り明かした腰は最初のうちは実に頼りな

い。しかし一ピッチも進めばもう昨日と同じコンディションになり、濡れている靴の中も大したこ

とはない。昨日の雪庇の方は一寸悪そうなので右上の方ヘルートを変えて七十度位の這松を漕ぎ、

八十度位の雪の斜面をトラバースすれば尾根の上へ出た。一日余りのアルバイトの後やっとたどり

ついたこの尾根で大体悪い個所は済み、後は唐松沢へ出ている怪物の如き雪庇を注意して尾根を進

めば二峰の頂上に至るのである。 

 登攀の最後だ、気を緩めずに。と確実にジッヘルして進み後は何なく二峰の頂上に立った。黒い

汚い山男の顔には、子供のような純真な喜びが伺われた。何の言葉も出ない。一峰の方からずっと

唐松に続く不帰の国境尾根、深く切れ込んでいる黒部の谷、そしてその向こうにそびゆる雄峰剱岳、

大窓から三窓、頂上、そして雄山となつかしい山々が、未だ真白いヴェールに包まれて立っている。

頂上にはさすが風があるのですぐ下の雪の上でしるこを湧かして中食を摂る。もう今までのような

重苦しい「沈黙」は破れて部歌が出る。山の歌が出る。 

 前方の八方尾根は実にのんびりとした姿で延びている。烈
はげ

しい山との闘争の後、確かにその征服

感に酔っているが、八方のようなのんびりした山々に軽蔑したような気持ちはなく、そののんびり
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した良さを味わわせてくれる自然がいよいよなつかしく感じられた。 

 下りは夏路が全然出ている縦走路を一峰とのコルにまで伝い、不帰沢を下ることにした。昨日は

午後等ひっきりなしに大きな雪崩音が聞こえていたが、今日は殆んど音がしない。しかし、真昼間

不帰沢を下ろうとする我々は、かえって不気味に感じられる。雪は充分底雪崩が出る程度に腐って

いる。間隔を五十㍍程開いて下る。その間二度程小さな雪崩が一峰の方から落ちたが何れも小さな

もので、昨日の荷物を置いた所まで下り着いた。仰ぎ見れば、威圧されるような感じのした壁が今

はなつかしく友の如く、我々の登頂を喜んでくれるように見える。唐松沢を下る僕等の足は満足そ

うに歩を進めるが、時々クラストした所で転んでは後の者まで一緒に転ばしている所を見ると、や

はり言うに言われぬ疲労が現れているのだろう。護さんが心配しておられるかも知れぬから早く下

ろうと発電所へ馳せ下る。 

 発電所から一峰にはもうガスをかぶってその頭は見えない。実に天気運は良かった。発電所から

二股へ下る道は非常に感じのよい道だ。雪を割ってほとばしる谷の水と対岸の八方よりの尾根とそ

してその谷に沿ってつけられた、荒れている道は所々崖のために上り下りがあり、実に感じが良い。 

 二股の出合からはまた不帰の連峰を眺めて細野の村に帰る。最初の一日の偵察は非常に役立った。

雪のコンディション等、特に晩春のこの頃は年により随分雪の状態も異なっているから、この頃の

登攀には必ず充分な偵察が必要であろう。丁度僕等が入る三日程前に尾根では二、三尺の新雪が降

ったそうで、もしその直ぐ後に登攀を行っていたら相当の困難があっただろうと思われる。そして

僕等は輪カンを持って行かなかったが、やはり部分的に輪カンの必要を感じさせられた所もあり、

取付の下まででも持って行けば良いと思う。 

 五月四日、曇後雨。丸山宅より四ツ谷駅、松本を経て新宿へ。 

（ 『げーとる 20号』より ） 

 

 

 佐藤耕三が岳沢生活から帰京して一ヶ月もたたぬ四月に、大阪薬専時代から狙っていた不帰二峰東面

バットレスに向かった初登攀の記録です。 

                           （編者付記） 
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34．獨標登高会  「後立山 不帰東面 ○上  

 主としてその積雪期登攀について」『岳人』135号 

昭和 34年 7月 1日刊 中部日本新聞社発行 

 

 

 不帰
かえらず

は鹿島槍の北壁やその荒沢奥壁とならんで後立山でも一流のスケールを持つ岩の殿堂であ

るにもかかわらず、華やかなジャーナリズムの毒気に汚されることがなかつた。各ルートの登攀記

録が、現在でも五指をもつて数えられるという事実は、このゲビートの開拓がいかに遅れたかを明

瞭にものがたつている。だが、その不帰も近年になつて急速にその真価が多くの登山者の注目をひ

くようになつた。すなわち昨春および本年の積雪期、一〇に近いパーティやグループが南股や八方

尾根から不帰を目指したのである。 

 概   念     

 不帰は三つの峯にわかれ、北からそれぞれ一峯、二峯、三峯と名づけられている。そのうち二峯

は北峯・南峯の二つのピークをもち、三峯は A・B・C の三つのピークをもつている。通称“不帰

キレット”といわれている。キレットは、天狗の大下りの稜線と一峯とのコルをさしているようで

あるが、実際には不帰縦走で悪場といえば一・二峯間のコルから二峯北峯の間である。不帰キレッ

トから唐松沢に向つて落ちる沢が不帰沢で、夏冬を通じて登降が容易である。不帰沢と唐松沢の合

流点を“奥ノ二股”といつている。 

 一峯と二峯北峯のコルから唐松沢に落ちる沢が一・二峯間ルンゼ（ルンゼというより沢に近い）

でこれも登降容易である。つぎに二峯南峯と三峯 A尾根の間の沢が Aルンゼで、A・B尾根間のル

ンゼを Bルンゼ、B・C尾根間のルンゼを Cルンゼ、さらに C尾根の南のルンゼを Dルンゼとい

つており、これらも夏冬を通じて登降

路として多く利用されている。この A・

B・C・Dの各ルンゼの出合は“奥ノ広

場”とよばれている。 

 ベースとしては、白馬鑓
やり

温泉へ行く

夏道の南股中電発電所の取入口、八方

尾根第三ケルン、丸山、唐松小屋附近

などがある。南股取入口の場合は、大

した登りもないので、どんな重荷でも、

また天気が悪くても楽な一日行程であ

るが、ベースから取付きまでの距離が

大変長く、三時間～六時間ぐらいかかる

 要 約 

  昭和 16年（1941）4月 1日の記録。不帰ノ嶮 1峰尾根上部の積雪期初登攀。 

メンバーは、伊藤新一、小川守正（以上、甲南高等学校山岳部）。 

行程は、4 月 1 日 南股－1・2 峰間ルンゼに入って右から二つ目のルンゼ取付き－1 峰

直下の壁－頂上。 

※昭和 11 年の東大パーティーが頂上直下で引き返した本誌№27 の記録を補うための山

行である。 

雪をまとう不帰二峯正面壁 福田耿之介  
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ので少々つらい。八方尾根をベースとした場合は――とくに唐松まで登つてしまえば取付きまで短

いが、天気が悪くなつたり、重荷だつたりすると一日でベースをつくれず、貴重な日数がなくなる

恐れがある。 

 今まで積雪期八方尾根からの登攀はあまり行われず、取入口をベースとした方が多かつたが、ケ

ーブルが出来たので好天で荷物が軽いと一日で唐松へはいることも可能になつた。したがつて三峯、

二峯のアタックは八方からの方が時間的に有利だが、一峯は取入口からの方がよい。以上のように

一長一短なのでパーティの好みによるより仕方がない。 

 なお、八方や取入口でもスキーは必要である。不帰の登攀は総体的に岩よりも雪のファクターが

強く、部分的には氷である。だから一部のルートをのぞいては、岩登り技術よりも氷雪壁の登攀技

術を多く必要とし、アイスハーケンは有効な道具である。 

 不帰で一番問題になるのは雪崩であるが、南股取入口をベースとした場合は、南滝までが両岸狭

まり最も危険である。南滝はその年によつて埋まつたり埋まらなかつたりする。昨春、本年春は埋

つていて滝の右岸の雪壁が簡単に登れた。滝が埋まらない時は、右岸の浅い沢をつめて南滝乗越と

いう八方から落ちる小尾根にでるが、非常なアルバイトを強いられる。南滝を越すと沢は広くなり、

奥ノ二股から奥ノ広場までの唐松沢本流自体が雪崩れるというようなことは、よほど条件が悪くな

い限りまず考えられない。不帰沢もコル附近をのぞいて本流は、その傾斜からして心配は少ないが、

左岸の天狗岩稜側の各ルンゼはラビィーネンツークである。一・二峯間ルンゼ、A・B・C・D各ル

ンゼも不帰沢に準じた状態であるが、Aルンゼ以南のルンゼは全体に傾斜が強いので唐松本流のよ

うに簡単に考えることはできない。傾斜二〇度以上の斜面は常に雪崩れる可能性があることをいつ

も念頭にいれておく必要がある。特に降雪中や降雪直後の沢の状態は一触即発の危険をもつている

から、登攀者
クライマー

はこのことを念頭にいれて登攀するのは当然であろう。 

 われわれの経験でも予定したルンゼが雪崩の可能性があるため下降できず、登攀終了後、国境稜

線から八方尾根をまわつて南股のベースに戻つたことが一度ならずあつたことを、参考のために書

きそえておきたい。なお、積雪期は二峯北峯から一・二峯間のコルに下るのは、かなりな困難と危

険をともなうので、登攀終了後は、この部分を通らずに下降ルートを選んだ方が賢明である。 

 一   峯     

 不帰最北端のピークで、頂上から不帰沢と唐松沢と二股（奥ノ二股）まで長大な尾根を派生し、 

この一峯尾根と国境尾根との間に、不帰沢に面して、東北壁とよばれる幅のひろい壁をもつている。

ル ー ト 図 説 明  
①－Ⅰ峯東北壁ルート  a－A ルンゼ 

②－Ⅰ峯尾根ルート   b－B ルンゼ 

③－Ⅰ峯尾根上部ルート c－C ルンゼ 

④－Ⅱ峯東北壁ルート  d－D ルンゼ 

⑤－Ⅱ峯甲南ルート   f－下部三角形岩壁 

⑥－獨標ルンゼ     g－上部三角形岩壁 

⑦－Ⅱ峯獨標ルート     

⑧－Ⅱ峯 X 状南峯ルンゼ 

⑨－Ⅱ峯 X 状北峯ルンゼ 

⑩－Ⅱ峯阪大ルート 

⑪－Ⅲ峯 A 尾根 

⑫－Ⅲ峯 B 尾根 

⑬－Ⅲ峯 C 尾根 
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登攀ルートとしてはごく最近まで一・二峯間ルンゼから取付いて一峯尾根上部をかすめる変則的な

ルートが登られていたに過ぎないが、昨年になつて尾根末端からのトレースと東北壁のトレースが

行われ、その存在価値を高めることになつた。 

★一峯尾根（末端からのルート） 

 主尾根は一峯頂上から奥ノ二股までのびているが、途中「断壁」と呼ばれる高さ一〇〇㍍ほどの

壁があり、この部分で唐松沢に多くの支稜が派生され、かなり複雑である。尾根は末端が壁で、昨

年三月初トレースをおこなつた東京白稜会の恩田善雄、森義正、坪井森次氏の三氏のパーティおよ

び当会の平島利規、重南昌男、石井重胤パーティは、両方ともこの壁をさけて不帰沢側から取付い

ている。われわれは壁の頭である第一ピークにでているが、第一ピーク直下は相当悪い雪壁であつ

た。第一ピークからやせた雪稜を辿つて第二、第三ピークを越えると、「断壁」にぶつかる。断壁

は東北壁の最左縁部に属するもので、下部のクラックから取付き、最後は雪壁の登攀になる。この

上で尾根は急角度に右に曲がり、やがて後述する一峯上部ルートと一緒になつて一峯直下の壁にで、

これを登ると頂上にでる。 

 一峯尾根ルートのキーポイントは第一ピークに出る手前の雪壁の登攀と断壁の乗越しであり、こ

れにくらべれば頂上直下の小さな壁の登攀は問題とするにたらない。ただ、何分にも最大な尾根を

行くものだから体力は絶対に必要である。 

 なお、この尾根の下部からの登攀は前述したように昨年三月下旬、東京白稜会と当会によつて同

日に前後して行われたが、白稜パーティは不帰沢側から第二ピークと第三ピークの間のコルにでて

頂上直下の壁の手前でビバーク。翌日午前九時三〇分に頂上に抜けており、われわれは第一ピーク

で尾根の背に立ち第三ピークでビバーク。翌日午後三時三五分に頂上に立つている。 

 積雪期＝一九五八年三月二十二日～二十三日 

 パーティ＝平島利規、重南昌男、石井重胤 

 タイム＝第一日、南股取入口ベース（三・五〇）―取付き（八・〇〇）―第一ピーク・ビバーク

（一八・三〇）。第二日、出発（七・四〇）―一峯頂上（一五・三五） 

★一峯尾根上部ルート 

 一九四一年（昭和十六年）四月一日、甲南高校（旧制）の小川守正氏パーティによつて行われた

このルートの登攀は、一峯尾根をはじめて登つたものとして意義をもち同時に不帰東面開拓のれい

明期の歴史を飾るものである。 

 ルート自体としては、長大な一峯尾根の全長四分の一ほどにあたる上部のみをトレースするにす

ぎず、問題の段壁も通過しないので、尾根の末端からの登攀が完成された現在では、完全にクラシ

ックなルートに属する。取付きは一・二峯間ルンゼにはいつて右から二つ目のルンゼである。尾根

にでてからは容易な雪稜を行くもので技術的に問題になる個所はない。一峯直下の壁も約三〇㍍の

小さなもので、灌木が生えているので容易である。一・二峯間ルンゼから尾根の背に出るラッセル

のアルバイトを考えて、新人指導向きのルートとして、おすすめできると思う。 

★一峯東北壁 

 一峯頂上から一峯尾根断壁まで不帰沢に面して横に広がつた高距三〇〇㍍の東北壁は、登攀困難

と目されて長い間狙われたことがなかつたが、昨年八月白稜会のパーティによつて、はじめてケル

ンが積まれつづいて本年三月当会の広瀬正己、池田彰孝のパーティによつて積雪期のファーストト

レースが行われた。 

 東北壁は二つの部分にわけられる。すなわち頂上直下の壁の下で一峯尾根はコル状を呈しており、
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このコルに向つて不帰沢から突き上げるルンゼがあるが、このルンゼを境として、右の国境稜線の

壁は二つの岩層帯があり、左の壁はそれがない。したがつて登攀ルートを考える場合、右の壁の方

が価値があり、前期二パーティはいずれもこの部分をトレースしている。また、この二つの壁の中

間部を、不帰沢側から一峯尾根断壁へ入るルンゼの入口附近から、一峯東北壁バンドとも称すべき

一本の長大なルンゼ状のバンドが横切つている。（このバンドは南股取入附近からも明瞭に指摘で

きる。） 

 東北壁は無雪期は青々とした草の壁であるが、積雪期は豪快な雪壁となり、とくにその上部は、

ヒマラヤヒダで飾られて美しい。もつとも、このヒマラヤヒダは植物の付着でつくられるものであ

るが、この部分は非常に急峻であるから登攀は苦しい。壁は横に広いのでルートは豊富であるが、

やはり頂上附近のルートの方がすつきりしている。壁の傾斜は平均五〇～六〇度で、稜線直下はほ

ぼ垂直に近い。 

 本年三月われわれはこの壁をトレースしたが、入山前の降雨のためか、雪は氷状で、リンネにあ

たる部分はまつたく氷化していた。また、現在までの登攀ルートは国境稜線の壁にいとらえられて

いる。 

 ルートは不帰沢をつめて一峯尾根の最後の壁下に入る浅いルンゼから取付いた。このルンゼは傾

斜五〇度の雪壁で一ピッチ登つて水平にトラバースして壁の中に入り、キノコ雪と氷化した壁に苦

しめられ一五〇㍍登つてビバーク。翌日再び雪と氷の壁にステップをきざみピッチをあげたが、降

雪などで稜線直下でビバーク。三日目ヒマラヤヒダの部分にはいり、雪の中に灌木を掘り起こした

りして二ピッチで稜線に抜けた。一三ピッチ、約三〇〇㍍の壁に三日もかかつたが、三日間とも降

雪中で条件が悪かつたので、天候がよければ二日で登攀ができよう。壁は雪と氷の登攀の一言につ

きた。 

 なお、無雪期に白稜会がトレースしたルートは、一峯尾根の直上直下にある壁の下に入るルンゼ

から取付き、約一〇ピッチ合計三〇〇㍍、岩の部分に恵まれ快適であつたようである。われわれが

積雪期に登攀したルートが、雪と氷の壁に終始したところから判断すると、これは白稜パーティの

ルートより右側であり、もし白稜パーティのとつたルートを登るとすれば、岩層が発達している部

分を登るのであるから悪いと思われる。 

 積雪期＝一九五九年三月十日～十二日 

 パーティ＝広瀬正己、池田彰孝 

 タイム＝第一日、南股取入口ベース（四・〇〇）―東北壁取付（九・四五）―ビバーク（一六・

五〇）。第二日、出発（九・一〇）―ビバーク（一七・〇〇）。第三日、出発（六・一〇）―国境稜

線（一〇・二〇）―一峯頂上を往復して不帰沢のコル（一一・一〇～一二・二〇）―奥ノ二股（一

七・〇〇）―南股ベース（一九・三〇） 

 註・三日目の下りは降雪直後のためラッセルがひどかつた。ノーマルな状態ならもっと早く下れ

るはずである。 

（ 事務所・東京都中央区月島町通八ノ七、往古方 ） 
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35．杉山喜一  「五龍岳東面合宿－G5尾根の登攀－」『岳人』第 21号 

昭和 25年 1月 1日刊 中部日本新聞社出版局内岳人社発行 

 

 

京 都 大 学 山 岳 部 

 後立山連峰五龍岳東面の岩場については、本誌第二号の 田光雄氏の一 で、すべてが盡されて

いる。しかし同氏も記している如く、この方面の岩場は、未解決の問題（G5）を含んだまゝ、

戰後の今曰まで残されており、明年の春には、私達が全員でこの五龍岳東面壁の積雪期集中登山を

計画しているので、その偵察を主としてこの夏に同方面での合宿を行つた。 

 これはいわばその序幕だけの、しがも末完成のさゝやかな報告に過ぎない。 

【 登 攀 日 誌 】 

 七月三十一日 涸沢合宿を つて私たち偵察班のみが細野にいき、八月一日は八方尾根中継小屋

迄、そして八月二日にやつと唐松小屋を経て白岳沢を約二百米ばかり下つた遠見尾根側の台地に

B・C を建設した。直に力クネ里の入口まで雪溪を傳つて下り偵察したが、なに一つ得るところは

無かつた。 

 

八月三日 昨日の偵察によれば G5は上部の壁が一寸登れそうにないので、まずカクネ里との境

をなす尾根が最も大きく、且つ登れそうなので、橫から G5を眺めるためにもこの尾根に取付くこ

とにして、B・C から途中偵察を續けながら白岳沢を下り、この尾根の向つて右側のルンゼ、即ち

G5 との間のルンゼの雪溪を約二百米登り、そのクレバスの入つたところから尾根の側面に取付い

た。その上は草付の斜面にブッシュがあり、これに摑まつて登れるので比 的樂だ。しかし雪があ

れば、約七十度の傾斜を持つために、相 の苦労は考えられる。途中八十～九十度位の岩壁が出て

きたが、これはその下部を右の方に卜ラバースして、右端のクラックを利用して拔けられる。やが

て尾根に出るが、こゝからも最後のジャンクションに到るまでは、相 の傾斜があり、且つ尾根も

瘠せて居るので休むところもない。二・三のジャンクションを越すと、カクネ側より上つてくる大

きな尾根に達する手 の小さな隆起の上に、よい休み場が有つたのでこゝで中食をとる。それから

上は、またも同樣のブッシュと草付を登る。水が無いので喉が乾いてたまらない。この最後のジャ

ンクションを越すと、遂に主稜が見え、尾根こそやせてはいるが、傾斜は殆ど無い。途中で右側の

雪溪の雪を取り一休みした。この上の雪溪には、雪が一杯つまつて尾根まできていた。こゝから難

なく約十分で稜線に出て、五龍を越して B・Cに帰つた。この尾根（北尾根）から眺めた G5は、

B・C から見たものより傾斜はゆるくみえ、且つ二つ目のルンゼからなら、軽く尾根に達せられる

ように見えたが、最後の壁のみがやはり不能のように見えた。帰りに G5の頭から見下したが、全

部ハングしているらしく、尾根の最後の部分とルンゼ Dが見えるばかりで、何も見えない。また橫

へ捲いて逃げられそうにも無いので、半分あきらめた形で、その日は B・Cに帰つた。 

 要 約 

  昭和 24年（1949）8月 5日の記録。五龍岳東面 G5の初登攀。 

メンバーは、岡本克己、杉山喜一、藤村良（以上、京都大学山岳部）。 

行程は、8月 5日 B.C－ルンゼ出合－G5取付－最後の壁下－主稜線に出る－B.C。 

※昭和 25年 3月の積雪期集中登山のための偵察山行。 
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八月四日 休養。天幕から G5を一日眺

めていると、最後の壁も何とか登れるよう

な氣がしたので、日数も迫つたので明日と

にかくやつてみることにする。 

八月五日 六時三十分 B・C 発。一昨

日のところまで下らずにG5の右側のルン

ゼを登る。約五十米で雪が無くなり「ガラ

場」となる。これが二百～三百米続いて、

また雪溪となり右に廻つている。こゝから

上部は何れも岩壁となつて雪溪まで落ち

込み、尾根に達するのに時間を要するので、

直ぐに左ヘ取付く。そこからは巾の狹いガ

リーとなつており、唯一の取付のように思

えた。北尾根同樣の草付だが、傾斜强く、且つブッシュが少ないので、一寸でも氣をゆるめると直

ぐにスリップする。非常に不安定だ。やがて岩場に達し、岩質も比 的固いので一安心する。アン

ザイレンしたいのだが、時間を惜しんでそのまゝぐんぐん登る。ときどきまた不安定な草付が混じ

る。しかし、その中にやつと尾根の上に達する。ここまでが一つの山だ。スリップでもすれば、眞

直ぐに五百米ばかり下の雪溪までいくことは間違いない。尾根に上ると、後下方に第一の尖岩が見

える。（右側 G4側) これから上はナイフリツヂとなるが、傾斜は余り强くなくときどき北尾根側か

ら上つてくる尾根の頭每に小さなフェースをなすが、全部何とか直登出來る。この間に第二・三・

四の尖岩がある。第二尖岩は右を第三・四尖岩は左右何れも捲ける。第四尖岩を越すと、北尾根側

から第二のルンゼが上つてきて小さな平地を作つている。このコルの向うは約五十米位のフェース

となつて、そとで尾根が中断しているように見える。こゝで早目に中食をすませる。いよいよアン

ザイレンかなと思つたが、右端のクラックを小さなリスを利用してそのまゝ强引に登りきつた。雪

がつけば嫌なところに違いない。その上、この辺なら軟雪に決まつているから。この岩壁を越すと

目の に尖岩があり、尾根はポツンと切れて、ルンゼ Dが上つてきてをり、問題のフェースに突

つた。この尖岩の右（ルンゼ D側）を捲いてコルに出る。右側は完全なオーバーハングで手のだし

ようがない。リスが適 に入つているから、全部吊上げなら、やれぬことも無いかも知れないが、

積雪期には無理だ。左から斜右上方

に七十度～八十度位に岩が一カ所だ

けハングとならず續いて、百米ばか

り上方にブッシュが見える。岩質は

アンサウンドのようだが、積雪期の

唯一のルートと思われるので、こゝ

に取付く。ザイルは四十米。オーダ

ーは O、F、Sの順とする。登つて見

ると、果して岩はぼろぼろと崩れて

不安定で、氣味惡いことこの上もな

い。斜右に次に斜左に二ピッチ登る

とよいピンが有り、ほつとする。こ
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こから右にトラバースして、やつと先刻見えたブツシユにはいる。來て見るとこゝから上は殆ど垂

直のアンサウンドな岩だ。しかし より幾分固いので氣をよくする。この岩の正面が光つてリツヂ

をなしているので、右側のフェースと両方に適 にホールドが求められる。約二十米のピッチでこ

の直壁は り、小さなガリーとなり、傾斜も七十～六十度位となる。 にこのガリーを約二十米左

斜上に登ると、やつと主稜に出た。この場所はG5の頭から約十米ばかり五龍寄りのところだつた。

結局この最後の部分は、案外簡單に登り切つてしまつたが、岩質が非常にアンサウンドて浮石多く、

不安定で困つただけだが、積雪期の G5ともなれば、このフェースは大きな問題を提出することは

間違いないし 、このルート以外は全て不可能のように思われる。他のルートでは最後の部分の

傾斜が强いために大きな雪庇を作ると思われるが、こゝだけがこの雪庇も大した物でないと想像さ

れる。 

 不完全ながらもやつとこれで偵察だけは完全に出來、且つ完登出來たので、Sはその日のうちに

夜道をかけて、O、Fの二人は B・Cで一夜を明した後、六日に細野へ下山した。 

 

 以上の山行は、試登偵察としての意義のみで、眞價は積雪期になると思つたので、春山を つて

から発表する予定であつたが、本誌の編者の奬めも拒み難く、こゝに簡單ながら山日記をそのまゝ

轉写したような次第で、読み難い惡 となつたことを御詫びする次第である。 

 このような山行は、或る意味では、余りにも小児病的であるかも知れないが、現在の私たちとし

てはヒマラヤへの憧れとともに、未登の山のない本邦において、一つでもバリェーションを完成し

たことは、大きな喜びでもあり、また未熟な技術を少しでも向上させるように、より困難な登攀を

試みるということは、將來の海外遠征への一步 進であると考えている。 

 最後にこの登攀に際して色々と御助言を下さ

つた大町の櫻井順氏、および細野の中村実氏、

唐松小屋の大谷武 氏に心からの御礼を申し上

げる次第である。 

（杉山喜一記） 

 

 

  

G5尾根時間記錄 

 

8月 5日（晴） 

A.M.  6.30  テント発 

〃  7.00  ルンゼ出合 

〃  8.00  G5取付 

〃 10.30   左側より第二の雪溪上部 

〃 11.00  の岩壁下にて晝食 

P.M. 12.10  最後の壁下 

〃  1.55  主稜線に出る 

〃  4.30  テント帰着 

登攀隊員 

 岡本克己・杉山喜一・藤村 良 
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36．德永篤司 「嚴冬期の白馬主稜」『時報』第一号 

昭和 25年 1月 25日刊 大阪大学山岳会発行 

中京山岳會  大阪大學山岳會 「嚴冬季白馬主稜尾根完登」『岳人』第 24号 

昭和 25年 4月 1日刊 中部日本新聞社出版局発行 

 

 

〔時間的 録〕二･〇〇 北股出発－ 三･〇〇～三･二〇 猿倉小屋－ 五･〇〇 白馬尻－ 七･〇〇～

七･二〇 スキーデポ － 一〇･〇〇 アイゼン、中京山岳会と合流－ 一五･〇〇 二峰下、アンザ

イレン－ 一七･三〇  一峰下トラバース－ 一九･〇〇 雪庇下－ 二〇･〇〇 頂上小屋。 

 

  錄 

一、第一次アタックの失敗と白馬主稜登攀の予測 

 われわれ阪大山岳会が一九五〇年冬季この白馬主稜を計画したとき、予め次の如き事が考慮され

た。 

一、 取付点 猿倉台地より杓子支稜の裾をまいて大雪溪に出る以上大雪溪から白馬沢よりに廻り

込んで地形上の主稜末端から取付くのは傾斜の緩い長所はあるが時間的に相当なロスである。その

爲には大雪溪から直接主稜の末峰めがけて横から取付くべき事。但しその附近で比較的取付けそう

な処は夏季草つきとガレ場であるためナダレを考慮して日出前に稜線へ出てしまわなければなら

ない。 

二、 登攀時間及び隊編成、最高約十時間、テクニックよりアルバイトに向く二人より三人のパー

ティを必要とする。 

三、 降路、大雪溪、原則として頂上小屋を使用せず、などでこれは一九四八年の三月と七月、浪

高山岳部として登った三合尾根と主稜の経験に基いて割り出されたものであつた。第一回アタック

に失敗した丗日の狀況は、冬の主稜が予想以上に頑强であることを教えてくれた。 

一、 サポートを先頭に立て引返し可能のギリギリまでラッセルに使いアタックを温存する。 

二、 出発時刻を丗日の四時より早くする他に全行程のピッチを意識的に上げねばならない。 

三、 スキーを稜線上まで上げる事。などを附加せねばならなかつた。 

 結果から逆に見て、以上の予測はまだまだ不完全極まるものだつた。相当過大に評価していたに

拘らず実際の主稜はもつともつと頑强だつた。所要時間も予想の倍近く掛つたし、サポートに多く

を期待するのは無理だつた。更に重要な点は、われわれが餘り問題にしていなかつた最后の雪尻が

 要 約 

  昭和 25年（1950）1月 2日の記録。白馬岳主稜の厳冬期初登攀。 

メンバーは、德永篤司、大島輝夫、家田千尋（以上、大阪大学山岳会）、熊沢友三郎、

鈴木時夫（以上、中京山岳会）。 

行程は、1月 2日 北股－猿倉小屋－白馬尻－スキーデポ－2峰下－1峰下－雪庇下－頂

上小屋。 

※偶然であったが、大学生と社会人による合同の登攀になった。 

※白馬岳東面主稜は昭和 6年 3月 31日に積雪期初登攀されているが（本誌№21）、これは

厳冬期の記録。 
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全く主稜初登の田中信三氏の云われる通りだつたという事である。田中氏は学連報告の中で嚴冬季

に於ける主稜を登攀不能なりとし雪庇の切れない事をその理由に挙げて居られる。 

二、出発より猿倉台地まで 

 元日の夜細見を徹夜させ、 食事の準備をする一方刻々の天候変化を観察して貰つた事は非常に

好かつた。二日午前二時にたゝき起されたわれわれは食事をすまして三十分后に全員外へ飛び出す

事が出来た。細見は殆んど完全に出発準備をやつてのけた。最初一時出発をためらわせた空模様で

はあつたが、上るにつれて杓子尾根が鮮かに見え始めて来た。天候が快晴に向つたのではなく、実

は猿倉台地の高度に雪の層が狭まつておりそれが原因で北股で曇り、猿倉小屋で晴になるというカ

ラクリが判つたのはもつと后だつた。所謂烈風后の晴天でない点では丗日と変らなかつたが、しか

し冷え切つたように冴えた白馬の全容に初めて接する事が出来るという事が何より心を彈ませた。

猿倉小屋では主稜をねらう中京山岳会は既に半時間前サポートをラツセルに送り出し后発のアタ

ツクと残留の人たちが残つていた。すぐ上の猿倉台地で我々はこのサポートに追つき先になつた。

丗日のときはラツセルとルートの選択に時間を食い、夜が明けてから取付いていた。台地から大雪

溪まで、杓子支稜の裾をまいて幾つもの沢と隆起が折重なつている。遠近感の不分明な夜間、これ

を一々氣にしていたのでは時間を食うばかりである。少々の登りや下りは問題ではない。長走沢を

渡つたわれわれは眞一文字に大雪溪へとトラバースを始めた。松久と久保、小沢を交代に先頭に立

てゝ、約一時間后の午前五時、われわれは大雪溪の眞中に立つ事が出来た。黒々とした山影をその

面に横たえて、白銀に光る巾広い帯が杓子の鞍部に上つていた。その彼方、ぽつかりと開いた稜線

の窓に、氷のリンネに飾られた西の星空がチラリと覗いた。冷え冷えと音もなく吹き下ろす風と共

に、大雪溪の底を伝わつて凍りつく夜明前の寒氣が体をゆすぶつた。見通せるかなり上部まで、雪

面には一つのデブリもなく、左手に杓子尾根が鋭くつき立つていた。予想した如く、直ぐ右手の一

合雪溪と呼ばれる沢の横の傾斜は急ではあるがスキーで取付くに適していた。 

 一分の休みもなく、其の儘全員主稜側面の登行を開始した。折からトラバース・ルートにあたつ

て、中京山岳会の携行する懷中電池が点滅して続いた。風こそないけれども、絶好の登攀日和が訪

れ様としている事は疑いのない事実だつた。それをわれわれは全く申し分のない完全さで絶好のコ

ンディションでしつかりとつかむ事が出来たのである。全力を本日に傾倒して――どんな事があつ

ても登り切ろう。嵐の様に心の底をかき立てゝ、吹き荒れる情熱と感激が烈しい鬪志に入り交つて

全身を流れた。 

 東の空がいゝ様のない美しさに映えて、静かに一月二日の太陽が東の涯から微笑みかけた。その

清々しい夜明けの陽光は、過去に於て決して報いられた事のなかつたわれわれに対して、今日を逃

がして他に絶対に機会のない事を教えてくれる様な明るさで照し出した。 

 

三、白馬主稜 

 輪カンのラツセルは膝より少し上までもぐつたが、冬としては良くも悪くもない雪質だつた。取

付きで小沢に分かれ、稜線直下のスキーデポ地でサポートの松久、久保にスキーを托した。德永、

大島、家田のアタツク三名は、長い長い主稜の稜線を交代でラッセルし乍ら頂上へと出発した。振

り返る太い樺の横で、一かたまりになつて準備する中京山岳会の人達から離れた雪の中にわれわれ

を見守る松久と久保が立つていた。彼等はこれから五人分のスキーを担いで降り、飯を炊いて又迎
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いに上つて来なければならなかつた。 

 松久、久保、小沢はラツセルに酷使された体で、細見は徹夜で全員の出発準備に忙殺された身で、

四人共見事に晴れた得がたい今日一日をごたごたと麓でサポートに費さねばならなかつた。丗日の

ときの引返し点でアイゼンに代えていたとき中京山岳会アタツクの熊沢リーダーと鈴木氏が追い

ついて来られた。十時過ぎである。此処から頂上まで別に相談した訳でもなかつたが何時の間にか

両隊一つになつて行動した。対抗して競争する他のスポーツに比し、登山に於ては協力すべき点が

あるだけで対抗すべき何者もない。一面識もなかった両隊が白馬主稜に対し抱き合つて登る事が出

来たのは登山家として無上のよろこびであつた。 

 夏季、一面に茂つた偃松スギの主稜、前半は充分に雪が乗つてふわりとした感じの急なリッヂが

只上り一本に延々と曲りくねつて続いているだけである。左手にあたつて、雪をもつけぬ直上直下

の岩稜が恐ろしい迫力でせまつていた。越后側から吹きつける風に雪煙を巻き上げる頂上の稜線が

碧空を区切り、そこから眞一文字に大雪溪へ一九四八年の三月浪高 O・Bとして登つた三合尾根が

岩峰を並べて立つていた。右手には白馬以北の稜線と白馬主稜とに包まれて、白馬沢の雄大な景観

が人間の介入を嚴として退ぞけていた。足許の雪を巻き上げる烈風は絶えずわれわれを惱ましたが、

しかし何処までもウインド・クラストの稜線は出て来ず、却つて不安定な足場は粉の様に崩れた。

既に引き返すという事を忘れたわれわれは一度の休憇もなく交代でラツセルを推進した。正午頃、

高度から云えば遙か下、大雪溪の上部にあたつて二奌、頂上をめざす中京のサポートを認めて双方

から呼び合う事が出来た。見返れば視野の始めから深いラツセルの跡が一本、われわれの登行を刻

みつけるように延々と足許までつゞいていた。 

 夏季、主稜の后半部はガラガラの岩場と不安定なリツヂの連続となり、ルートは三つの岩峰によ

つてさえぎられる。頂上に接近するに從つて加速度的に増加する傾斜は頂上直下の陰惨な岩場でオ

ーバーハングを作り露出している。ルートは其処を避けて百米程の一枚岩のガレ場を登りつめ、山

頂標より十米程北側に出るのである。 

 念すべき最后の悪場は先ず第三岩峰（かりに頂上から順に第一、第二‥‥岩峰と名付ける）よ

り始まつた。そこで、われわれは六〇度の斜面に着いたパウダースノーを全部払い、岩場を出して

進まねばならなくなつた。汗ばんだトツプとは反対に、后は頭から雪をかぶつて寒氣と斗つた。日

が迫つた。第三峰上の稜線では折角苦心して作つたトツプのラツセルを后の者は使えなかつた。

足場の雪がずつて、登行に際して落ちるおびたゞしい雪のためにラツセルの上に同じ努力でラツセ

ルをしなければならなかつた。ナイフ・リッヂを渡つた第二岩峰を夏季われわれは北側をまいて荷

物をつり上げた。今、吹き寄せられて積つた十数米の雪のためにオーバーハングは下にかくれて三

分の一位をあらわしていた。こゝでアンザイレン。夏道通り右をまいたが上部に上行不能の一枚岩

が二、三十米つづいているので止むなく中止し、左側に廻り込んだ鈴木氏が熊沢氏の肩から成功し

た。その間、三米程の髙さである。日は した。雪をかき出して登るのが一番良い方法には違いな

かつたが、既に第二峰で日 になつたわれわれにはそんな悠長な事は出来なかつた。事実一々雪を

拂つておれば明日の朝まで掛つても頂上へはゆけそうになかつた。膝から下を足の裏の様に使つて、

或は両腕を雪面に突込んで登行を続行した。苦肉の策である。アイゼンの全く効かぬ岩場は危険を

極めた。偃松を一本々々掘り出して辿り着いた第二岩峰直下で、正面から左手へ続くオーバーハン

グと右手の一枚岩にわれわれは遂に行途を阻まれて了つた。 
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 頭上二、三十米に迫つた頂上まで、一度スリツプでもすれば絶対に助からないと思われる恐ろし

い粉雪の斜面 ―― われわれに残されたルートはそれ以外になかつた。 

 午后七時。くずれ始めた荒天と烈風に吹きまくられて頂上直下に立つたわれわれ五名は、こゝで

致命的なしかも決定的な問題に対面させられてしまつた。約三米の髙さに大きくそり返つた堅い雪

と氷の城壁が、ぴつたりと完全に上方を閉じて、今や灰色に溶け込んだ頂上の稜線の遙か下方まで

切り崩せそうな、接近出来る一点とて見当らなかつた。 

 そして落ちないで止つておれるギリギリの処で、左腕を壁の中につゝ込んで雪を抱き、辛うじて

振り上げたピツケルの上で、とても届かぬ厚い雪扉が冷たく笑つていた。くずれ落ちる雪を空しく

頭からかぶるだけだつた。こうなれば最早トンネルを掘るより他に方法はなかつた。約一時間の苦

鬪の後、全く失望したわれわれは足場に掘つた穴を拡げ雪庇下の壁に五人入れる棚の樣な穴をあけ

た。漸く訪れ始めた睡魔が、ラツセルに綿の如く疲れた体に抗すべくもない力で襲いかゝつて来た。

沈黙の中でくずれ落ちたいと思う五つの肉体が、何糞と立上る五つの魂と鬪つていた。 

「もう一度やつて見よう」棚の底を足場に家田が大きくそり返つて一ふりピツケルを振つた。そ

のとき――意外にも、あまりにもあつ氣なく、ぽつかりと雪扉が口を開いたのである。退却ではな

く、前方に向つて運命はその扉を開いた。苦鬪する主稜登攀隊と、同時に邁進する阪大山岳会の前

進に向つて。 

 さつとたゝきつけて来る雪を交えた烈風――八時丗分われわれは遂に頂上に立つた。 

 

四、降 路 

 初め、本計画でわれわれは主稜自体より登頂以後の行動を慎重に取扱つた。それは 

一、白馬山頂附近で二日間のリングをし、甚だしいものでは頂上小舎と村営小屋の間で道に迷つて

遭難したという例がある様に、視界の望めぬ頂上附近は特に尾根が広くて非常に迷い易い。従つて

降路には山頂標を探し出し、出来ればアンザイレンしたまゝ雪庇沿いに下る事が必要である。 

二、降路に使う大雪溪は降雪時常に雪崩れるものと見なければならない。これと主稜完登后の頂上

着時間とを考慮するとき、雪崩に関しては登頂后直ちに下降し、どこか雪に閉ぢ込められる恐れの

ある頂上小屋は原則として使用すべきではない。 

などであつたが実際は全て簡單に運んだ。頂上で待機していた中京のサポートの方に小屋へ抱き入

れられ、暖い翌朝を山頂小屋で迎えたわれわれは、よく緊つた大雪溪を眞一文字に下り、三時間后

には元氣に根據地に下る事が出来たのである。 

一一・〇〇 頂上小屋発 － 大雪溪 － 一・〇〇 デポ地点 － 二・三〇 北股小屋 

 

 

別表 №１ 

＝第一次・第二次アタツクに於ける隊員の編成＝ 

第一次（十二月三十日） 

 アタツク  加藤、大島 

 サポート  家田、松久、細見 

 残 留  德永、久保、小沢 
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第二次（一月二日・三日） 

 アタツク  德永、家田、大島 

 サポート  松久、久保、小沢、細見 

 

 ＝白馬岳東面に於ける主要な 錄＝ 

一九三一・三・三一  白馬主稜（積雪初）神戸商大 ＝田中・関学＝秋山 

一九三四・七・一七   〃  （夏 初） 浪高  ＝中村・河原・盛岡 

一九三六・八・一   白馬三合尾根（夏 初）浪高 ＝松井・松林 

一九四八・三・二七   〃   （積雪初）浪高  ＝佐谷・中西・德永 

一九四八・七・二九  白馬主稜 （終夏初）浪高  ＝德永・加藤 

 

 西岡老、太田氏、睦田氏には感謝の言葉もない位である。 

（一九五〇・一・一八 ルームにて 德永 ） 
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「嚴冬季白馬主稜尾根完登 1950年 1月の 錄」『岳人』第 24号 
中京山岳會 大阪大學山岳會 

 

   まえがき 

 白馬岳の東面にわれわれが初めてその目標をおいたのは、

長い戰争の つた翌年の一九四六年の十二月、戰後における

学校山岳部が戰前の 錄の復習という形で再建の第一步を踏

みだしたときであつた。 

 時浪高山岳部の現役であつたわれわれは、復員後直ちに

部の指導に復帰した佐谷健吉先輩の强力なイニシヤの下に、

二股にベースを置き（猿倉小屋はなかつた）白馬東面の主稜

三合を狙つたのであるが、年末十日の合宿中半日晴天に一度

惠まれたのみで遂に矢敗に つてしまつた。つづいて翌一九

四八年三月、白馬三合尾根を目標に猿倉台地に設営した浪高

O・B現役混成のパーテイは、三合尾根に取付きながら狀態の

惡化のために退却を余儀なくされ、キヤンプを撤収し、隊を

佐谷、中西、德永（何れも O・B）によるアタツク・パーテイ

に改めて細野を 夕出発、翌三月二十九日一氣に三合尾根を

登り切つてその夜細野へ帰着、ここに一九三六年浪高の松井、

松林の夏季初登の後をうけて三合尾根を完登することができ

た。次いで同年七月には平川が大黑沢に入つたが增水のため

止むなく退却した。德永、加藤（ 時阪大、京大現役）は明

神最南峰合宿 の余つた二日を利用し二十八日夕細野を出発、

二十九日主稜を登つて同日夕刻細野に帰着、一九三四年浪高の中村、河原、盛岡による夏季初登の

後をうけて白馬主稜を完登した。しかし同年十二月末から翌年一月に亘り浪高 O・Bとして行つた

猿倉合宿は、正月に襲來した猛烈な雪に阻まれて、遂に杓子の 稜に取付くのみで止つたのである。 

 戰後、白馬東面を中心に 記の如く動いて今日に至つた浪高山岳部の主要部員が阪大山岳会に名

を連ねる現在、一九四九年第一回 季登山計画として阪大山岳会が「白馬東面」を選んだのは寧ろ

然のことであつたといえよう。                                （ 阪大山岳会 ） 

      ＊ 

 私達は昭和二十五年の 季合宿を白馬猿倉小屋で行つた。その合宿計画の一つとして、白馬主稜

尾根登攀が含まれていたものである。私達の会員で、積雪期の白馬主稜への踏跡としては、栂池小

屋よりの往復、大雪溪よりする一般的ルートが主であつて、他に戰前祖父谷より頂上に立つたのと、

杓子東尾根を途中まで行つて引返したことがあるのみで、主稜尾根に対しては白紙に近かつた。 

 今 の合宿計画に白馬主稜尾根がとり上げられるにおよんで、現地へ十一月、連絡かたがた偵察

を兼ねて会員三名が向つたが、天候思わしからず、白馬尻より主稜尾根を望見したのみで引返して

しまつた。 

 会としては主稜尾根を如何なる方法で登攀するかいろいろ協議したが、結果として、まず主稜尾

根最初の台地に雪洞を建設して基地となし、 に 進テントを主稜尾根上に張つて待機、チヤンス

を摑んで登攀する計画であつたが、それでは合宿の目標たる新人養成の目的が達せられないので、
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やむなく変 してラツシユ・タクテイツクの方法による計画となつたものである。私達の合宿期間

八日そこそこの日数では、チヤンス（晴天）が二回あれば嚴 季には拾いもので、天候狀態の如何

が登頂の可否を決するのであるから、まず不成功に る可能性がたぶんにあると思つていた。しか

し天候に惠まれれば、主稜尾根上の困難はどうにか乘切る確信はもつていた。 

 加えて、白馬東面を長年研究していた阪大山岳会（浪高 O・Bが主力となる山岳会）が、私達と

同じ目的たる白馬主稜尾根完登を目指して、猿倉小屋手 の日発取入口小屋にベースを置いて待機

していた。学生山岳部と社会人山岳会の二つのパーテイは一回目の攻撃も、二回目の完登も行動を

共にした。二パーテイの强引なアルバイトは登攀が困難になるにつれ互いに助けあい、二隊は一隊

となり、やがてはアタック全員一個の强力なものとなつて、最後の難関にぶつかつていつた。ベー

スを発つてより苦鬪十八時間余、夜間登攀により主稜直下の雪庇乘越えに成功吹きすさぶ山頂に五

人は感激の固い握手をかわし、ここに白馬主稜尾根完登の目的は達せられたのである。                                     

（ 中京山岳会 ） 

 

    アタツク日記 

第一回 昭和二十四年 十二月三十日 

 アタツク隊（五峯下まで）中京山岳会＝熊沢友三郞、松下貫藏、加藤富雄、秋山記者。阪大山岳

会＝加藤幹太、大島輝夫 

 サポート隊（七峯下まで）中京山岳会＝靑山茂、辻健輔。阪大山岳会＝松久博、家田千尋、細見

一仁 

十二月三十日 曇 三日間降り続いた雪も二十九日やつと止み、天候回復のきざしに明日は攻擊と

準備万端 OK。三十日午前二時、目覚時計のベルに起床、見あぐる は星がまたたく快晴だ！ 嚴

期の初登攀に胸は躍動する。四時出発、靜寂をついてスキーは林間を縫つて高度をあげていく。

杓子東尾根の末端をまき白馬尻についた時は、夜もすつかり明け、見あぐる白馬連峯はさかんに雪

煙をあげている。天候は最良とはいえぬが 山としてはよい方だ。スキーは白馬沢側からジグザグ

に主稜尾根末端にとりつき、サポート隊のつけたラツセル路を七峯下白樺の台地につく。ここでス

キーをワカンにかえ、サポート隊の“成功を祈る”の声をあとにアタツク隊は前進、新雪のラツセ

ルに喘ぎながら七峯をまず越

すことができた。六峯の登りも

なかなか手强い。傾斜もだんだ

ん急になり、五峯を指呼の間に

望みながら腰から胸まで沒す

るラツセルのため遲々として

進まず、苦鬪の後やつと五峯直

下にたどりつく。しかしナイフ

狀の主稜は急斜面と粉雪のた

め足場が切れず、それに時計の

針は正午を指している。 途の

多難を思うと自重せざるを得

ない。かくて我々は主峯攻略を

断念、後髪を引かれながら淚を

のんで退却した。 
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第二回 昭和二十五年一月二日 

アタツク隊（完登）中京山岳会＝熊沢友三郞、鈴木時

夫。阪大山岳会＝德氷篤司、家田千尋、大島輝夫 

 サポート隊（大峯下まで）中京山岳会＝加藤人志、平

井富士夫、山盛進、土方芳元。阪大山岳会＝松久

博、久保三郞、小沢逞夫 

 頂上別動隊（頂上小屋に待機す）中京山岳会＝神谷亨、

秋山記者 

一月二日 晴後曇 ハウス・キーパーの徹夜準備に我々

攻撃隊は睡眠も十二分、目覚時計が午 一時三十分を合

図にけたたましく鳴る。 は晴れあがり半弦の月は雪山

を照し、胸の血潮が鬪志をかりたてる。第一回不成功に

つた我々は、今日こそはどんなことがあつても頂上を

踏む！ 固い決意のもとに、 夜準備した裝備品を今一

度点檢、午 二時五十分先発サポート隊は出発する。三

時十五分頃主稜尾根完登を目指す阪大山岳会攻撃隊が

小屋に到着、少憩の後中京のアタツク隊を残して出発、

猿倉台地で中京のサポート隊を追越して白馬尻に向つていつた。我々アタツク隊は阪大の後をおつ

て三時四十分小屋を出発、先発のラツセルに誘導されて五時頃白馬尻に到着。東の はかすかな明

るさを加えたが、無風に近い大雪溪はまだ夜の幕の中。主稜末端の七峯直下で中京のサポート隊に

追いつき、ここでスキー・デポして輪カンに履きかえる。時に七時四十分阪大はここでサポート隊

を残してアタツク隊は先発していた。我々アタツク、サポート両隊は阪大サポート隊と別れて第六、

第七峯鞍部で稜線に取りつき一路頂上を目指して、膝まで沒するラツセルに喘ぎながら高度をとる。

サンサンとふりそそぐ太陽の光は眩しく風なき稜上は春山を思わせ、またと得難きこの日を失して

はと鬪魂に鞭打つて六峯を登りきる。ここでサポート隊から裝備品食糧を受取り、食事をすませて

アイゼンにかえる。アタツク隊のNが体の不調を訴えたのでサポート隊の Kと 代、九時四十分、

サポート隊の“元氣で！ 成功を祈る”の声に見送られて出発する。ここからの稜線は完全なナイ

フ・リツジとなり、稜上の雪を二、三尺拂いのけては馬乘りになる行動は遲々として進まず、やつ

と第一回の引返し地点に到着した。ここでアイゼンに履きかえている阪大アタツク隊と合流、学校

山岳部と祉会人山岳会の協力登攀が行手を阻む自然の城砦にぶつかつていつたのである。 

傾斜はますます急でときには七十度におよび、ピツケルを両手に特つて三尺位掘りさげるが、雪

が膝まで沒するので、掘りさげたところがオーバハングして登行をさまたげる。右に蓮華の胸壁左

に杓子の氷峯と素晴しいパノラマにしばしみとれる。大雪溪を登る別動隊のヤホーが雪山にこだま

して、余韻もながながと の彼方に流れていく。五、四、三峯は依然として雪のナイフ・リツジ、

四峯で十三時二十分、三峯にとりついたところ は卷積雲につつまれ、頂上稜線は雪煙が舞いはじ

め、天候惡化の兆しが我々の鬪志に一抹の不安をあたえる。氷雪をまとつた問題の二峯の岩場は、

右を捲くコースをとる（夏のコース）が、ジツヘルされたザイルは一向のびていかない。 対駄目

だ！ とトツプの Tはコース変 を傳えるので、やむなく Sが三ツ道具をさげて左へとコースをと

り、二尺位の雪を拂いのけ、岩のリンネをさがして綾線にとりつき、残り四名の引上げに成功して

二峯上に立つ時に十七時、刻々とはい上つてくる夜の幕、頂上から吹きおろす雪煙は顏面をうち、

コース選定に骨を折る。頂上小屋についたのか別動隊のヤホーが烈風にのつて我々の心に安心感を
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あたえる。岩についた雪はしまらず、 進は困難をきわめる。なるべく岩場をさけて正面の氷雪の

壁に向つてコースをとる。十九時、頂上より二十米北に下つた稜線の雪庇下にたどりつく。ベース

を出発してより十五時間余のアルバイトは我々五人の精根をあますところなく奪い去り、打ち振る

ピツケルの も鈍い。雪庇乘越えにあらゆる手を打つたが頑として雪庇は我々を寄せつけない。別

動隊と連絡をとるべくヤホーを連発したが、聞えるものは猛り狂う風の のみ……。 

 万策つきた我々は雪庇下に橫穴を掘り、ビバークと決めるが、かくあることを予期していた中京

パーテイはツエルト、燃料、食糧等を準備していたのに、阪大パーテイは用意とてなく、ビバーク

を決行すれば犠牲をだすことを覚悟しないわけにはいかない。沈默の中でくずれ落ちたいと思う五

つの肉体が、何糞と立上る五つの魂と鬪つていた。「もう一度やつて見よう」と阪大の I が橫穴の

上部をめがけてピツケルを大きく振り下した。そのとき――意外にも、あまりにもあつ氣なく、ぽ

つかりと雪庇は夜 に向つて口を開いたのである。退却ではなく、前方にむかつて運命はその扉を

開いてくれたのだ。最後の勇氣をふるつて、一步々々愼重に我々五名は雪庇上にそして頂上標へ、

さつとたたきつけてくる雪煙のなか、凍つた身体をすり寄せて感激の固い握手を したのである。

時に二十時三十分。 

赤々と燃える木炭火に、完登の喜びを語る声ははずみ、なごやかな雰囲氣を小屋一杯に漂わせて

いた。 （鈴木時夫記） 

 【記錄】猿倉小屋（二･五〇）白馬尻（五･〇〇）スキー･デポ地点（七･四〇）六峰下（九･四〇）四

峰（三･二〇）二峰（一七･〇〇）頂上（二〇･三〇）頂上小屋（二〇･三五） 

 

あとがき 

 本計画は に述べた経過にもとずく他に、われわれが会発足以來一貫してとつてきた二つの方

針の下に生れたものでもあつた。その一つは（下級部員の

育成の名の下に会全体としての目標、レベルを決して下げ

てはならない）万難を排して意識的に向上を目指すという

ことである。 季合宿に本格的な登山計画を放棄し、会全

体がスキー練習に準ずるということはわれわれが低いなり

にも長年かかつて築き上げ到達したレベルを下げることで

あり、かかることはフレツシユマンにとつてこそ充分必要

であるけれども、それ以外のものにとつては必要以上に「登

山におけるスキーの比重」を重くとり過ぎることであり、

山の重要性に対する甚だしい軽視であると結論したが故

である。 

 もう一つのことは、本計画を遂行するための方式である。

われわれは戰後以來の積雪期における全計画にラツシユ・

アタツクの方法を、所謂二十四時間連続行動主義の名の下

にとつてきた。これは戰後の経済的な制約の下にあらわれ

た物質、時間、人員というワク
．．
の内にあつて、これを容認

しながらも飽くまで本格的な登山を遂行しようとしたわれ

われが、一般條件に最適のものとして採り上げた方法であ

り、鹿島鎗北壁をはじめ北岳バツトレス第二尾根などの成
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功の因をなさしめている。吾々はかかる一般的條件の変遷を無視してまでラツシユ・アタツクを固

執するものではないが、本 季の主稜アタツクも本方式に百パーセントの自信をよせていた。即ち

①十日晴れと称する日本の 季においてキヤンプ設営などに逃した貴重な一日の快晴は、十日前後

の合宿に対しては既に明らかな矢敗を意味する。②主稜上に設営せぬ限りにおいてキヤンプによる

アプローチは充分サポー卜のラツセルで補い得る。③降路の大雪溪はアタツクに適するような晴天

日の日沒 後（主稜を登り切つた時刻が丁度この頃にあたると考えた）において雪崩に関して最も

ステイプルであり、イージーであると考えられる。などの理由に白馬東面の経驗を加え、北股根據

地から主稜完登後基地帰着のコースに 対の自信を持つていた。この確信が結果としてどうであつ

たかということは 記の記錄文により明らかである。四時間程で登つた夏の経驗を持つていたとい

うことや、一種のホーム・グランドであるという氣易さ、が却つて逆に作用を生んだのか、どうか？ 

これらの問題については「 季の白馬東面」の再認識を中心にわれわれは嚴重な自己批判を行い、

將來にそなえる積りである。     

（ 阪大山岳会 ）                         

＊ 

 完登の跡をふりかえつてみるに予定していたより二、三時間多く費した以外計画通りスムーズに

登攀ができ、またアタック隊員不調の場合はサポート隊員のうちより 代するよう配置したことと、

別動隊を頂上小屋にて待機させたのは精神的によい結果を齎らした。日沒までには頂上を踏めるも

のと信じていたものの、万一のためツエルト及び防寒具、非常食等ビバークの準備をしていたのは、

惡場の行動にもさほど焦らず、 夜の登攀にも私達をゆとりある環境においてくれたことは特筆に

値する。嚴 の主稜尾根は粉雪に 始するスノー・リッジ登攀と、頂上直下がやや表面クラストの

雪壁であるから、ラツセルによる体力の消耗は予想以上に要求せられ、トツプのかき落す雪塊は後

続者の頭上にまんべんなく注がれ、雪の滝に入つているような思いがした。ザイルを 用したのは

四ヵ所で、ハーケンは持参せるも 用せず、二峯の登りの岩場はロック・ハーケンを 用すべきと

ころであるが、肩を踏台にして强引に攀じ登つた。 

 ともすれば対抗意識におちいり勝ちな登山界にあつて、今回の協力登攀は今後の岳界に示唆する

なにものかのあることを信ずる。                   （ 中京山岳会 ） 

＊         ＊     
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37．杉山喜一  「1950年の春山報告五龍岳東面 G5尾根」『岳人』第三十号 

昭和 25年 10月 1日刊 中部日本新聞社発行 

 

 

京 都 大 学 山 岳 部 

 本年一月本誌第二十一号に私達の行つた

五竜東面 G5尾根の記錄を発表したが、本年

三月再びこの尾根に取付き、雪積期の登攀

を完成することが出來たので、ここにその

記錄の 要を報告する次第である。 

〔登攀日記〕 

三月十四日、十五日 先発による荷上げ。

（遠見小屋まで） 

十六日 本隊と合流、最後の荷上げ。 

十七日 小遠見まで荷上げ。 

十八日 小遠見まで荷上げ゜ 

 十九日～二十二日 吹雪のため行動不能。 

 二十三日 大遠見まで荷上げ B.Cを張る。 

 二十四日 四名は小遠見まで荷上げのため往復。三名は G5偵察。四名は B.Cの整理を行う。 

 二十五日 快晴、アタツク S・Fの二名、ラツセル O・K・M三名、サポート T・Y・N.K. N.S.

の四名と分担を定め、アタツクおよびラツセル隊四時二十分出発。 

 ラジウスの調子が惡く、そのために出発が遲れて、白岳沢の底に達するまでに夜は明けてしまつ

た。ラツセル隊の先導によつて取付まで行きここで別れる。五時五十分。（図Ｉ）ここまでは夏の

通りに G5の右側のルンゼを登つて尾根に取付いたが、大きなキレツトを形成して切れ んでいる

ので、また引返して夏通りのルートを取り、ルンゼの右に廻つているところから左の巾の狹いガリ

ーに取付く。傾斜はぐんと强く約七〇度位のところもあり、雪もつかず岩を露出している部分がか

なりあるが未だ早朝であるため比 的アイゼンがよく利くので、時間を惜しんでアンザイレンせず

ぐんぐん登る。夏のようなブツシユ草付は殆ど姿が見えず、アイゼンとピツケルのピツクが唯一の

賴りである。 

 

 約一時間のアルバイトでこの第一の壁は拔けられて、七時には尾根の上に出た。（図Ⅱ）ここま

ではやはり難かしくザイルの欲しいところが四、五ヵ所はある。しかしこの小ルンゼをどんどん登

る以外には G5取付の可能と思われるルートは全くないようだ。夏の偵察の結果ではここまでが山

であとはフエースのみが問題だと思つていたので、約二十分ここで休憩する。しかしここから上は

風が らないためか、腰までのラツセルに予想外の時間を要したが、図Ⅲ点まではテクニカルにど 

 要 約 

  昭和 25年（1950）3月 25日の記録。五龍岳東面 G5の積雪期初登攀。 

メンバーは、杉山喜一、藤村良（以上、京都大学山岳部）。 

行程は、3月 25日 BC－取付－尾根－コルの下－頂上－白岳－BC。 

※昭和 24年 8月、本誌№25で初登攀したルート。 
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うということなしに約二時間を要して九時に到達した。 

 第一～第四までの尖岩は氣づかずに過ぎたが、この図Ⅲ点までの間にあると思われる。ここまで

來て私達は困つてしまつた。というのは北尾根側から第二のルンゼが上つて來て約五十米のフエー

スをつくつており、しかもこれが日光のために今にも落ちそうになつた雪を乘せ、その上に下はク

レバスを作つて今にも下へ落ちんかなの狀態をなしていたからだ。夏はクラツク・リスを應用して

强引に登れたがどこにそんなクラツクがあるのか雪が被つてさつぱり判らないので、强引に雪を蹴

り んで登ることにする。しかし一步出るとクレバスに雪が落ち み一米も上れない。幸い小指位

の太さの白樺が出ていたのでこれでバランスを保つてようやく一米ばかり登り、ここから雪の中に

大きなステツプを作つて登る。トツプは F、ラスト Sのオーダーでアンザイレンする。三十米一杯

出して Fがやつと北尾根側から上る尾根とのジヤンクシヨンに達した。しかしこのジヤンクシヨン

の下は雪庇を形成してオーバーハングしているため、非常な苦労とアルバイトを要し、約一時間を

費した。この間、右は G4 側に雪を全くつけない垂直壁が落ちこみ、はるか下方に G4との間のルン

ゼが見えているだけだ。このジヤンクシヨンから上は北尾根側にはやや緩い傾斜をなしているが、

始 スノーボールが落ち、うつかり通れば何時落ちるか判らないので、ナイフリツジの眞上 G4側

に氣をつけながら眞直ぐ登る。これも約三十米でやつと目前に見える尖岩の下に達した。（図Ⅳ）

時刻は十時三十分でこのⅢ Ⅳ間の約六十米で一時間三十分を要した訳だ。ここで約三十分休憩す

る。 

 さてこの尖岩（雪積期に認められる唯一の尖岩）だが眞向から越すことも出來ないので先ず向つ

て左側を捲くことにしたが、どうしても三米ばかりで先へは行けないので、遂に G4側を捲くこと

にする。尖岩に沿つて右へ捲くと G4側へ急崖をなして落ち んでいるが、一寸した雪棚が捲いて

いるのでこれを傳う。尖岩にピトンを一本打つて確保に用いた。尖岩を捲き ると向う側でまた尾

根に這い上る間に一つのクレバスを作つていたが思い切つて飛び越え、 に十米登ると尾根から五

米位（G4側の）下にある棚に出た。しかも雪庇を形成してこの間は完全に垂直となつている。仕方

がないので、一步ずつピツケルで掘つて足場を固めながら、斜に溝を掘るような調子で危くこれを
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越すことが出來尾根の上に達する。（十一時四十分頃）この先が最後のフエースとなり、その間に

マツチ箱狀の岩がある。このマツチ箱とフエースとの間にルンゼ Dがきてコルを作つている。この

マツチ箱は越せそうにもないし、また北尾根側も捲けないのでルンゼ D側を捲くことに定め、ここ

で先ず中食を取る。十二時ここを出てマツチ箱を捲く約十五米岩に沿つて行くと、岩から雪が離れ

てスノーブリツジのようになつてマツチ箱の向う側に続いているので恐る恐るこれを渡る。渡り切

ると前記のフエースの下のコルの下約三米のところに出る。この三米はまた G4側に雪庇を出して

いたが、思つたより簡單にコルに出ることが出來た。（図Ⅴ）ここで G4頭の辺まで來ていたサポー

トパーテイとヤツホーを 換する。（十二時三十分） 

 ここから見たフエースはルンゼ D 側と北尾根と G5との間のルンゼに落ちる部分と二面になり、

登攀の対象となるのは後者で、ルンゼ D側は登れそうにない。始め夏の通り眞正面の岩群の下に出

て右ヘトラバースしようと思つたが、雪崩が恐ろしいので眞直ぐに登る。一步一步蹴り んでは固

めて登るので非常な時間を食う。二十米までは比 的樂に登れたが、それから上が全くの急傾斜七

十度位で中々進まない。遂に約十五米登るのに二時間余りを要し、この三十五米ばかりを登るのに

三時間ばかりを費して、この正面の岩群の眞橫についた時は十六時になつてしまつた。（図Ⅶ）頂

上まで後四十米位だし、登り切れると思つて一寸左へ行つて岩群との間のルンゼに入つたが、垂直

～オーバーハングの靑い岩に雪が二、三寸くつついているだけでとても登れない。サポートも大分

前に上に着いてお茶をわかしてくれており、また劔の方が荒れて來たと声をかけてくれるが一寸も

進めない。やむなくここでオーダをトツプ S、ラスト Fとかえ、思い切つて少し下つて岩群の下を

左側ヘトラバースする。（図Ⅵ）この岩群に確保用のピトンを一本用いた。案外簡單に雪崩を起す

こともなくこの岩群の向つて左側のルンゼを登る。ここも約七〇～八〇度の傾斜で岩に雪が二三寸

ついている程度だが、何とか雪を拂いのけ、また側面の雪の深いところを蹴り んで約七米登ると

全く垂直の壁に衝突してしまつた。しかしこの高さ約二米で丁度手頃のところに偃松の根があり、

これに四本指が掛つたのでやつと乘り切ることが出來た。これから に不安定なバランスを保つて

ルンゼを約一五米登り、斜左上に三米ばかり登つてここでラストを確保する。しかし確保するよう

な場所がないので雪に孔を掘りここにピツケルのシヤフトを打ち んでこれにビレイする。時計を

見るともう十七時前だ。强引に Fに登つてこさせる。もう稜線まで約十米だ。比 的傾斜は緩くな

り六〇～七〇度位となる。稜線にサポートの顏が四つ並んで見える。やつとの思いで最後の十米を

登り切つてサポートと握手したのは十七時三十分、次いで Fが登り切つたのは十七時四十五分だつ

た。（図Ⅷ） 

 先程から曇つていた がしぐれ出して

濃いガスに包まれ、全く視界は利かなく

なつたが、大急ぎで熱いお茶を呑んでサ

ポートのつけたトレースを辿り、五龍頂

上通過は十八時四十分、白岳へ向う途中

日はとつぷり暮れてしまい、白岳着は十

九時二十分、さつぱりどこがどこだか判

らないが、幸いサポートのシユプールが

残つていたのでこれを賴つて氷雨の中を

無事に BC に帰着することが出來た。時

に二十時四〇分。 
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 二十六日 BCにて沈澱。 

 二十七日 晴後曇、S・F.H、N.S、O・K・I・Mで遠見尾根より五龍往復。 

 二十八日 F.M、 N.S、K・I の四名は白岳より唐松往復、S・Y・N.M、M は白岳―五龍 G5頭

往復。 

 二十九日 撤収。 

登攀隊装備＝ザイル 30㍍、カラビナ（5）ハーケン（10）ハンマー（１） 

隊員＝杉山、藤村、築山、八阪、中村、藤原、小川、中島、川淵、井上、森井以上十一名。 

 

 以上で G5をハウプト・クレツテライとした私達の五龍東面の報告は るが、新人訓練を目的と

したために、バリエーシヨンは G5のみに つたが、未だ G4、G6、北尾根を含む五龍東面壁は未踏

の困難なルートを持ち、全く開拓されていないので、將來に残された問題は多い。このささやかな

登攀がこの方面を志される方の一助ともなれば私達の喜びは に大きい。出來るなら私達は に來

春こそこの G4、G6、G1の登攀を完威したいと念願している。 

          （ 杉山記 ） 
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38．傘木徳十  「白馬岳より前穂高岳までの縦走」『岳人』第 190・191号 

昭和 39年 1月 1日・昭和 39年 2月 1日刊 東京中日新聞発行 

 

  

 一九五三年三月の記録 

 今や登山界は挙げてヒマラヤブームで、ヒマラヤでなければ山でないような、浮き足だつた山岳

会もあり、それが日本の山を軽視する風潮さえ生んでいるように感じられるのはあながち筆者のみ

ではなさそうである。 

 大学山岳部も新制に移行して以來、かなり弱体化しているにもかかわらず、日本の山々はヒマラ

ヤヘのトレーニングの場所であるかのように考えられてはいないであろうか。しかもそれでいて穂

高や剣に極地法研究とやらで、夏山なら一日で登れるような短い尾根に多人数でしかも長期間にわ

たり、大量の物資を持つて、不必要と思われるキャンプを次々と設け、それがさながら大きな山行

であるかのように考えている。これでヒマラヤへのトレーニングなどとは、思いあがりも甚しいと

 要 約 

  昭和 28年（1953）3月 3日～4月 1日の記録。白馬岳より前穂高岳まで全行程の積雪期

初縦走。 

メンバーは、傘木徳十、増田昌司(以上、法政大学山岳部)、小山義治、太田年春(以上、北

穂会）。 

行程は、3月 3日～ 8日 白馬大池駅－白馬乗鞍岳－小蓮華岳－白馬岳－白馬鑓ヶ岳－

不帰第 2峰－唐松岳－唐松小屋。 

9 日～13 日 唐松小屋－五龍岳－鹿島槍ヶ岳－爺ヶ岳－岩小屋沢岳－鳴沢

岳－赤沢岳－スバリ岳－針ノ木峠。 

14 日～19 日 針ノ木峠－蓮華岳－北葛岳－七倉岳－船窪岳－不動岳－南沢

岳－不動岳－烏帽子岳－三ッ岳－野口五郎岳－鷲羽岳－三俣

蓮華岳－双六小屋。 

21 日～31 日 双六小屋－千丈沢乗越－大槍－南岳－涸沢岳－奥穂高岳－前

穂高岳－上高地。 

4月 1日 上高地－松本。 

※法政大学、信州大学、北穂会合同隊による白馬岳、五龍岳、鹿島槍ヶ岳、針ノ木岳、

烏帽子岳、三俣蓮華岳、双六岳、槍ヶ岳、北穂高岳、奥穂高岳、前穂高岳への縦走記

録。30日間で行われた。 

※当初縦走隊 7名、サポート隊 14名、計 18名（重複している者がある）で計画された

が、最終的に縦走したのは上記メンバーである。 
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いわなければならない。それに、近年は比較的降雪量も少なくなつているためか、ちよつと降雪が

多いと、あちらこちらで簡単にアクシデントを起こす。このような学生登山界の傾向に反発を感じ

たところから、この白馬岳―前穂高岳の縦走については殊更にものごとを大ゲサに考えることを警

戒した。 

 A地から B地まで最も短い日時で行くには、まず往復ボッカをしないこと、また荷物は一人四〇

㌔にとどめること。なおコースを四つに区分し、それぞれの日時を約十日間としてみた。途中三カ

所で適当に食糧その他の補給をして、山行をつづければよいというわけである。あれこれ回転の悪

い頭をひねつて、補給地は八方尾根から唐松小屋、籠川入から針ノ木峠、高瀬入千丈沢から双六小

屋と三地点がうちだされた。その区分は 

 一、栂池―白馬岳―唐松小屋 

 二、唐松小屋―鹿島槍ケ岳―針ノ木峠 

 三、針ノ木峠―烏帽子岳―双六小屋 

 四、双六小屋―槍ケ岳―前穂高岳―上高地 

 とし、一と四は八日間、二と三は十一日間とした。期間は悪天候日を考慮して行動二日に予備三

日間の割合いにし、合計三十八日間を予定した。 

 第一段階は、大糸線白馬大池駅から栂池に出、白馬岳を経て天狗ノ大降りまで、この間はむずか

しいところはなく、不帰ノ嶮でどうシゴかれるかがポイントである。 

 第二段階は、唐松岳から五竜岳を経て鹿島槍を越えるまでがポイントで総体的に重量感のある稜

線である。 

 第三段階は、高度は最も低く余りすつきりしないが、針ノ木峠から烏帽子岳までは深い柔らかい

雪のラッセルがありそうで、この縦走の後半はバテこみを最も警戒しなければならない。 

 第四段階は、いうまでもなく槍―穂高である。ここが全コース中で最も技術的なものを要求され

る。最終段階で日程に余裕ができれば、北穂高小屋を根拠に滝谷のアタックも考えたい。下降ルー

トは前穂高岳から奥明神沢―岳沢を経て上高地へ下る。 

 サポートは、隊の行動に一つの山行としての意義をもたせ、サポートをするのだという負担を直

接に感じさせないようにし、併せてリーダー養成の総仕あげに役立たせることにした。針ノ木では

赤沢岳猫ノ耳尾根の冬期初登攀と鹿島槍の往復を狙い（約十五日間）双六では槍の登頂と赤岳、硫

黄岳のヤセ尾根の逆縦走を予定した（約十八日間）。 

 以上のような計画の下に山行は行なわれたが、各パーティに期間の長いこと、スケールの大きい

ことなどを感じさせないような雰囲気をつくるように心がけた。 

■縦走隊■ 

 傘木徳十 増田昌司 伊藤繁（槍ケ岳より） 信大山岳部小松英夫（烏帽子まで） 畑中滋光（赤

沢岳より船窪まで） 北穂会小山義治 太田年春 

 ■サポート隊■ 

 唐松隊＝伊藤繁 大屋悌二 田中温夫 

針ノ木隊＝信大山岳部清水一晃 青山俊吉 畑中滋光 坂田英明 畑中滋美 平沢 平井 

 双六隊＝伊藤繁 生原鐘一 大屋悌二 田中温夫 

   縦走日誌 

 三月三日 曇後風雪 

 白馬大池駅九・〇〇－親ノ原一〇・一〇－ 一・三〇－清水沢一四・三〇－神ノ田圃早大ヒュッテ一
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八・一〇 

 毎度ながら天手古舞いの山支度、汽車に乗るまで雑用は追つかけて来るものだ。しかし、ひとた

び車中の人となると何でもなかつたような気になるのもおかしなものである。 

 白馬大池駅からの栂池への道は最短距離といわれるがどんなものであろう。小松君が就職試験の

ために一日遅れとなり、五人分の荷物を四人で担ぐので結構ルックザックは重く時間もかかる。の

みならず途中でスキーをおろすための人夫を雇いに南小谷
お た り

村まで行つたり、またスキーを楽しんだ

りしたので、神ノ田圃に着いた時はもうとつぷりと日は暮れ、そのうえ猛吹雪で大いにバテる。早

大ヒュツテには番人がいたので予定を変えて厄介になることにする。 

 三月四日 晴 滞在 小松来る 

 きようは惜しいような好天気であるが、小松君を待つて午前中は兎狩り、午後はスキーを思う存

分楽しむ。夜は兎のササ肉の刺身に少々ご機嫌である。 

 三月五日 曇後風雪 

神ノ田圃早大ヒュッテ六・一〇－白馬乗鞍岳九・三〇－白馬岳一三・五〇－白馬山荘一四・〇〇 

 早朝に起床、具合の悪いストーブに不快な思いをしながら炊事、出発の準備を終わつたのは六時、

小屋番へのあいさつもそこそこに飛び出す。ここからは輪カンジキとアイゼンになるのだがきよう

はかなりのラッセルアルバイトが予想される。ジャンケンでラッセルの順番を決め、六時一〇分白

馬に向かう。 

 空模様は高曇り、午前中も持つまいと思つていたが、案の定九時頃から雪となる。栂池の上手を

通り、森林帶を抜けて白馬乗鞍の大斜面を登る。手頃なラッセルに結構汗ばむ。雪に埋もれた大池

を右手に白馬乗鞍岳に立つた時は辺りは灰色と化し、風雪となる。輪カンを外しアイゼンを着ける。

舟越ノ頭、小蓮華岳はアイゼンのきしみも快調に通過し、いよいよ白馬岳の登りにかかる。風雪で

視界はきかず、頂上らしく見えるピークを幾つも越えて午後一時五〇分、頂上の方位盤の前に立つ。 

 雪の吹きこんだ白馬山荘の小屋住いは余りよくはないが、何の文句がいえよう。夜は強風。相当

な寒気を感ずる。 

 三月六日 晴 最大風速三十数㍍ 滞在 

夜来の烈風はゴウゴウうなりを立てて、小屋もきしむ凄さだ。 

 滞在ときまれば寒い思いをしての小屋住いはあほらしい。いわんや小屋周辺における幕営や雪洞

生活は思いもよらない。一室を整理して夕食はスキ焼で舌鼓を打つ。 

 三月七日 晴 飛雪最大約三十㍍ 

 白馬山荘七・〇〇－白馬鑓ケ岳九・〇〇－天狗ノコル一一・三〇－不帰第二峯一四・〇〇－唐松岳一

五・〇〇－唐松小屋一五・二〇（サポート隊と合流） 

 いくら風が強くとも、二日目の晴天を見送るに忍びなく、山荘を飛びだす。小屋から出てしまえ

ばこちらのもの、風に叩かれてよく締まつた稜線を前進する。だが、越中あげの風は雪をともなつ

て、ともすれば前を歩く人の姿が見えなくなる。 

 雪煙をあげる白馬三山は種々な形で壮麗華麗な姿を見せてくれる。杓子岳中腹からの白馬岳はま

さにジャパニーズマネスル（マナスル）というところ。白馬鑓ケ岳はやけに壮大である。朝からの

烈風も不帰ノ嶮に近づくにつれ地形のしからしむるところか、かなり弱まつてきたので一息入れる。

天狗ノ大降りから不帰ノ嶮はぐんぐん近づき大きく迫つて来る。天狗ノコルで昼食の後、アンザイ

レン。約二時間で第二峯に立つ。余りのあつけなさ、きようは雪と岩の状態が特別によかつたので

あろう。 
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 午後三時、唐松頂上を踏み、伊藤君らのサポート隊に迎えられて唐松小屋に入る。夕陽に浮き出

た剣岳はいつものように美しかつた。 

 三月八日 風雪 滞在 伊藤連絡下山 

 けたたましい目覚時計のベルに叩き起こされたのは四時、誰かがもそもそと起き出して外に出て

いつたが、どうも天候は思わしくないらしい。再び深い眠りに落ちる。何とも気分のよい眠りであ

る。 

 昼頃、伊藤は連絡のため下山。外は相変わらずの風雪である。 

 三月九日 晴 サポート隊下山 

 唐松小屋七・〇〇－白岳一〇・四五－五竜小屋一〇・五〇＜五竜岳往復＞五竜小屋泊 

 きのうの雪はすつかりやみ、きようはからりと晴れあがつて春山日和である。サポート隊に送ら

れて五竜岳に向かう。牛首ノ嶮とやらは補給したばかりの重い荷物では敬遠した方がよいらしく、

五竜小屋建設のためにつけたという巻き道を通つて難なく通過する。それでも最低鞍部に達するま

では露出した岩場が多く慎重に歩を進める。白岳への登りになる頃からガスが発生し、壮大な五竜

岳の山容の見え隠れするのは印象的であつた。 

 白岳を越えて聞もなく、新設の五竜小屋に到着する。小屋で昼食をとつている間に誰からともな

く軟化して、とうとう五竜小屋泊まりとなる。穂高まで縦走しようというのに昼からタルミとは何

事であろう。 

 午後、若い連中が五竜岳までステップを切りがてら往復。夜、風強し。 

 三月十日 晴後曇 風強し 

 五竜小屋六・三〇－五竜岳八・〇〇－八方キレット小屋一二・〇〇－東沢巻道－八峯キレット一四・

〇〇－鹿島槍ケ岳北峯一五・三〇－吊尾根雪田地帯一五・四〇 雪洞建設 

 六時半、この縦走の第二のポイントである鹿島槍へ向かう。夜明け頃から変調になつていた空模

様は、剣・立山方面からドス黒い雲をのばして来た。八時、五竜岳を踏み、ようやく八峯キレット

までの悪場に向かう。登つては下り、下つては登り、アイゼンをガリガリいわせて幾つかの岩稜を

越え、十二時、キレッ卜小屋に着く。ここで昼食。小屋には雪が半分も吹き込んでおり寒々とした

感じでさすがここでは軟化説も出ない。キレットは下を巻く。鹿島槍寄りの雪をかぶつた夏道を登

りきると北峯までは雪の締まつた稜線である。強風にあおられながら一気に北峯まで登る。時折雪

煙にまかれながら吊尾根の雪田地帯に初の雪洞を掘る。かねてから一度雪洞を掘つてみたいと思つ

ていた場所だけに、心浮きうきとでもいいたいところ、ホールは五―六畳の広さで快適この上もな

い。 

 夜は大町小唄の「夜の安曇の光る町」を期待したが、残念ながらガスのために望見できなかつた。 

 三月十一日 曇後雨 

 鹿島槍ケ岳吊尾根九・三〇－鹿島槍ケ岳一〇・〇〇－冷池小屋一一・三〇－爺ヶ岳主峯一三・三〇 雪

洞建設 

風こそないが濃霧でどこも見えない。雪洞に名残りを惜しみながらもたもた出発準備をしている

うちにガスも切れそうになつたので出発。南槍を越えるとガスが切れたが、どんよりした空は明ら

かに雨模様である。布引岳を下る頃からアイゼンはダンゴになりうんざりする。冷池小屋の裏で昼

食をとつているうちはよかつたが、爺ケ岳の登りにかかるところで、遂に雨が降つて来た。爺主峯

の南面に急拠雪洞を掘つたが、堅雪のため随分手間どり、全身ずぶ濡れとなる。ホールができあが

ると早速中に飛び込み、ザックの上にしばし茫然と坐りこむ。夕食のできるまで一眠りするものも
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ある。夕食でひとまず身体は暖まつたが、濡れねずみはいかにせん、寒々とした一夜を明かす。 

三月十二日 晴夕刻雪 

 爺ケ岳一二・三〇－種池－岩小屋沢岳－新越乗越一五・三〇 雪洞建設 

 きのうの雨ですつかり濡れ物ができて、いささか参る。濡れ物はザックに詰めこんだが最後、下

山するまでは乾かないのを覚悟しなければならないし、第一に不要な水を持つて歩くこと自体馬鹿

らしい。よい日射に午前中は物干しである。 

 午後は行けるところまでと汗ばむほどの快晴の稜線を岩小屋沢を越え、新越乗越までゆく。白馬

方面から見た剣・立山は遥かなる感じだつたが、岩小屋沢岳まで来るとさすが間近かに見える。大

窓、小窓、三ノ窓、平蔵ノ窓と窓を一杯に明けた剣岳の壮観さ。雪洞を掘つているうちにまた天候

が変わつて雪となる。 

 三月十三日 風雪時々薄日 

 新越乗越八・四〇－鳴沢岳九・四〇－赤沢岳一○・三〇（サポート隊にあう）－スバリ岳一三・〇〇

－針ノ木岳一三・五〇－針ノ木峠一四・三〇 雪洞建設 

 昨夕からの雪は結構積もり、吹溜まりは五〇㌢にもなつている。僅かの薄日を見て出発。しかし、

黒部側から吹きあげる風は案外にひどい。 

 地吹雪にあおられながら鳴沢岳を越え赤沢岳に達すると、幕営中のサポート隊を発見する。悪天

候に危うくすれちがうところであつた。ヤアヤアと喜びあう。お茶などをご馳走になつてから、畑

中君を縦走隊のメンバーに加えて針ノ木へ向かう。岩の露出したスバリを通過し、針ノ木峠に下る。

峠の小屋は半分くらい露出していたが、中には雪がつまつているので信州側に次の間つきの大ホー

ルを掘る。 

 三月十四日 風雪 滞在 

 きのうの天候に行動したことを思えば、きようも行動できぬはずはなさそうであるが、このとこ

ろ連日の行動で幾分バテ気味なので滞在とする。 

 三月十五日 曇強風 

 針ノ木峠八・四〇－蓮華岳九・四〇－北葛岳一一・一五－七倉岳一三・三〇－船窪小屋所在地一四・

〇〇 雪洞建設 

 一日休養したためか、また脂肪分をとりすぎたためか、朝から息苦しく油汗が流れる。この辺の

稜線はだらだらでそれほどきつくはないのだが、悪コンディションで第三段階後半の縦走に入る。

蓮華岳の下りは強風によつて雪のつかないところが多く、露出した岩場にアイゼンはギイギイきし

み嫌な思いをする。北葛岳の登りから雪は締まつて足どりはようやく快調になる。しかし、雪の締

まりすぎた下降はときどきステップを切らされる。北葛岳の頂上ではどうしたはずみか増田君のア

イゼンのツァッケが一本折れてびつくりする。 

 七つの岩峯を越えて七倉岳に登る。この辺からみる針ノ木・蓮華岳はなかなかの偉容である。七

倉岳をだらだら下りつづけると船窪小屋があるはずであるが、小屋は一向に見当たらず掘立小屋の

骨組みだけでがつかりする。おそらく宣伝の方がさきにできあがつたのであろう。この付近は高度

も二〇〇〇㍍近いためか積雪は案外に少なく、ひどいところは一㍍少々の積雪量で雪洞など掘れた

ものではない。思案の結果、掘立小屋の吹溜まりを掘つてみたところ、ここには堅い雪が充分詰ま

つておりほつとする。ただ、積雪量の少ないことから雪洞の位置について意見が二つにわかれ、つ

いにパーティそのものが二つにわれて作業を開始。いささか険悪な空気となり、一時はどうなるこ

とかと懸念されたが、一方で見こみが立つと片方は炊事に転向、夕食の時には結構何でもなかつた
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ように涼しい顔である。縦走も後半に入り、心理的にもやはり疲れていたからであろう。 

（ 法政大学山岳部 OB ） 

『岳人』第 191号 

 

 十六日 曇後雪 

 船窪小屋所在地九・〇〇－船窪岳一〇・三〇－二二九一米峯一二・一〇－不動岳肩一七・〇〇－雪洞

建設＜畑中、七倉より下山＞ 

 きのうから足の痛みを訴えていた畑中君は、ヒョウソウの心配もあるので、七倉から葛温泉を経

て大町へ下る。 

 ガスの中に薄日がさしこみ、霧氷をつけた木々が美しく映える。対岸に見え隠れする崩壊璧の雪

面も印象的である。きようは縦走中の最低部分である。雪に悩まされそうな予感がする。案の定、

不動沢の崩壊壁にそつた稜線はピークの連続で、ブッシュもあり、そのうえ二、三歩ごとにブレー

カレブルクラストの雪面は割れて腰まで落ちこむ。加えて下降斜面はアイスバーンとなつていてス

テップカッティングを強要されるなど、全くの難行苦業である。 

 二二九一㍍峯を登る途中から雪になる。 

 無名峯を降つて不動岳をかなり登りつめたと思つたが、ラッセルに時間をかけすぎたので、結局、

不動の肩で午後五時となり、雪の降りしきる中を大急ぎで雪洞を掘る。しかし軟雪で作業ははかど

り、夕闇迫る頃には立派な住居ができあがる。シラビソの枝を厚く敷きつめたので住み心地は申し

分ない。 

 十七日 晴 

 不動岳肩九・四〇－不動岳一〇・二〇－南沢コル－南沢岳一三・三〇－烏帽子岳一五・〇〇－烏帽子

小屋一六・〇〇 

 きのうからの降雪は五〇㌢、朝のうちは濃いガスに閉ざされた山々も、次第に壮麗な姿を現わす。

新雪を蹴つて一気に不動岳を越える。 

 南沢岳を登る頃、時折高瀬谷の鈍い雪崩音を聞く。そのうち今度は足元の雪が南沢へ落ちて行つ

たが、斜面は緩く途中でとまる。カモシカのラッセルぶりを間近かに拝見する。四本足とはいいな

がら、あの細い足で泳ぐように雪の中を歩くのはさぞ大変であろう。南沢一帯の山容は意外にゆつ

たりしているので、何だか東北あたりの山でも歩いているような錯覚を起こす。 

 南沢岳からコースは左に折れる。このあたりは全くの岡歩きである。烏帽子岳はその岡の上にち

よこなんとある感じで、遠目には貧弱であるが、近くからみるとなかなかいきな格好をしている。   

 烏帽子小屋までは僅かであるし、時間も余裕があるので、面白がつて烏帽子の岩稜を北方から克

明にたどる。強い風も出て雪煙も盛んにあがるし、なかなか気分の出るクライムではあつた。今晩

は白岳以来ひさびさの山小屋泊まりである。 

 十八日 風雪 滞在 

 小屋生活はよかつたが、通風の悪い建物は薪がけぶつてたぬきいぶし、誰も彼も目をしよぼしよ

ぼさせている。医療係の目薬販売は大はやりである。 

 それでもお湯を作つてひげをそる者、またすり切れたオーバーシューズをつくろう者、果てはあ

す下山の小松君に托すべくラブレターを書く者など、思い思いのことをしながらも充分休養をとる。 

 十九日 晴 小松下山 

 烏帽子小屋六・四〇－三ッ岳七・五〇－野口五郎岳九・一〇－水晶小屋一一・三〇－鷲羽岳一三・〇
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〇－三俣蓮華岳一五・一〇－双六小屋一六・一

五 

 就職の面会があるため下山する小松君と別

れ、きようは双六小屋までと意気ごんで出発

する。 

 三ツ岳、野口五郎岳といい調子のピッチで

ある。この分なら夏時間で充分のようである。

目ざす槍、穂高は目前に迫り、北の空をかえ

りみれば遥かに白馬、鹿島槍連峯は重畳とし

て、よくぞ来しものぞと愉快である。 

 水晶小屋で昼食をとる。小屋は前年再建さ

れたようだが、風がアラシでつぶれたらしく

屋根の一部が見えるだけである。 

 鷲羽岳を越えて三俣蓮華小屋付近へ出ると、

平は一面の雪である。小屋のありかは皆目わ

からない。ここを通つて三俣蓮華岳まで出る

とアイゼンの跡を見つける。サポート隊はす

でに双六小屋に待機しているものと、声をか

けながら一目散にゆく。だが小屋には最近人

の入つた形跡はあつても、わがサポート隊の

姿はなくがつかりする。もつとも約束は三月

二十日後ということにしてあつだのだが……。

それにしてもあすは二十日である。何となく

不安になる。それに食糧を烏帽子小屋に置い

て来たということが悔やまれる。             

二十日 風雪（みぞれまじり） 

きのうの快適な日和にくらべて、きようは

叩きつけるような風雪である。そのうえ乏しい食糧の食い延ばしのためのお粥とは何と情けないこ

とであろう。 

 サポート隊の安否も気になるので、いたたまれなくなり、風雪を衝いて出発した。一応千丈沢へ

と志したのだが、烈風に視界は零、樅沢岳ではリング・ワンデルングをやりかけ、前進することの

無謀を悟つて小屋に引き返す。みぞれまじりの雪は立ちどまつていると、ピッケルにも体にもたち

まちエビノシッポがつく。 

 みぞれで濡れ損とは相成つたが、ともかくも致し方のないことである。空き腹を抱えて後は静か

にシュラーフザックにもぐるのみである。空腹で眠れず、夜中にもぞもぞする。 

 二十一日 風雪 

 双六小屋一〇・三〇－千丈沢乗越一四・三〇－千丈沢下降－千天出合一七・〇〇 

 サポート隊を探すため、仕方なく千丈沢を下つてみることにする。風雪はきのうにくらべると問

題なくおとなしいが、ガスつていることに変わりはなく、きのうのワンデルングの場所は慎重にル

ートファインドして通る。 
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 空腹に足取りはすすまないが、ともかく千丈沢にはいる。千丈沢はきのうのみぞれのためであろ

う、珍しく大きな雪崩が出ている。もしやとの思いでデブリの末端などを探してみたり、全く気が

気でない。仲山沢出合あたりからシュプールが見えた。どうやらサポート隊は来ているようだ。沢

がせばまつて来ると間もなく千天出合である。掘立小屋には伊藤君ら四名が元気な顔を見せて天候

の回復を待つており、ヤレヤレの思いであつた。もしやと思つたのは思い過ぎで、問題は縦走隊の

足が早過ぎたことにあるようである。ともあれひさしぶりに谷川の音を聴き、うまい水を飲む。そ

れにサポート隊心尽くしの夕餉にありつき、いつの間にかすつきりした気持になる。 

 二十二日 快晴 

 千天出合七・三〇－千丈沢－千丈沢乗越一二・一〇－槍ヶ岳山荘一四・〇〇－大槍登頂一四・三〇～

一七・三〇 

 一夜にしてコンディションは立ち直り、サポート隊とともに槍へ向かう。快適にクラストした千

丈沢はアイゼンだけでバカスカとはかどる。からりと晴れ上がつた天候に結構汗ばむ。ウインドヤ

ッケをぬぎ、マフラーを外す。北鎌尾根や赤岳を仰ぎ見ながら干丈沢をつめ西鎌尾根を登る。 

 槍ケ岳山荘には早目に到着したので早速全員で大槍に登る。二パーティに別れたが四名なので暇

がかかる。堅氷に閉ざれた夏道にステップを切るたびに氷片はカランカランと快い音を立てて落ち

てゆく。ひさしぶりに氷壁の感触を味わう。 

 縦走もいよいよ大詰めに近づいた。目ざす穂高連峯は夕陽を浴びて指呼の間にそそり立つている。 

 二十三日 風雪 滞在 

張りきつて早朝に起きたが、あいにくの風雪である。滞在ときめれば、暗い小屋の生活も結構よ

く思える。大分よごれているので、一日衛生係を勤める。どこであろうとも常に綺麗でありたいも

のだ。よく無人になつた小屋の使用者が、あとをかたずけずに出かけているのを見かけるが、歎か

わしいことである。 

 二十四日 晴後曇 

 槍ケ岳山荘七・〇〇－南岳八・三〇－大キレット一二・〇〇－北穂高小屋一五・一〇 

 縦走隊は伊藤君が加わり五名となる。生原君たちのサポート隊は赤岳を逆縦走して下山する。サ

ポート隊と送り送られつつ穂高に向かう。 

 稜線はアイスバーンとなつていたので、アイゼンを軽くきしませながら、南岳まで一気に飛ばす。 

 南岳ではあるパーティが先に行くのかと思つているとツェルトザックを張つて小休止し、さつさ

と引き返したので唖然とする。南岳の下降には不帰以来しなかつたアンザイレンをして、慎重に鎖

場を通過する。キレット南端付近のやせ尾根も調子よく通過し、いよいよ穂高への登りにかかる。

大キレットからは油氷に終始ステップを切つて進む。飛騨泣きの難所を慎重に通過、滝谷の豪快な

岩場を眺めながらカンテを馬乗りになつて過ぎ、急斜面を一直線に登りつめると待望の北穂高小屋

である。 

 小屋はすつぽりと雪に埋もれて、判別に苦しんだが、一時間余りでようやく掘り当てて中に入る。

小屋の主もパーティに加わつており、勝手知つた山小屋生活は楽しく過ごせるようだ。布団あり、

炬燧あり、ランプあり、はたまた圧力釜もある。予定日数も大部早目であり、昨秋荷揚げした食糧

もそのままとあれば、ゆつくり好天を待つて縦走の付録に滝谷にもゆけよう。 

 二十五日 風雪 滞在 

 二十六日 風雪 滞在 

 二十七日 晴 
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 二日間の風雪で思う存分に休養する。ところがこれで縦走の疲れもけし飛ぶと思うと、快適な雪

の中の小屋生活にかえつてパーティは軟化したようである。晴天になつても全く動く気配はなく、

どうしようもない。しびれを切らして小山さんと二人で小屋を飛び出す。早目に出なかつたことを

悔やんでもはじまらない。第二尾根 の P2まで行く。時に吹きあげる雪煙に一層迫力を増す滝谷の

壮観をほしいままにする。 

 二十八日 曇後雪 

 北穂高小屋八・一〇－C 沢左俣下降－取付九・二〇－P2 コル一二・四〇－国境線一七・〇〇－縦走

路足場切り－北穂高小屋一八・三〇 

 きようは滝谷の第三尾根をやる。どんよりとした曇り空は雪の心配もあつたが、珍しいくらいの

無風状態で上々のコンディションである。ノゾキから滝谷へ入る時にはいつもなら吹きあげる強い

風に掛声と共にゆくのであるが、きようは悠々と第二尾根の基部を通過して C沢左俣に入る。 

 快適にクラストした左俣を駈け降り、右俣にまわりこんで第三尾根に取りつく。小山・伊藤と傘

木・増田・太田のオーダーでジリジリと登つたが、見事に氷化した岩稜は取りつきから国境線まで

約九時間の間、一歩としてステップを切らぬところなしという有様であつた。 

 国境線に出る頃からぼつぼつ雪が降りはじめる。帰途、あすに備えて縦走路の足場切りをする。 

 二十九日 雪 滞在 

 三十日 風雪 滞在 

 余り快適な小屋生活に、いつ下山するのかと思われるくらいであつたが、滝谷も一本稼いだので

ようやく下山する気になつているのに、今度は天候が一向によくならない。なかなかうまくゆかな

いものである。煙草も切れれば、ホームシックになつたのもいる。パイプをくわえてカチカチさせ

ているのもあさましく感じられれば、自然と小言も出る。はちきれるような体力を持てあましてい

る時には無理もないことでもあろう。 

 三十一日 曇時々晴 

 北穂高小屋六・〇〇－涸沢岳一〇・五〇－穂高小屋一一・一〇－奥穂高岳一二・四〇－前穂高岳一六・

一〇－奥明神沢・岳沢下降－上高地帝国ホテル番小屋一九・五〇 

 ついに縦走最後の日はやつて来た。そしてきようは本縦走中最大級のスケ―ルを持つ難場である。

数日間の滞在に軟化した心身を引きしめて小屋を出る。 

 北穂高岳から奥穂高岳まで稜線は完全に氷化して、一歩一歩慎重に足場を切つて進         

む。夏時間の三倍もかかつて足どりは牛歩さながらである。少々はごまかしてやろうとしてもテカ

テカに光った雪面は全くアイゼンを受けつけない。 

 奥穂高―前穂高間の吊尾根は風あたりがつよいためにベットリと新雪をつけており、アイゼンは

ダンゴになり、しかも足元からはちよいちよい小さな雪崩が出て、困難を極める。 

 前穂高岳の頂上に立つた時は、午後も大分遅くなつていたが、折りから立ちこめていたガスが切

れ、北方遥かに鹿島槍・白馬連峯が望見される。全員感無量。 

 奥明神沢枝沢の上部は積雪の状態悪く雪崩の危険を感じたので、先頭の傘木・小山は尾根通しに

ゆき、まわりこんでゴルジュに入つた。ところが、前穏高岳で名残りを借しんで少しおくれた三人

は迂濶にも増田・伊藤・太田と並んで直接沢に入つたので、足元から沢幅一杯に割れた一㍍ほどの

厚さの雪は真ん中の伊藤を乗せて動き出した。ちようどゴルジュの下にいた二人は「出たぞ」とい

う上からのかけ声と同時に左右に逃げる。ゴウという音と風圧を背に感じふりかえつて見ると雪崩

は遥か下に行つている。辛うじて難は避けられたが、雪煙とともに奥明神沢に吸いこまれて行つた
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伊藤はどうなのか？ 雪崩に今や固められた沢を一目散に駈けおりてみれば、一〇〇〇㍍ほど下つ

たところでもそもそやつている。大丈夫らしい、走るのももどかしく行つてみると、岩にしがみつ

いてデブリから抜け出したようである。身体検査の結果はカスリ傷一つなく、幸運を喜んだが、た

だピッケルとカメラを失つた（ 五月発見 ）。 

 危地を脱して、夕閲迫る岳沢を急ぐ。森林帯で日はとつぷり暮れて、時折吹く風に落ちてくる木

の枝の雪を被りながら上高地に出る。帝国ホテルの番小屋に着いたのは八時近くであつた。木村氏

の歓待を受けて縦走最後の夜を過ごす。 

 四月一日 晴 

 上高地七・〇〇－坂巻温泉八・三〇～一一・〇〇－沢渡一二・三〇－バスで松本、解散。 

 すつかり春めいた上高地を後に下山の途につく。 

釜トンネルの嫌なところを過ぎ、坂巻温泉できのうの悪夢と縦走中の垢を落として、のどかな梓

川べりをいい気持ちで沢渡まで下る。沢渡からはバスで松本に出る。 

 夜は大いに飲んだ。 

 

 装備その他 

 

 この白馬岳―前穂高岳間の縦走は、途中足の故障で一名脱落し、奥明神沢では雪崩に流される事

故こそあつたが、大事には至らず、また双六小屋では縦走隊とサポート隊の合流がうまくゆかなか

つたため、結局千丈沢を千天出合まで下る一件もあつたがほぼ所期の目的を達することができた。 

 装備については、従来とほとんど変わらないが、特に取り上げるものとしては、まだ市販されて

いないポリエチレン樹脂の使用である。従来のビニール製品は寒いところではパリパリに堅くなつ

て、使いにくく、無理して使えば裂けたりして不都合であつたが、ポリエチレン製品は熱に弱い欠

点はあつても寒気には強く、氷点下六十度までは普通の状態で使用できる。この利点は大いに活用

されてよいものである。まず雪洞で少々厚目のものをグランドシーツとして使つてみたが、雪面に

接して滑る難点こそあつたものの、ゴム引きのもののように折れ目から破れる心配はなく、また普

通のシートのようにもまれたあとでは水を通す心配もなかつた。 

 つぎにマットレスのカバーをポリフィルムで作つてみた。従来のマットレスは一度水がしみると

下山するまではなかなか水分が抜けず、悩みの種になつた。しかしポリフィルムでカバーすること

により、常時乾いたものが使えた。衣類、食糧その他の物入れ用には大小各種のポリエチレンの袋

を使つたので濡れ物を作らず、したがつて、重量の点では最大の敵であつた濡れ物の水分を運搬す

る苦痛からは逃げられた。 

 その他ではポリエチレンの切れはしをシュラーフザックの上に載せてみたり、ウインドヤッケに

つけてみたりしたが、これは内部から水滴を作ることになり、失敗であつた。 

 ウインドヤッケはバーバリー布地で新調したが、薄い生地ながら防風着としては満点であり、防

水着としても新品なだけに充分間にあつた。オーバーシューズは上部はやはりバーバリー布地で作

り、底地はズック地にフェルト張りで、軽く歩き易くすることに留意した。堅い雪面では底部の角

は革であろうとも五十歩百歩という結論を得た。長期間にわたればスペアをもつか、修繕の要あり

である。 

 アイゼンは大半が門田製であつたが近年しばしばつぎ目が折れたり、ツァッケが欠けたりするこ

とが目立ち、かつての信頼性も揺らいできた感じがある。今回もやはり一回事故があつた。試みに
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アッテンホッハアなるものを使つたが、堅いことには強く折れるなどという心配はなかつたが、反

面材質が柔らかいだけに磨滅がひどく、やはり一考を要するものであつた。 

輪カンジキは通常では爪つきであるが、森林帶の軟雪と稜線の堅雪をミックスするルートでは、

爪なしの輪カンジキならぬワッパを使いたい。今回は輪カンを使う機会は少なく良い例もないが、

過去においては荷物を背負つている場合、軟雪から堅雪に変わつた時に輪カンを外せばよいが無精

をすると、たちまち爪が外に開いてぶつこわれるのがおちであつた。その点爪なしの輪カンはアイ

ゼンを併用して歩行も自由自在という利点がある。製作も簡単である。 

 ついでに登攀用具を紹介すると、ザイルは三〇㍍二本、ハンマー二丁、カラビナ数個、ハーケン

十数本というお粗末さであつた。なおザイルは東京製鋼、ハーケンは新潟県三条市産の短いもので

あつた。コンロはスエーデン型一台。スコップは普通のいわゆるケンスコを使つた。 

 食料も従来と大して変わるところはなかつたが、献立は日常食を中心に、朝食は凍餅、昼食はパ

ン、夕食は米を主食にして何時でもうまく食べられることに重点をおいた。 

 凍餅
．．
は水分がないので重量は普通の餅に比べると約半分で、またその儘で食べられるので非常食

にもなる。調味加工は主として雑煮であるが雑煮にはまず水に浸してから汁に入れるとよい。また

水に浸してから焼いてもよく砂糖醤油で食べるのもよい。縦走隊は天ぷら餅をちよいちよいこしら

えた。パン
．．
はコッペパンであるが、長期間保存のためにデハイトロ錯酸という澱粉防腐剤を混入（千

分の一）したので、乾燥は幾分したけれども味はほとんど変わらなかつた。それでもうまく食べる

にはたびたび油で揚げたりした。パンは試しに六ヶ月間保存してみたが、乾燥するだけで変質はせ

ずふかせばその儘で食べられた。米食には特に大根と人蓼のオロシを欠かさないことにしたが、こ

れは大いによかつた。 

 どんなにカロリーがあつても栄養分があつても、食欲不振を招くものは消化も悪ければ栄養の吸

収も悪いことになる。折角の高級品も喉もとをおいしく通つて消化され吸収されなければ無意味に

なつてくる。この点本縦走隊は育ちが悪いのか、何でもうまく食べられた。日常食がいかに重要な

ものであるかがわかるような気がする。 

 医療関係は折角持参した一通りの薬品材料も最良のコンディションに殆んど必要なく、時々使つ

たものは目薬であつた。 

総経費は約八万円で、そのうち食糧費約五万円、器具借入費二万円、雑費として約一万円である。

経費の面ではあるものは最大限に利用して支出を極度に切りつめたので、意外なほどに少額ですん

だ。 

 サポート隊の行動記録は、残念ながら十年経つた現在手元になく、記載できないことを遺憾に思

う次第であるが、唐松隊はともかく針ノ木隊は予定どおり赤岳猫の耳尾根の積雪期初登攀をやつて

のけ、しかも鹿島槍ヶ岳をも往復している。また双六隊は千丈沢赤岳尾根の逆縦走をしている。 

（ 法政大学山岳部 OB ） 
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39．星野 洸  「積雪期後立山合宿記録」『部報』№１ 

昭和 31年 12月 25日刊 名古屋大学山岳部発行 

 

 

 1 9 5 3 年春，白馬岳主稜を目標として合宿を行つて以来，私達の目標は後立山東面の各尾根に

集中され，5回の合宿が重ねられた。それは後立山が入山し易いと云う条件と，なるべく系統的に

やろうと云う方針が重つたからであつた。各学部の春の休暇がまちまちであるため春山の合宿日数

も参加人数も制限されがちであつたが，次を54 年春に鹿島槍 東尾根，以后遠見尾根54－55 年冬，

杓子岳双子尾根鑓岳北稜5 5 年春，最后に杓子岳東面の 2 つの尾根5 6 年，をそれぞれ登る事が出

来た。この間私達は後立山の研究と同時に氷雪技術の基本を修得する事を大きな目標としたのであ

るが，私達としては一応の成果を収める事が出来たと思う。合宿参加者は白馬岳主稜の際は 6名で

しかなかつたが以后だんだん多くなり少しづつ組織的な合宿が出来るようになつたが，後立山の各

尾根では適当なベースキヤンプを設ければそこ

からラツシユでアタツク出来，アドバンスキャン

プを必要とした場合は少なかつた。 

 

装備食糧の概要 

 各合宿ともテントは2～ 3 張 を 用したが白

馬岳主稜の時までは満足な冬期テントがなく古

いウイムパー型 4．5人用と夏用家型を つた。54 

年からカマボコ型 5．6 人用が出来たが不足分は

夏用テントを用いた。しかし遠見尾根では 用し

た夏用テントが全部強風に吹き破られてしまつ

た。55 年になつてようやく冬期用，ウインパー3

人用を作つたので古いテントや夏用テントは用

いなくなつたが収容し切れぬ人数は、イグルーか

雪洞に入ることにした。シートは53 年春よりエ

アーマツトを 用したが，どうしても過重となる

ため，間もなく 用不能になつた。以后は、カポ

ツクマツトを主にしたが 1人 1枚以上あれば春山

ではかなり快適である。3 ツ道具は、杓子岳東面

及び東尾根以外では殆んど 用しなかつた。燃料

としてはガソリンの他一斗カンでコンロを作り

炭を用いた。コンロは薪でも燃すことが、出来炊

 要 約 

  昭和 29年（1954）4月 5日の記録。杓子岳東壁 B尾根の初登攀（積雪期初登攀）。 

メンバーは、星野 洸、八木道之。 

行程は、4月 5日 小日向のコルBC－三角岩峰下－杓子岳頂上－BC。 

※昭和 28年から同 30年にわたる積雪期の後立山合宿の記録である。東壁 B尾根の記録

は「第 2尾根」として最後尾に記されている。 

図 １ 
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事にかなり 利だが炭のボツカが大きな負担となつた。56 年には、中型のガソリンコンロを 用

したのでベースキャンプではラヂウスをあまり わなかつた。 

 各合宿を通じて朝晩は餅を主食とした。餅は平常米飯食をしている者になじみが深く飽きが来な

いのでよかつた。昼は乾パンからフランスパン，ランチクラツカーと変化して来た。フランスパン

は美味いが くなるのと容積が大きいのとで東尾根で 1回用いたのみ，ランチクラツカーが最も評

判よく運搬にも包装が比 的よくたえるので現在は専らこれを用いている。食料費は主食を含めて

各合宿とも，1 2 0 0 円前后であつた。 

 

（記 録） 

１．〔白馬岳主稜〕1 9 5 3 年 3月 30日―4月 7日 

リーダー 星野宗光 他 5名 

3月 30日  先発 3名 名古屋発 

31日晴 四ツ谷―細野―猿倉小屋 

4月  1日晴 猿倉小屋―細野往復荷上げ，后発 3名名古屋発。 

2日曇 后発細野―猿倉小屋―猿倉台地ベース設営。 

3日曇 スキーをつけて白馬尻まで偵察に行く。 

4日晴后風雪 主稜登ハン成功，サポートと共に大雪渓をスキーで下る。（后記） 

5日曇 風雪は去つたがコンロで風が飛びラヂウス不調で猿倉小屋へ撤収。 

6日雪 小屋より小日向のコルまでツアー。 

7日晴 撤収―細野―松本。 

（登ハン記録）  4月 4日 

主稜アタツク隊 星野（章）、星野（宗）  サポート，石川他 2名 

満天の星を仰ぎつゝ午前 4時出発，雪はしつかりクラストしていてアイゼンが快調にきく。テン

トの所より直ちに長走沢へ下り大雪渓へ向う。白馬尻の少し手前で大雪渓に下りた。星明りに白馬

連峰はあくまでも雄大に，あざやかな青空を背景にしている。こゝにスキーをデポしてサポート隊

に大雪渓を担いでもらう。ルートは，主稜の末端より取り付いて，クラストを利用し一気に登り切

る。稜線へ出て小さいピークを 2つ越した所でアンザイレン，以后コンテイニユアスで次から次へ

と現れるピークを忠実にたどつて行く。ずつとラツセルが無く足ははかどつて，最后から 2つ目の

ピーク，即ち頂上から見下すことの出来る大きな岩峰の下に着いた。岩峰はベツタリと雪がついて

傾斜は平均7 0°位，下の方は垂直になつてシユルンドになつている。しかし雪が快調なのでステツ

プを切りつゝ登り切る。此の頃より一面のガスとなつた。何が何だかわからぬうちに頂上直下の6 0 

米の雪の壁の下に着いた。こゝで一息入れてから取り付く，スタンスとホールドをカツテイングし

ながら登る。最后は30 糎位の雪庇を切つて頂上へ出た。急に風雪が横なぐりにふきつきける，濡

れた手袋が一度に凍りついてしまつた。そのまゝサポート隊に会うべく下る。やがて村営小屋につ

いたがサポート隊は到着して居ない。ネブカ平附近から猛烈なガスにみまわれ小屋を見出し得なか

つたサポート隊はネブカ平へ下つてアタツク隊を待つていた。アタツク隊は直ちに小屋より下りサ

ポート隊と合流出来た。そこからスキーを全員つけて，大雪渓を下つたが，先1 0 米と見えぬ風雪

におびやかされた。ベースに帰つてみると都合で，キーパーが午后下山してしまつた后は家型テン

トが吹き倒され中の食料その他が飛び散つてしまつて居た。 
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時 間 記 録 

4.00  出発，4.30  大雪渓，4.50  取付き，6.30  稜線に出る，11.45 頂上直下のコル，12.30白

馬頂上，13.30 ～14.30 ネブカ平，17.30 ベース帰着。 

 

2．〔鹿島槍東尾根〕 1 9 5 4 年 3月2 9 日―4月 7日 

リーダー 石川道雄 他 9名 

3月 29日 名古屋発 

30日晴 大町―鹿島―大冷沢取入口下 B．H 午后偵察及び狩野氏宅よりボツカ 

31日晴 B．H  一ノ沢の頭下に C，設営，3名残り明日の偵察アタツクに出る事にす

る。   

4月 1日晴 本隊は B．Hより C，へ上がる。アタツク隊は第 1，第 2 岩峰を経て北峰頂上

を往復して帰る。（后記） 

2日晴 第２回アタツク隊 2パーテイが C，より出南峰，北峰をそれぞれ往復。 

3日晴 第 3回南峰往復 

4日晴 第 4回岩峰より天狗尾根とのジヤンクシヨンに至り帰る。 

5日晴 第 5回 同上，アタツク隊帰着后明日の天候が危ぶまれたので，1

日予定を早くして C，を撤収し B，Hへ下る。 

6日晴 美事に雨になり，雨がふつたとばかりのんびり沈殿。 

7日晴 B，H撤収―鹿島―大町 

（登ハン記録）  4月 1日 

パーテイ 星野（洸） 鵜飼 

東尾根より鹿島槍南峰を目標とした場合末端からでは 2 ～3 ケの前進キヤンプを必要とするか

と思われていたので，C2 の予定地と第 1，第 2岩峰の状態を見るべく C1 を出発した。C1 は本隊が

上れば事実上のベースキヤンプとなる筈であつた C1 より一気に 1ノ沢の頭へ出るととたんに東尾

根の全貌が展開される。二ノ沢，三ノ沢と大体稜線をたどり第 1 岩峰（P1 ）の直下につく。P1で

は既に多数のラツセルがあり，雪も堅く快調であつた。P1 の傾斜は比較的ゆるく，取付辺りは 1

面に這松が生えて居る。取付きより少し右上へ登り，雪のついた凸部を登り這松の中へ入る。しば

らくは這松漕ぎだ。やがてクラストした急斜面へ出た。所々にカツテイングを余儀なくされる。而

し P1 自体特に困難な所もなく，するどいナイフリツジとなつて第 2岩峰（P2 ）の基部へ続いてい

る。荒れた沢側はスツパリと切れ落ち雪庇があつて一寸のぞかれない。P2 のコルではアンザイレ

ンする。小休息の后鵜飼が先頭になつてアタツクを開始する。P2 は高度差約4 0 米，下半分は雪の

ついたナイフリツヂで上半は一寸複雑な岩峰である。先頭は先ず取付きナイフリツヂと不安定な雪

庇になやまされた。約 1時間を要して不安定な雪庇を切り落し3 0 米 1杯登つて確保、次いで星野

と先頭を交代、それよりは直登出来ず左下へ雪の斜面を 5米降り左へトラバースした。そこでいわ

ゆるチムニー状の所を見出し，中の氷にステツプを切つて登つた。出口に 2 本ハーケンが打つてあ

つた。それから左上へかぶり気味の岩を巻き，その上に立つ，后は雪と岩とが交錯する所を登つて

岩峰の上に出た。それからはゆるやかな雪の尾根が天狗尾根とのジヤンクシヨンへ続いて居る。ジ

ヤンクシヨンの下でエツセンにした。時刻は1 2 時2 0 分であつた。思つたより簡単に，早く登れ

てしまつたので北峰まで行つてみる。四辺りから聞えて来る雪崩れのにぎやかな音を聞きながらゆ

つくりと頂上へ登つた。北峰の上は3 6 0°劔が一きわ立派だつた。帰りは P2 の右側より沢に入り
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デブリの中をすべり降りて直接三ノ沢の頭へ出た。 

時 間 記 録 

4.55 C 1 発， 7.10 P 1 取付き， 8.50 P 2 の下のコル，12.00 P2上，12.20 ～12.50ジ

ヤンクシヨン， 13.20 ～13.43 北峰頂上，15.45 C 1 着 

 目標の大半が第 1回のアタツクで出来たので，C 2 を作る事を止めC 1 よりのラツシユとして全員

がアタツクに参加出来るように方針を改めたので 2日以后は毎日 2パーテイづつアタツク隊を出し

南峰及び北峰を往復することにした。第 2回アタツクの際はルートを誤つてP 1 を通らずP 2 の直下

へ沢を登りつめ、P 2 を大冷沢側面より取りついたが 4ピツチ約 3時間のアルバイトで完登した。

南峰，北峰間は困難な所はなかつた。全体として晴天にめぐまれ 5月の山のようであつた。 

 

3．〔遠見尾根より五龍岳〕 1 9 5 4 年1 2 月2 4 日―1 9 5 5 年 1月 4日 

リーダー 星野洸 他1 1 名 

12月 24日  名古屋発 

25日雪 神城―下川氏宅―ラツセルはげしく遠見小屋への切分けの途中まで行つて露

営 

26日雪 遠見小屋の横，標高約1 6 0 0 米の地点にベースキャンプ設営 

27日小雪  1部神城へボツカに降る。夜半テント二張り強風に吹き破られる。 

28日晴 ボツカ隊B C へ上る。 

29日晴 上部の偵察に 3名出発，大遠見より帰る。 

30日風雪 沈殿スキー練習。 

31日晴 アタツク隊 3名サポート 4名B C 発，アタツク隊五龍小屋へ入る。 

1月 1日晴 アタツク隊五龍頂上往復して遠見，小遠見を経てB C へ帰る（后記） 

2日風雪 第 2次アタツクに 6名出発するもラツセル深く白岳の途中より帰る。 

3日晴 B C 撤収―神城 

（登ハン記録）  12月3 1 日―1月 1日 

パーテイ 星野（宗） 棚橋 

3 1 日ようやく機会が来てアタツクに出発，小遠見，大遠見とラツセル少なく快調に登る。白岳

の手前の鞍部で昼食，サポート隊 2名はそれより下る。白岳のトラバースは一寸気持がわるい所だ

稜線では強風にあふられた。白岳小屋より鈴木を含めて 3名で五龍頂上へ向つたが、星野のワカン

がこわれて引き返した。翌 1月 1日，小雪がちらついたが雪面はしつかりクラストして居てアイゼ

ンが快調にきいた。星野，棚橋の 2名で頂上を往復した。 

時 間 記 録 

1 2 月3 1 日 7.30  B C発，8.50  小遠見着，9.50  大遠見，10.50 ～11.10 白岳下の鞍部，

13.00 五龍小屋着，13.30 小屋発，15.00 帰着 

1月 1日 7.00  五竜小屋発，9.30  五龍頂上，10.30 小屋着，12.00 同発，13.00 中遠見，

14.00 B C着。 

今回の合宿は乗鞍スキー合宿を急に変更したものであつたため，準備不足が目立つた。主な目標

は鹿島槍，五龍間の往復すると云う春山合宿の予備合宿であつたが，この計劃を実行するには，装

備と春山合宿参加者が不足すると云う事がわかつたので，次の春山は主稜線上を止め杓子鑓の東面

で行なうと云う事になつた。 
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4〔小日向合宿，杓子双子尾根及び鑓北稜〕1 9 5 5 年 3月2 6 日―4月 9日 

リーダー 星野洸 他 9名 

3月 26日  名古屋発先発 5名 

27日晴 細野―猿倉小屋 二俣より雪 

28日雪 細野往復し残りの荷物を運ぶ。 

29日曇晴 テントその他の装備を小日向のコルまでボツカ猿倉小屋へ帰る 

30日晴 猿倉より小日向のコルへ上り，ベースキヤンプ設営 

31日雪 沈殿 后発隊 名古屋発 

4月  1日雨 B C より 2名偵察に出たがラツセルと雨のためジヤンクシヨンより引き返す。

后発隊，猿倉小屋へ入る。 

2日晴 后発隊，B C 着，B C 完成，（カマボコ型 1，ウイムパー型 1，イグルー1ケ） 

3日晴 滝田他 5名で杓子を経て白馬岳往復。6.45  B C，10.00 杓子岳，12.40 白馬

岳，14.30 杓子岳，16.45 B C 着。 

4日風雪 沈殿 

5日晴 星野他 4名，北稜取付きの偵察に出発，取付きのルンゼを確認してかえつた。 

6日晴 星野他 2名，北稜より鑓へ登る。サポート隊 3名鑓岳往復（后記） 

7日晴 広瀬他 2名，杓子岳往復 

8日晴 B．C撤収―猿倉小屋より大雪渓へスキーツアーに出る。白馬尻では主稜より出

た雪崩れのデブリがものすごく氷河のようだつた。三合尾根の末端より帰る。 

9日晴 猿倉小屋撤収―細野四ツ谷― 

（登ハン記録）  4月 6日 

パーテイ 星野洸，八木道之，広瀬豊 

3 時起床，テントの外へ出る。満天の星に風も殆んどない。3 人並んで元気に出発，ずつと昨日

までのラツセルをたどつて行く。奥双子のコルへ出る頃にはもう東の雲海の上に日が昇つて来た。
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あまりおそくなると杓子沢のトラバースと取付きのルンゼが気懸りになるので急いで登る，コルか

ら上へ急斜面を一息登ると標高約2 3 0 0 米の小さなコルに達する。これより杓子沢へ水平に入つ

て行く事が出来る。広いカール状の杓子沢の中をモルゲンロートに輝く杓子岳の頂を見上げながら，

殆んど水平にデブリを越えて行く。時々深いラツセルに悩まされる。北稜への取付きのルンゼとし

て選んだのは全体の中程にそびえる大きな岩峰の上側のシヤルテへ上つているものである。ルンゼ

の下部は4 0°～4 5°上部へ行く程急になるので一たん右寄りの岳樺の木に沿つて登りルンゼの上

部でトラバースしてシヤルテに出た。（5 6 年に再度登つた際はルンゼの中心を登つたがカツテイン

グをかなりしなければならなかつた）下手の岩峰は左右共も削落して居てこれを北稜末端から来て

のり越すのは容易では無さそうである。シヤルテよりすぐ目前のコブの上へ出る。その先はやがて

雪と岩との交錯する起伏のはげしいナイフリツヂとなつたのでアンザイレンする，隔時登ハンで不

安定な岩のコブを 3つ程超えると尾根ははつきりしなくなり，雪の斜面のあちこちに岩峰がつつ立

つていると云つた状態になつた。そこで一たん中央稜との間のルンゼに下つた。ルンゼは左右へ中

央稜とのジヤンクシヨンの下まで続いて居るのでそれを登ることにする。ラツセルもなくコンテイ

ニユアスで簡単に登つて行つた。ジヤンクシヨンの少し手前で再び稜線に出る，時々小さな岩峰が

あるので隔時登ハンとなる。ジヤンクシヨンの下の岩峰で南側をトラバースした所，スタンス悪く

遂にハーケンを 1本打つて確保した。稜線通しに登れば簡単であつたろう。ジヤンクシヨンで昼食

をとつた。相変らず風もなく暖い。以后大体稜線上をコンテイニユアスで行く。時々小さな岩場が

現れると隔時登ハンとなる。最后の岩峰は杓子沢側のシユネーリンネに入つて登つた。リンネは雪

の戸が薄く足場が非常に不安定であつた。（5 6 年の際はこの岩峰のずつと下部で杓子沢側を大きく

トラバース岩峰から出る小さな稜線を越えて岩峰の上へ出た。）后はゆるい傾斜の雪の稜線となり

雪庇もなく鑓の頂上へ出た。主稜線上はさすがに冷い風が吹いていてのんびりは出来なかつた。 

時 間 記 録 

4.40  BC 出発、5.50  杓子沢トラバース地点、7.20  北稜々線上へ出る。7.30  アンザイレン、

11.15 ～11.35 中央稜とのジヤンクシヨン、12.55 鑓岳頂上、14.00 杓子岳、16.00 BC着 
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5〔杓子岳東面〕  1 9 5 6 年 3月2 5 日～4月 7日 

リーダー 広瀬豊 他1 2 名 

3月 25日  名古屋発 

26日雨－曇 四ツ谷―細野―猿倉小屋 

27日曇 猿倉小屋より細野往復しボツカする。 

28日晴 食料 2日分と設営用具等を持つて小日向のコルへ上る，B C 設営 

29日雨 終日雨が降り沈殿 

30日晴－時雨 スキーで猿倉小屋往復ボツカ完了。 

31 日晴 杓子岳東面第一尾根登ハン，杓子頂上より帰る。（星野，八木）（后記）サポー

ト隊，杓子沢へトラバース地点に雪洞設営a c 完成。 

4月 1日雪 鑓岳アタツク隊出るも杓子頂上より引き返す，沈殿 

2日晴 八木 他 4名，杓子より白馬往復。杓子東面アタツク隊 2名及びサポート 3名，

a c に上り，うち 2名は BCへ帰る。 

3日晴－雪 東面第 2尾根アタツク隊 a cを出発（后記），三角岩峰より引き返えす。サ

ポート隊 BCより 杓子岳往復。a c に 3名のこる。 

4日雪－晴 a c 撤収全員 BC集合，沈殿，午后スキーを楽しむ。 

5日晴 三パーテイ，アタツクにでる。①東面第 2尾根，（后記）②鑓北稜，③杓子岳へ

サポート隊，各パーテイ無事 BC着 

6日晴 BC撤収，猿倉小屋へ入る。猿倉台地でスキーをする。 

7日晴 猿倉撤収―細野―四ツ谷― 

（登ハン記録） 

①3月 31日 杓子岳東面第 1 尾根 

パーテイ 星野洸 八木 

杓子岳東面の 4つの尾根を私達は便宜上向つて右より第 1第 4尾根と呼ぶことにしていたのでこ

れもこゝでも用いることにする。 

主目標たる第 2 尾根の偵察を兼ねて第 1 尾根を登ることにした。昨年と同様に双子尾根をたど

つて、2 3 0 0 米のコルに着いてa cの予定地を指示し明るくなるのを待つて杓子沢へ入つた。広い

カール状の沢の中央部は大小のデブリがゴロゴロして居る。杓子尾根より出る尾根の末端を越えな

がら目標へ近づいて行く。杓子東面の尾根は右の 3つとも小さな雪のリツペとでも云つた方がいゝ

位のものである。クラストして居るので順調に高度をかせいで第 1尾根の末端についた。そこには

第 1より第 3までの尾根の末端が小さなルンゼを隔てゝ接近して来て居る。急な氷の斜面にステツ

プを切りながら 1番右の第 1尾根へ取り付く，ブツシユが少し出て居る所を約1 5 米登ると広い雪

の斜面となる。その下部は傾斜もあまりなくキツクステツプで真直に登ることが出来たが，高くな

ると共に傾斜を増して来たので，ステツプを切らねばならなくなつた。斜面が終ると今度は雪のナ

イフリツヂ，それはやがて小さな岩峰につき当る。丁度全体の半分強の高さである。岩峰のシュル

ンドに入りこゝでアンザイレンをした。岩峰は岩を登らず右側から雪を登れたがシユルンドから出

るために約 3米の垂直の雪の壁にステツプを切らねばならなかつたからだ。それを越せば又困難な

所はなくなる。コンテイニユアスで所々ステツプを切りながら杓子岳の頂上直下に出て，杓子尾根

の方へトラバースし，稜線より頂上に出た。第 1尾根より見た所では、第 2尾根には 2つの問題点

のあることがわかつた。1つは下から 3分の 2の高さにある著名な三角形をした岩峰で巻くことは
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出来るがその正面は容易でなさそうだ。もう 1つは頂上直下の急斜面だが，最後に大きな雪庇は避

けて通れそうであつたから，なんとかなるだらうと思われた。 

時 間 記 録 

3.50  B C 発，4.40トラバース地点着，5.00  同発，6.40 取付き，9.00  杓子岳頂上，11.30 ト

ラバース地点 a c予定地着，a c 設営，15.20 同発，16.00 B C 着。 

 

②4月 3日 第 2尾根第 1回アタツク 

パーテイ 星野（洸），広瀬 

a c よりすぐ杓子沢へ入ることが出来るが B C より出ても時間的には余り変らない。十分明る

くなつてから a c のキーパーに見送られ出発した。小日向山辺りから下は雲海 コルのB C には人

の気配が見えない。デブリの中を右左へとルートをとりながら第 2 尾根の末端目指して登つて行く。

第 1 尾根の取付きの丁度反対側へ取付く，しばらくは雪の急斜面だ。第 1 ，第 2 尾根間のルンゼ

は氷が露出して，その真中を水のように粉雪が流れて居て一寸無気味だつた。はてしなくステツプ

を切りながら登つて行く，雪は例によつて硬く安定して居た。やがて尾根がやせて岩が露出して来

たのでアンザイレンした。稜線沿いに登れそうではあつたが上の雪が不安定だつたので左側を巻い

て行く。2人で先頭を交代しながら約5 0° の硬い雪の斜面を行く，小さな雪庇のようなのを越して

再び稜線へ出た。第 2 尾根全体が左右のルンゼとの高度差無くこの辺りは右のルンゼから3 0 米前

后高いのみである。しばらく雪の上をふんで 2つ目の小さな岩峰へ着いた。太陽が背后から照りつ

けるので暑い位だ。岩峰は雪がとけかけて不安定だつたが所々這松を利用して上り切つた。又しば

らくは雪の尾根その先に例の三角形の岩峰が立つて居る。岩峰で尾根は中絶して居るが雪の細いリ

ツヂが岩峰の半分位の高さまで上つて行つて居る。左右はルンゼへ直接に落ち込んで居る。若し巻

くとすれば一度左右何れかのルンゼへ完全に下りてしまわねばならない。私達は正面を登る積りで

あつた。先づ岩峰の下の大きなシュルンドの中へ入つて一休みしてアタツクを開始する。シユルン

ドから出るのは約 3米の垂直な雪を登り，次いで6 0°位の急斜面を登つて，スノーリツヂに出る。

こゝで 1本のピツケルを雪中に深くさし，ホールドとして、他のピツケルで足場を切ることを交互

にして上つた。スノーリツヂは雪が薄く下から直ぐ岩が出てしまいスタンスもホールドも不安定極

りない。3 0 米 2ピッチ半で岩場にとりついた。そこからは右へも左へもトラバースすることは出

来ない。右上には傾斜したテラスがあるが，それに出ようと予定して居た所の雪のついたスラブは

雪の下が滑々の岩でアイゼンが利かない。直上へ登るよりルートはなさそうである。岩は全くガラ

ガラでハーケンがなかなかうまく入らない。一寸動くたびに足の下が崩れ落ちる，時間はどんどん

経つて行くがなかなか登れない。やがてハーケンを 2 本打つ事が出来強引に上つて、更にもう 1

本上に打ち吊り上げて上のテラスの直下についたがそれからは体がふるえてどうにもならなくな

つた。この頃より天候が悪化して雪が降り始めて居た。時間は1 2 時過ぎである。止むを得ず岩峰

を巻く事にしアプザイレンで雪の上へ降りた。2 時間かゝつても1 0 米と登ることが出来なかつた

のである。又始めのスノーリツヂを下りたがシユルンドに入る所はやはり悪い，先頭の広瀬の体重

がザイルにかかつた瞬間ピンにしていたピツケルが 2 本とも斜面の雪を切つてぬけてしまつた。后

の星野は約1 0 米上よりシユルンドの中へ飛び込んだ。而し雪の上へ落ちたので無事であつた。一

休みする間に雪が盛んに降り出したのでツエルトをかぶつたが，ますますはげしくなる雪にアタツ

クを断念した，而し退却するのも問題であつた。結局しばらく待つてから，第 3 尾根との間のルン

ゼへ下つた。交互にステツプを切りながら雪崩れの危険に極度に緊張した。同じような動作をくり
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返し，ずいぶん長いと思われたが、やがて尾根の末端をすぎ，一息ついてデブリの中を下つた。ト

ラバースに移る頃 a c のサポート隊と連絡がつき，皆に迎えられた。 

時 間 記 録 

5 . 00  a c 発、7 . 00  アンザイレン、9 . 20  三角岩峰下のシユルンド、12.10 岩峰引返し点、

12.30 ～14.40 岩峰下のシユルンド、17.00 a c， 

 

③4月 5日 第 2尾根、第 2 回アタツク 

パーテイ 星野（洸），八木 

岩峰の意外に手強いことを知り，正面を避けて右の側面から巻いて登る事とし，又ジツヘルの安

全性を高めるために各々2本のピツケルを持つて行く事にした。今度の問題は頂上直下である。時

間的に余り変らないのでB Cより出来るだけ早く出発する。a cに着いたが辺りは未だ暗い。先回の

足跡がわずかに残つて居るのでそれをたどつて行く。今度は第 2 尾根の末端から登るのを止めて，

第 1， 第 2 尾根のルンゼを三角岩峰の基部目指してどんどん登つて行つた。ルンゼの傾斜は4 5°

以上になるが硬くクラストして居るのでアイゼンを利かして登つて行く。岩峰の基部についた時丁

度太陽が昇つた。目の前が一度にバラ色に輝く。岩峰の右側は急な雪の斜面となつて稜線に続いて

いる。いよいよ傾斜がつよくなつたので足場を作つてザイルをとり出した。その時，はるか頂上の

雪庇が崩れ小さな雪崩れとなつて私達の傍を落ちて行つた。しばらく小さな雪崩れが続く。岩峰の

上まで 2ピツチステツプ，ホールドを切りながら登つた。そこで取付きのルンゼに入つて居る北稜

隊を見つけてコールを交わす。岩峰から上は又 2ピツチ岩が少し出た急斜面を登る，稜線の北は硬

いがすでに南側は雪がくさつてしまつて足場が悪い。上の雪のテラスへ出るまでの一ピツチが最も

悪い所であつた。テラスは此の尾根に不釣合な程広い平らな場所である。正面は頂上まで約百米の

雪の壁となつて居るが，第 2尾根のつき上げる所だけが雪庇がない。こゝで登ハンの確信が持てた

のでバルコニーのようなテラスで軽く食事を摂る。おだやかな春の日和である。これからの登ハン

は慎重にステツプを切つて行くだけと思われた。テラスから出来るだけコンテで登り足場を作つて

ジツヘルする。1本のピツケルを削つた斜面に出来るだけ深くさし，セルフビレイのザイルシユリ

ンゲをかける。もう 1本はザイル捌きが出来るようにさしザイルを捲きつけてジツヘルする。先頭

はステツプ切りの同じような動作をくりかえして行く。雪が軟かくなつたので大きなステツプを切

らなければならない。3ピツチ目の時，右上から雪庇が落ちて来たがピツケルで体を支える事が出

来た。4ピツチ目，クレバスを左へ避けて登る。最后は垂直に近くなるが軟雪の中をもぐるように

して頂上へ出た。さすがに頂上は冷たい風が吹いていて手袋とザイルが凍つてしまつた。やがてラ

ストが上つて来て無事登ハンを終了した。鑓岳とのコルへ出てサポート隊に出合い登ハン中の北稜

隊を待つた。 

時 間 記 録 

3 . 05  B C 発，4 . 00  a c，6 . 20  三角岩峰下アンザイレン，10.10 杓子岳頂上。 
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40．伊藤一男  「不帰・二峯尾根」『獨標』第 11年 5号 通巻 52号 

昭和 30年 11月 30日刊 獨標登高会発行 

 

 

期 日・九月一八日～九月二一日 

 参加者・伊藤一男、山口耀久、坂野富雄 

 

 （九月一八日）― 雨後曇 ― 

タイム・四ツ谷（八、一五）－ 細野（九、一五）－南股取入口（一二、〇〇） 

 雨の中を明日に望みを掛けて行った。南滝の奥に入る積りだったが、川は増水して夕方になって

も天気が落着かないので取入口小屋隣の小屋に入った。 

 

 （九月一九日）― 晴 ― 

タイム・小屋（六、一五）南滝（七、三〇）－唐松沢出合（九、〇〇）－二峯ルンゼ出合（一一、

〇〇）－ビヴァ－ク地点（一八、三〇） 

 昨日よりは減水しているが数回の渡渉は厄介だった。ルートは北峯から一、二峯間ルンゼ出合迄

降りている稜。稜の右側に上下に分離した三角状壁があり、上の方は豪壮な滑らかなフェースで、

これは唐松沢からは全然見えない。下の方は草付、灌木帯、岩壁が交錯して下部は全体にオーバー

ハング気味の物凄いフェースをなしている。細かく見れば必ずしも一つの壁では無く可成り複雑な

形状であるが、その中央にルートが通じて全ルート中のキーポイントになっている。この壁の取付

点より下の尾根は岐れて、その間に一・二峯間ルンゼから派生する二・三の小ルンゼが入り込んで

いる。 

 一・二峯間ルンゼ出合のすぐ上で、左に落ちて来るルンゼはスラブなので尾根末端を過ぎ、すぐ

に唐松沢に入り込んで来るガラ場のルンゼを深いシュルンドを越えて登った。末端尾根の背を通り、

地は堅いが殆ど浮石ばかりのガリーを登って壁の取付点に出る。裏側の足元に一・二峯間ルンゼか

らガリーが上っており、壁の右寄りに巨大なチムニーが水に濡れている。この遅い行程を不思議に

もせず登攀に移る。痩せた岩稜から草付バンド状クラックを登り途中から左下へハーケンを打ち一

米下りてからテラスに上る。左上、直上を試みた後、右ヘ草付きと偃松のふわふわしたバンドを七

米位トラバース、突 りの灌木にセルフビレイする。こゝから坂野を先に二米直上させる。その 

 要 約 

  昭和 30年（1955）9月 19～21日の記録。不帰ノ嶮 2峰東壁下部三角形岩壁の初登攀。 

メンバーは、伊藤一男、山口耀久、坂野富雄。 

行程は、9月 19日 南股 取入口－南滝－唐松沢出合－2峰ルンゼ－ビヴァーク地。 

20 日 ビヴァーク地－岩稜－スラブ上－縦走路－2 峰の頭－唐松小屋－

第 2ケルン－小屋。 

※1957年 8月白稜会の渡辺司夫、青木秀夫の両氏によつて第 2登、1958年 8月、山学

同志会の公文康博氏らによつて第 3登がなされた。 

※山口耀久氏が記したこの登攀の記録は、藤木九三・川崎隆章編『登山全書 随想篇 第

4 岩との闘い』（河出書房、1956）に収録されている。 
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先は右上ヘ上る外傾したスラブが二、三段に重なり下段は外傾が強く、ホールドが全くない。ルー

トの上も下もオーバーハングしている。空身になり頭上に右上へ走る細い草付バンドを半身宙に出

して伝わりスラブに移る。第一関節の半分掛る遠いホールドに全身を託して勢いつけて登る。突

りで左上へ凹角を拔けてスラブの中の枯れた太い松の木に達した。木の下にハーケンを打つ。見上

げるとクラックが左へ傾き出口はチムニーに近くなっている。そこから下のスラブ突 り迄内角に

なっている。「まづい所だ。登れるかな」と考える。この出口は苦しかった。出口の上にハーケン

を打ち左へ三米僅かなバンドを灌木の中ヘトラバース五米位登ると半坪程の外傾したテラスに達

した。後の二人も散々苦労し、このトラバースとクラックの登攀に三人で三時間を要した。二人と

もビヴァークしても登ると言う。その気持は嬉しいが今となって山口の身体が心配になって来た。

免に角もう夜中になっても唐松小屋に入れる見込はなくなった。 

 テラスの上の灌木の生えたクラックで力が抜けて坂野の頭上へ落ちた。一息入れて灌木の中を潜

り抜けて右上ヘトラバース、殆ど八十度の草壁を直上する。草壁の踏出しで突出した岩に力を掛け

ると抜落ち、反身になって岩を抱えた体は左手の細い木の根ばかりが賴みだった。薄暗くなった霧

の中を吸込まれる樣に落ちて行く三ケのサブザック大の岩塊を見ると流石に い気特はしなかっ

た。草の根を握む手、腕の力が弱ってゆくのが恐しかった。二十米位で傾斜した小広い草原に出た

が、下から悲観的な声が伝わって来た。灌木にザイルをシングルで固定し暗い中を山口、坂野の所

へ下り、転落しない樣にアンザイレンして腰を下す。半分近く残しておいた昼食を落してしまい、
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翌日昼頃唐松小屋に着いたとしても二十五時間と言うものは、口に入る物は水筒半分の水以外に無

い。さても下に忘れた羊羹が恋しいと言う。眠ったのは寒くない宵の内三時間。満天の星空は か

った。 

 

 （九月二〇日）― 晴 ― 

ダイム・ビヴァーク地（六、一五）－岩稜（九、〇〇）－スラブ上（一〇、二〇）－縦走路（一一、

〇〇）－二峯の頭（一二、〇〇）－唐松小屋（一三、三〇～一四、〇〇）－第二ケルン（一

六、一五）－小屋（一八、〇〇） 

 夜明け僅か一握りの枯枝を元に火を焚く。小さなテラスが陽に暖められてから行動した。八方尾

根から見える傾斜した草原の上の壁は左端の低い所を登り灌木の壁を漕ぎ登ると稜に出る。百米位

ブッシュの斜面を登ると下の三角形状壁の頭の岩稜に出た。その裏側は上部三角状岩壁をなす豪壮

なフェースが展開し、一時はルートを遮断されたかと感じた。この岩稜の端に立った時我々は独立

峯を登っていたのかと思わされた程だった。岩稜のコルに一・二峯間ルンゼからルンゼが入ってい

る。 

 コルから上は快適なスラブで中央に僅か流水がある。右手に洞穴がある。スラブの上は草原の斜

面を暫く登れば純然たる稜上に出て間もなく北峯直下の縦走路に出た。折り く五竜岳へ向う縦走

者に会い事情を話して食糧を戴きお世話になった。天気と云い、この人達に会った事と云いパート

ナーの為に大きな喜びだった。唐松小屋は無人だった。第二ケルンから南股取入口へ下りる八方押

出しを芝生のような右岸の尾根を下り、二股の滝附近で沢へ下りた。 く奮斗したビヴラムも底が

剝れてしまった。 

 

（九月二一日）― 曇 ― 

タイム・小屋（四、二〇）－四ツ谷（六、四〇） 

山は小雨模様。この地方も豊作か、とんびが鳴いていた。帰りは温泉と思っていたが暇がなく一

番で帰京した。   

（ 伊 藤 一 男 ） 

 

（ 松本電気鉄道の、杉本 男、石川欣一、二村 功の三氏には、二峯直下の縦走路で食糧の

補給を受け、おかげでのその日の中にベースに戾る事ができました。大変有難うございました。

こゝに記して急場を救っていたゞいた御礼を申し上げる次第です。） 
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41．岡本龍行  「不帰・三峯 A尾根」『獨標』第 11年 5号 通巻 52号 

昭和 30年 11月 30日刊 獨標登高会発行 

 

 

 期 日・九月二四日～九月二六日 

 参加者・岡本龍行、広瀨正己 

 

 （九月二四日）― 曇後晴 ― 

タイム・細野（一〇、〇〇）－取入口（一二、〇〇～一三、〇〇）～南滝（一四、三〇）－不帰沢

出合（一六、二〇） 

 取入口で鑓へ行く近藤達に見送られ唐松沢に入る。靴のまゝ数回渡渉したら気分 くない南滝に

出た。夜行列車で疲れた身に鞭打ってザッテルを越える。途中に さそうな岩小舎も有ったが頑張

って不帰沢出合の台地にツェルトを張った。 

 

 （九月二五日）― 快晴 ― 

タイム・不帰沢出合（七、三〇）－Ａ尾根取付点（一〇、〇〇～一〇、三〇）－リッヂ（一一、二

〇）～第一コル（一一、五五）－三峯頂上（一七、二五～一七、四五）－不帰沢下降点（一

九、一五）－不帰沢出合（二一、二〇） 

 唐松沢を八方尾根側にからみ、充分観察しながら詰め A尾根取付で軽い食事をする。 

 昼食後アンザイレンしてＡ尾根最端部の握りたりないオムスビの樣なグズグズのコブに取付い

たが、一〇貫ぐらいの石が抜けるのでＢルンゼから捲く。Ｂルンゼの初めは、チヨックストンの涸

滝で、抜石に気を付けて登る。二番目の涸滝をパスしてからＡ尾根最初の岩壁の側壁を登る。岩は

脆くジッヘルして居る広瀬の附近に落石が集中する。四〇米一ピッチでＡ尾根に立つ。両側切り立

った草付の尾根で眼前にテラテラの壁が行く手を断って居る。基部より右に回り込んでブッシュの

浅いチムニーを登ったが悪くてハーケン一本打って第一コルに出た。ヒット BEを喰い、ケルンを

積んで重壁の右のチムニーに入る。第一コル眞上の踊場まで三〇米登り、こゝで仲 くキジを打っ

た。 

 稜線を行く人達の盛んなコールに気を くして B尾根の連続写眞を写した。 

 次の岩壁の右手のクラックは途中で切れその隣のチムニーに入るのが悪く、二本ハーケンを打ち、

頭の無い灌木が有るテラスに立つ。三〇米の一ピッチにかなり時間が掛り上に出た。この上は小さ

な岩峯が一列に並びあの奥に何が有るか？不安と斗志が交叉する。Ｂルンゼ側をビブラムを効かせ

てトラバースとリッヂの馬乗りをやり、小さな岩峯を二ツ越える。広瀬は上手に草付からチムニー

に入り簡単にパスした。陽あたりのよい草付を小岩峯にからんで登る。三五米のびたザイルの下で

腹の具合の悪い広瀨が又キジを打って居る間にルート図を書いた。 

 要 約 

  昭和 30年（1955）9月 25日の記録。不帰ノ嶮 3峰 A尾根の初登攀。 

メンバーは、岡本龍行、広瀬正己。 

行程は、9月 25日 不帰沢出合 BC－A尾根取付－A尾根の頭－2峰－1峰－不帰沢下降

－不帰沢出合 BC。 

※第 2登はこの数日後の雲表クラブ大沢氏パーティーである。 
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 この上は正面は全然だめで Bルンゼ側壁二段の岩壁の下段はチムニーに入り登った。左にトラバ

ース気味に上段の八〇度ほどの岩壁を静かに登る。親指大のホールド・スタンスの下は Bルンゼま

で落ちて居る。中央に走るリスに一本やっとの思いでハーケンを打つ。三五米伸びたザイルに引か

れ苦斗の末、リッヂに出た。四〇米いっぱいだった。目の前に岩壁が高々とそびえて居る。此処ま

で来たら降りれない。 

 最大岩壁の中央のチムニーに入り中で二度向きを変えた。完全なチムニーなので底に広瀬の頭が

見えるだけで長い空間が唐松沢まで続いている。チムニーを抜けて偃松のリッヂにドッカリと腰を

下し大声で広瀬に「一米上にザックを結び頭で押上げて登れ！」とどなる。此処が二峯南峯から見

ると積木細工の様な岩の有る処だ。縦走路が下に見える。二峯南峰に居る人達からの声援が大きく

響く。残す岩壁は二つか、三つだろう。登れるだろうか？Aルンゼ側の大岩壁のブッシュのバンド

を二ピッチ、ルートを求めながらトラバースしたが三本有るチムニー共登れそうもなく、バンドが

白い大岩壁に切断される処まで追詰められる。四つん這いにバンドの末端から乗出して見る。大岩

壁が Aルンゼまで切れ落ち、上は三峯まで最後の岩壁が続いて居る。仕方なくハーケン一本打って

震える足を休める。親指大のスタンスに立って居るビブラムが小刻みにずれて行く。休む事は落ち

るのを待つ様なものなので思い切って登る。三峯からたれさがった偃松へ三米程に近付いたがホー

ルド皆無となり、いよいよ危くなり割れそうな岩をハンマーで砕き、拾い物のホールドを得てハー

ケンを一本打つ。やっと偃松をつかみ三峯頂上の偃松に腰を下した。もう登る岩峯は無かった。 

逆光の剱が黒々として美しい。広瀬が一度ゴンボーをやったが足下の偃松をつかんだ時は思わずニ

ヤリとして“デッテケー”を大声で叫んだ。 
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 感激の握手。記念撮影をしてキレットへの縦走路を辿る。二峯南峯でＡ尾根ルートに付き検討し

て早々にキレットから夕暮迫る不帰沢に入る。足下のクレバスを逃げ左岸の岩を歩き眞暗になって

岩片の積み重なったガラガラの雪溪に降りた。その上で何度も尻餅をつき、疲れた広瀨を励まし乍

ら、一ケの懷中電灯の光をたよりに不帰沢出合のツエルトまで頑張った。 

 

 （九月二六日）― 快晴 ― 

タイム・不帰沢出合（七、五〇分）－南滝（八、四五）－南俣出合（九、四五～一〇、一〇）－二

俣（一一、一〇～一一、二〇）－細野（一二、〇〇） 

 一峯尾根を狙って後からやって来る小田桐への残飯を岩陰に隠し、元気に下山する。いやなザッ

テル越えも、登攀成功の僕等には苦でなかった。南俣の河原に出て洗濯と洗面をして、のびのびと

休む。 

 二俣まで色々楽しい話をした。不帰岳へ最後の別れを告げ、アケビを喰べながら細野へ道を辿っ

た。 

（ 岡 本 龍 行 ） 
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42．恩田善雄  「不帰岳一峰尾根 一九五八年三月の記録」『白稜』第 131号 

昭和 33年 5月 22日刊 東京白稜会発行 

 

 

 三度目の不帰行は一峰尾根を下部から登る計画をたてた。ここは昨年六月渡辺・志賀が一・二峰

間ルンゼ側より完登しているが尾根全体の三分の一以下を登っているに過ぎず、昭和十六年四月甲

南の初登以来完登パーテイはすべてこのルートをとっている。下部からの登攀は昭和十三年大阪薬

専パーテイ以後三、四回、試みられているがいずれも壁にぶつかって敗退している。この壁は一峰

尾根北側の壁の一部が尾根を越えたものと考えられる。高差は一〇〇～一五〇米と云われており二

十九年に試登した稜溪の石川氏により“断壁”と名付けられている。下部に取付くには唐松沢側か

ら末端ピーク上部のコルに出るものと不帰沢側から“断壁”下に出るものとが考えられるが我々は

後者をとった。 

 

 ［期日］一九五八年三月二二日（高曇）・二三日（快晴） 

 ［パーテイ］恩田善雄・森 義正・坪井森次 

 二二日三時前に取入口のBCを出発、一峰尾根末端の岩かげにスキーをデポして不帰沢に入った。

ラッセルは膝までで取付のルンゼ下まで一時間以上もかかってしまった。尾根の不帰側は末端より

小規模の岩壁が続いており急なルンゼが一本這上っているが、我々はこの壁が終ってから入ってく

る巾ひろいルンゼに入った。見上げる主稜線のコル附近は一面に雪庇を張り出している。眼前には

未登の東北壁が威嚇的にたちはだかっている。青空はまったく見えないが雲が高いので何とか天候

はもつだろう。出合で少し休んだだけでまたつらいラッセルがはじまった。予定の登路に入ってし

まったのでもう誰も文句を云わない。コルよりやや上部に雪庇の小さい所がありそこを切りくずし

て一峰稜線に出た。 

 尾根はすでにナイフの刃のようにやせて急傾斜で伸上っている。雪をくずしてテラスを作りアン

ザイレンした。森・坪井・恩田のオーダーで登攀開始、三、四〇米で最初のピークへ逆くの字型に

リッジは消え隔時登攀がはじまった。第一ピッチは極度にやせたナイフリッジ、第二ピッチは小規

模の雪壁で不帰沢側を登った。雪面が崩れ偃松を掘り出しての苦しい登りだった。第三は再びナイ

フリッジ、第四の雪壁を登るとピークの上に出て眼前一ぱいに問題の壁が現れた。 

 断壁は高さ百米余り、石は草付と一枚岩でストレートに落ちこんでいる。左は約三段になった岩

壁で唐松沢に落ちている沢の奥壁といった感じである。リッジはこの壁の上部に消えているが、約

半分の高さに小ピークがあり、そこまでの数ピッチが登攀のやまだろう。リッジ左に三本の岩稜が

 要 約 

  昭和 33 年（1958）3 月 22・23 日の記録。不帰ノ嶮 1 峰尾根末端よりの初登攀（積雪期

初登攀）。 

メンバーは、恩田善雄、森 義正、坪井森次。 

行程は、3月 22日 BC－南滝－取付ルンゼ下－コル－断壁下－断壁上－ビバーク地。 

23日 ビバーク地－頂上バットレス下－一峰頂上－1・2峰間ルンゼ出合

－BC。 

※同日 15時 35分、獨標登高会のパーティーが同ルートをたどり登攀完了している。 

※この記録は同じ恩田氏によって『岩と雪』第 1 号（山と溪谷社、1958.6.20）にも掲載

されている。 
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あるがかなり悪そうに思えるし取付までのトラ

バースが今日の雪の状態では危険なので直登と

決めた。問題は二ピッチ目にあると思われる七〇

度近い雪壁だ。 

 取付は巾五米程の岩壁で最初右よりを登るつ

もりでいたが逆層なので左にあるクラックを登

って約八〇糎位あるオーバーハングを廻りこみ

壁の左端のリッジにある雪のテラスに出ること

に決めた。クラックは高さ四米位で上部の岩は庇

のように突出している。第一回は約三米上部にハ

ーケンを打ちあぶみをかけハングを廻りこもう

としたが力つきて取付までずり落ちてしまった。

この衝撃で取付の雪のテラスが落ちこんでしま

った。第二回はハング下の突出した岩にザックが

ひっかかって失敗。空身になって三度目のアタッ

クにかかる。ハング下に二本目のハーケンが半分

程入り、森の体がじりじり上る。右足がクラック

から拔けて突出した岩に乗り、左足が、がりがり

スラブをかきながらテラス下の小さなスタンスをとらえると体がぐっとあがりハングを左に廻り

こんで雪のテラスに躍りあがった。ハング上一米の所に古いハーケンが打残されておりそれにザイ

ルが通ると森の姿はリッジの裏側に消えた。二〇米一ぱいで坪井が続く。ザックが岩にひっかかっ

てなかなかハング下から出られない。機関車のような荒い呼吸を残して体がぐっとのびるとハング

下のひとかかえもある岩が落ちてテラスに登った。トップは続いて第二ピッチにかかる。取付から

では全く見えないが落ちてくる雪塊で森が高度をかせいでいることがわかる。待つこと一時間、上

から声がかかってトップは雪壁の上部に出た。最初のハングは岩が落ちたので大分登り易くなった

らしい。第二ピッチはリッジの左側、雪庇の下をトラバースして再びリッジに出る。ここはかみそ

りの刃のようにやせ一ヶ所不帰沢側に出た雪庇を拔いたあとがあった。リッジは次第にせり上って

雪壁となりスタンスは時々不気味にくずれる。照らされたらどうしようもないところだが幸いにも

太陽は雲にかくれている。三ピッチ目は、やや傾斜もおちリッジは左に曲りやっと三人が揃える雪

のテラスに出た。不帰沢側に大きな雪庇となっており、その下は百五十米の空間が拡がっている。

四ピッチ目は両側が雪庇状となり左側をトラバースすると中央部小ピークへの雪壁になる。ここは

不帰沢側を登ったが最初のピッチの後りが岩塊が出てハング状になり右にトラバースして小さな

ブッシュ帯に入り、その上部の六〇度近い壁を直登した。この頃から雪の状態が悪くなりスタンス

はかたっぱしから崩れたが十五米程で左からのリッジと合し僅か登ると中央ピークに出た。そこか

らナイフリッジ一ピッチで上部雪壁の下、浅いルンゼの取付に立った。悪場はすでに終っていたが

急にラッセルがひどくなり苦しい登りが続いた。時間をかせぐため急斜面ではあったがスタカット

ともコンテイニヤスともつかぬ登りで高度をかせいだ。この上部は五ピッチ位のものだろう。トッ

プの落す雪が、たえず頭上にふりかかり体は雪にまみれたが、やがてまばらに生えていた岳樺がな

くなり傾斜が落ちると明瞭なリッジの上に出た。断壁を越えたのだ。取付いてより休むひまもない

六時間、すでに夕暮れは迫っていた。 
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 左リッジとのジヤンクシヨンはピークにはなって

おらず、急な雪稜が上へ上へと伸びている。一・二

峰間ルンゼ側に小さな雪庇が続いているがもう問題

になるような所はない。表面はクラストしているが

時々意外なほど落込んで大穴をあけて行く。つかれ

てはいたがピッチはあがり一時間程で一・二峰間ル

ンゼからのルートと合し小さなコルを越えて下から

屋根型に見えるピークへの登りとなった。 

 二峰尾根北峰直下に五人の姿が見えている。甲南

ルートを登ったらしい。東北壁を吹上げる雪煙がす

さまじく一峰尾根上部も時々見えなくなる。日はす

でに落ち急に夕闇が迫って来た。上部のナイフリッ

ジと最後の壁の登攀にあと三・四時間はかかると思

われたので屋根型の上に出る途中でビバークするこ

とにした。不帰沢側の斜面に三人が腰をおろせる雪

のテラスを作りツエルトにもぐりこんだ。 

 三月にしては楽なビバークだった。うとうとしては膝の冷たさに何度か目覚めたが、明けがたは

ぐっすり寝こんで明るくなったのに気付かないほどだった。昨日に変る快晴の朝、しかし風は冷た

く雪煙はせまい尾根を包んでいた。 

 ナイフリッジとは云うもののもうここでは鉈のような感じで気楽な登りだった。不帰沢側はすっ

ぱり切れおちているが一・二峰間ルンゼ側はたいした急斜面ではない。下からはピーク状に見えた

ところも階段状のリッジで問題はなかった。行程ははかどり小ピークを直登すると最後の壁の下に

出た。期待してきたがブッシュの出ているあまり見ばえのしないものだった。下半分は積雪のため

四〇度位の雪壁となり上部三〇米が岩とブッシュと雪の壁だった。右よりに雪壁を直上一ピッチで

頂上直下十米位の所に走っているハング状の岩壁帯の下に出た。直登は難かしそうなので左にトラ

バースして頂上の南よりに稜線まで拔けているガリーを登ることにした。ガリーへ入る所は体をそ

らせたトラバースでちょっと悪い。幸い雪面がくずれると洞穴が顔を出し、うまい具合にガリーに

入れた。ブッシュの上に乗った雪は不安定で非常に登り憎い。一箇所小さなハングがあったが坪井

がトップにたってこれを乗越し小さな雪庇を切ると稜線に出た。 

 岩と偃松の出ている斜面を十米登れば見覚えのある一峰頂上。僕達は今日のアルバイトに満足し、

春の陽光に輝やく剱を心ゆくまで眺めた。 

［タイム］BC発 2.45 ― 南滝 3.45 ― スキーデポ 
5.00 

5.15  ― 取付ルンゼ下 
6.30 

6.50― コル 
8.15 

8.35  ― 

断壁下 
10.20 

11.00  ― 断壁上 17.00 ― ビバーク地 
18.15 

 7.00 ― 頂上バットレス下 7.40 ― 一峰

頂上
 9.30 

10.00  ― 一・二峰間ルンゼ出合 10.45 ― スキーデポ 
11.30 

14.30  ― BC帰着 15.30 

（ 恩田 ） 

 

［註］我々と同日、独標登高会のパーテイは一峰尾根及び三峰 A尾根の登攀に成功された。一峰尾

根は唐松沢より取付き我々のルートに合する手前でビバークされたと聞いている。最下部も相当悪

いらしい。 
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43．獨標登高会  「後立山 不帰東面 ㊦」『岳人』第 137号 

昭和 34年 9月 1日刊 中部日本新聞社発行 

 

 

 三   峯     

 三峯の各リッジは、一峯のように長大な尾根、二峯のような豪快な壁の登攀はなく、穂高滝谷の

ような岩稜
リッジ

の登攀になる。各リッジとも東北面が急峻に切れ落ちているが南西面の壁の発達は少な

い（これは不帰東面全体の特徴である）。八方尾根から眺めると同じように小さなリッジが三本こ

じんまりと並行しており、右にある豪壮な二峯の東壁に圧倒されていかにも小さく、果して登攀価

値ありや?という疑問を抱かされるが（われわれも最初同じような疑問を持つた）、実際にとりつい

てみると、十分に手ごたえのあるリッジであることがわかつた。 

 ことに積雪期の登攀は手ごわく、不帰全体から見た困難のグレーディングリストには、かなり上

位にランクされるものである。前述したように各リッジの東北側は急激に切れ落ちているから、途

中で下降する場合は、南西側のルンゼにエスケープすべきである。 

 

★三峯 A尾根 

 

 三峯の三つのリッジのうちでも一番手ごたえのあるリッジである。一九五五年夏、当会の岡本竜

行、広瀬正巳のパーティが、はじめてこれを登攀し、数日後に雲表クラブの大沢氏パーティが第二

登を行つた。積雪期は同じく当会の広瀬正巳、久間田芳雄、堀田昭の三人が、昨年三月にその初登

攀を行つたが、本年三月まで既

に積雪期第三登が記録されて

いる。 

 A尾根の末端の岩壁をBルン

ゼからわかれる小さなルンゼ

から取付く。ルンゼ内は夏は浮

石が多いが、冬は傾斜四〇度ぐ

らいは雪壁である。リッジにで

ると第一ピークの岩壁がある。

スラブ状の凄い壁で、正面は手

がつけられず、Aルンゼ側の一

〇㍍の壁を登らねばならない

が、これもホールドが細かくて

極度に悪く、三月の登攀の時は

 要 約 

  昭和 33年（1958）3月 22・23日の記録。不帰ノ嶮 3峰東面 A尾根の積雪期初登攀。 

メンバーは、広瀬正己、久間田芳雄、細田昭。 

行程は、3月 22日 南股取付入口 BC－ A尾根取付－ 第 1ピーク－ ビバーク。 

23日 ビバーク地－ 第 3ピーク－ A尾根ノ頭－ BC。 

※無雪期は昭和 30年 5月 25日、岡本竜行氏、広瀬正巳氏によって登攀されている。 

雪をまとった不帰東面の全景    福田耿之介 
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一〇㍍のピッチに三時間余を要している。この上で長さ一〇㍍ほどのチムニーにはいり、第一ピー

クの上にあるテラス（九月登攀のおり踊場とわれわれは称した。）にでる。夏はハイマツのリッジ

であるが、ここからしばらく雪稜がつづき、やがて第二ピークの下にでる。三月われわれは、この

第二ピークの下でビバークした。第二ピークはチムニーをもち、それほど困難ではない。上は傾斜

のないナイフリッジとなり冬はそこから急峻な雪稜になる。われわれが登攀した時はキノコ雪の個

所があり、かなり悪かつた。登り切つたところが第三ピークの下の岩壁で、正面にチムニーが二本

連続している。下のいチムニーは簡単であるが、上のチムニーは高く、はいるのにくろうする。チ

ムニーの出口も悪い。 

 チムニーを抜けると平凡な雪稜が一ピッチつづいて最後の壁にぶつかる。無雪期われわれは右側、

Aルンゼ側に急激に落ち込んだ大きなフェイスを登つたが、雲表パーティは Bルンゼ側を登つてい

る。Aルンゼ側のフェイスは高度感が非常にでるところで、われわれはそのまん中にあるリッペに

ルートをとつたが、ホールドにとぼしく非常な緊張を強いられる悪い登攀であつた。積雪期の時は

Bルンゼ側の急な雪壁が頭まで上っていたので、これにルートをとつたが、Aルンゼ側のフェイス

にくらべれば容易であつた。 

 A尾根のキイポイントは第一、第二、第三ピークの岩壁の登攀にあるといえる。無雪期のルート

としても充分に価値のあるものであり、ことに最後の Aルンゼ側のフェイスの登攀をふくめれば申

し分なく緊張した登攀が味わえる。なお、三月になると日照時は雪がくさり苦労する。 

 無雪期＝一九五五年五月二十五日 

 パーティ＝岡本竜行、広瀬正巳 

 タイム＝不帰沢出合ベース（七・三〇）― A尾根取付（一〇・一〇～一〇・三〇）― A尾根ノ頭（一

七・二五～一七・四五）― 二峯、一峯を経て不帰沢を下りベース帰着（二一・二〇） 

 積雪期＝一九五八年三月二十二日～二十三日 

 パーティ＝広瀬正巳、久間田芳雄、細田昭 

 タイム＝第一日、南股取付入口ベース（三・

五〇）― A尾根取付（九・二五）― 第一ピー

ク（一一・二〇）― ビバーク（一七・二〇）。

第二日、出発（七・三〇）― 第三ピーク（一

四・三〇）― A尾根ノ頭（一八・四五）― ベ

ース（二一・五五） 

 

★三峯 B尾根 

 B 尾根は末端の岩稜のスケールが A,C 尾

根にくらべ小さいために、三本並行している

と、一番隆起が少なくて細く、成長が悪く見

える。無雪期は三峯でも一番灌木をつけ、岩

の部分は少ないが、積雪期になると、この灌

木の部分は雪壁あるいは雪稜となる。 

 積雪期の登攀は一九五六年に慈恵医大に

よつてなされたといわれるが、記録をいまだ
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見ていないので、それが三月であるか四月、五月であるか、われわれはまだ調べていない。（無雪

期は一九五七年六月、白稜はパーティがトレースしている。） 

 昨年七月、われわれは小田桐義治、安田容子、大鹿裕弘のパーティによつてこのリッジの第三登

をおこない、本年三月、重南昌男、安田容子、福田耿之助によつて積雪期の登攀を果した。夏には

灌木と草付に悩まされ、あまり面白い登攀ではなかつた。本年三月は夏と同様末端から取付いたが、

雪の状態が悪く A尾根と同高度にあるジャンダルム状の岩峯に手こずり、上部のナイフリッジでビ

バーク。翌日は降雪がはげしく雪が不安定で時間を食い、B尾根の頭直下でキノコ雪と対決して再

びビバーク。三日目根気よくキノコ雪に煙突を掘り、最後の急峻な雪壁を登つて登攀を終了した。 

 なお、一日おくれて登つた同志会パーティも天候が悪くて三日を要しているが、雪が安定してい

れば、取付くのが遅くても翌日には充分でられるルートだと考える。 

 無雪期＝一九五八年七月二十八日 

 パーティ＝小田桐義治、安田容子、大鹿裕弘 

 タイム＝取付（一一・〇五）― B尾根ノ頭（一八・五〇） 

 積雪期＝一九五九年三月十九日～二十一日 

 パーティ＝重南昌男、安田容子、福田耿之助 

 タイム＝南股入口ベース（四・〇〇）― B尾根取付（一一・三〇）― 第一回ビバーク（一九・一五）。 

第二日、出発（九・〇〇）― 第二回ビバーク（一八・一五）。第三日、出発（七・三〇）― B 尾根ノ

頭（一二・一〇）― 唐松小屋（一五・二〇）― 第二ケルン（一六・〇〇）― 八方押出しを下ってベ

ース（一七・〇五） 

 

★三峯 C尾根 

 不帰のバリエーションルートの最南部に位置する C 尾根は、奥の広場から二つの岩壁もつて稜

線へ上つている。 

 一九五四年七月、阪大パーティによつて登られた。積雪期は一九五六年三月下旬、登嶺会の能瀬

恒彦、設楽美徳、高橋弘の三氏によつてジャンダルム状をなす二つの岩壁の上、すなわち C尾根上

半部のトレースがなされている。ルートは Cルンゼを登つて尾根の中央部にある屈折部に出ている

が屈折部の乗越にキノコ雲ができており、悪かった由である。われわれは昨年七月、真田真也、松

本泰司のパーティによつて、この尾根の末端から、一夜ビバークの後トレースすることができた。 

 取付きは第一の岩壁にさえぎられているので、この壁を登るよりほかに手はない。壁は凹角状で、

とくに取付部はチムニー状をなし、下部の二、三㍍が悪い。壁の右側にもチムニーがあり登攀でき

ると思う。三〇㍍一ピッチで第一岩壁の上にでる。すぐ上は第二の岩壁である。第二岩壁は Dルン

ゼ側に大きく広がり、C尾根では、その右縁をなすカンテとなつている。ルートはこのカンテを登

ることになるが、エスケープするにはカンテを Cルンゼ側に廻り込んでトラバースすると第二岩壁

の上にでる。これは Cルンゼが、C尾根の第三岩壁の辺りで、尾根と同じぐらいに上っているため

である。 

 第二岩壁の上で尾根は「く」の字状に折れ、幅の広い草付の壁に変わる。ここからはもう岩壁は

なく、急峻な草付を登るだけである。（冬は雪壁となつていて、雪質が悪いと苦労する。） 

 結局、C尾根は下半部の岩壁がキィポイントであつて、上半部は問題ない。われわれは本年三月

と四月初旬の二回、末端からの積雪期 C尾根完全登攀を狙つたが、いずれも悪天候にわざわいされ
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て成功せず、この問題は今後の課題となつた。 

 無雪期＝一九五八年七月二十八日～二十九日 

 パーティ＝真田真也、松本泰司 

 タイム＝第一日、末端取付（一一・三〇）― 第一岩壁上（一八・〇〇）― ビバーク（一九・〇

〇）。第二日、出発（六・三〇）― C尾根ノ頭（七・三〇） 

 

 あとがき      

 すでに与えられた枚数の二倍以上を費やしてしまつたが、各ルートのデテールにまでは触れてい

ない。概説的な説明におわつたことを遺憾とするが、ここに不帰の各ルートの性質についてだけは

明らかにしえたかと思う。 

 なお、われわれはこのゲビートの登攀史を作成したいと念願しているので、無雪期、積雪期を問

わず、登られた方はルート、期日、メンバーを会事務所あて、お知らせいただければ幸いである。 

 最後に本年三月、一峯と三峯において不幸なアクシデントがあつたが、われわれは慎んで亡くな

られた方たちのご冥福を祈りたい。      

――完   
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44．獨標登高会  「後立山 不帰東面 ㊥ 

 主として積雪期登攀について」『岳人』第 136号 

昭和 34年 8月 1日刊 中部日本新聞社発行 

 

 

 二   峯     

 二峯の東壁（われわれは南北に走る国境稜線を境として、その東側に属する二峯の壁を総称して

二峯東壁と呼んでいる。二峯の西側――黒部側――の壁が注目されるようになった現在、両者を対

照的に呼称して東壁、西壁とするのは今後、実質的な妥当性を持つことになると信ずる。）は最大

高距六五〇㍍ないし七〇〇㍍に近い雄大なスケールをもち、日本の岩場でも第一級にランクされる

堂々たる貫録を有している。 

 東壁を大別すると、南・北二つのピークをもつ屋根型の二峯頂稜から唐松沢本谷に面した幅の広

い正面壁と、一・二峯間ルンゼに面する垂壁の発達した部分とにわけられる。前者は唐松沢の奥に

行くにしたがつて岩壁のスケールを減じ、やがて、そのまま東南壁と呼ばれる壁につづくが、この

両者の境界は、それほどはつきりとはしていない。一・二峯間ルンゼに面する部分は、同ルンゼの

右岸に落ちる顕著なルンゼを二本もち、このルンゼに面して一面に逆層をなす豪壮な二つのフェイ

スをもつている。上のルンゼが甲南ルート

の下半をなす甲南ルンゼで、その上に落ち

るのが上部三角形のフェイスであり下の

ルンゼ（一九五八年四月当会のパーティが、

これをはじめて登つたので説明の都合上、

“獨標ルンゼ”と仮称する。）の上に落ち

ているのが下部三角形のフェイスである。

上部三角形岩壁が正面壁との境界があき

らかな稜角になっているのにくらべれば、

下部三角形岩壁のそれは、それほど明瞭な

コンタクトラインをもたず、いわば獨標ル

 要 約 

  昭和 33年（1958）4月 12～16日の記録。不帰ノ嶮 2峰東壁下部三角形岩壁独標ルート

積雪期初登攀。 

メンバーは、山口耀久、平島利規、広瀬正巳。 

行程は、4月 12日 南股取入口ベース－1・2峯間ルンゼ出合－取付のコル・ビバーク。 

13日 取付のコル－直上ルート－上部偵察－ビバーク。 

14日 凹角上半トレース－台地状テラス・ビバーク。 

15～16 日 台地状テラス－下部三角形の頭－甲南ルートのコル－北峯－

南峯－Aルンゼ－南股取入口ベース。 

※昭和 30 年 9 月 19・20 日に山口・伊藤・坂野の三氏が初登攀した本誌№40 のルート

である。 

※昭和 32年 8月白稜会の渡辺司夫・青木秀夫の両氏によつて第 2登、昭和 33年 8月、

山学同志会の公文康博氏らによつて第 3登がなされた。 

不帰の岩峯をみあげながら三月の唐松沢を登る 福田耿之介 
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ンゼ側（つまり一・二峯ルンゼ側）から唐松沢本谷側にはみだした格好になつているがこれと正面

壁の縁辺部と接触する部分の最大傾斜線の角度は、正面壁のそれとは、はつきり異なっており、岩

壁は獨標ルンゼの中心線に近づけば近づくほど垂壁のスケールが大きくなる。 

 一・二峯間ルンゼ側に面する部分は、さらに上部三角形岩壁に隣接する。純粋に一・二峯間ルン

ゼ本谷に面する東北壁をもつているが、この上部三角形岩壁と東北壁の関係について、われわれの

考えを少し述べておきたい。 

 これまで二峯・東北壁といわれる名称は、われわれのいう東北壁と上部三角形岩壁を一つの壁と

みなして適用されてきたが、これは明らかに二つの壁に区分する必要がある。なぜならば甲南ルン

ゼに面する壁と一・二峯間ルンゼに面する壁とは、その接縁部が明らかな稜角をなしており（もつ

ともこの稜角は上部で甲南ルンゼに面する部分にはみだして稜角としての形態を失つてはいるが）、

岩壁が面する方位もはつきりと異なつているからである。一九四〇年日大パーティによって登られ

たいわゆる「東北壁」ルートは、ほぼこの境界線にあたる稜角を行くものだが、これは直上不能の

岩壁部にぶつかると、いずれも右側、すなわち一・二峯間ルンゼ本谷側に面する雪壁部を選んで登

攀しており（われわれの登北壁登攀もほぼこれに準じている。）これを従来の呼称にしたがって『東

北壁」のルートを呼ぶならば、「東北壁」とはあきらかに一・二峯間ルンゼ本谷に面した部分をい

うのであつて、甲南ルンゼに面した部分、つまりわれわれのいう上部三角形岩壁（われわれは下部

三角形岩壁に対応して、この名称を使っているが、ほかに適当な名称があればこれを改めるのに躊

躇しない）とは、はつきりと区別されなければならない。 

 われわれがこだわつているのは名称ではなく区分の問題であつて、その理由は甲南ルンゼに面し

た壁は完全に未登攀
．．．．．．

の壁であり、しかも、それは下部三角形岩壁に匹敵するだけのスケールをもち、

すさまじい逆層をつらねるこの垂壁の中心部のトレースは、不帰登攀史の最後を飾るにたる大きな

価値をもつものであると思う。 

 

★二峯・甲南ルート 

 甲南ルートは甲南ルンゼを登つて、そのツメにある、下部三角形岩壁の頭の背後のコルに達し、

正面壁上部右縁のスラブを登つて、北峯からのびている東北壁と正面壁のコンタクトをなす尾根の

上で、北峯にいたるものである。一九三三年三月下旬、甲南の田口一郞、伊藤新一両氏によって初

登攀されたが、これは二峯東壁のみならず不帰東面で最初のトレースである。その後、本年春まで

八パーティが登つているので、不帰でも最もポピュラーなルートである。甲南ルンゼにしてもコル

から上の部分にしても技術的に問題のある個所はない。したがつて一峯上部ルートと共に新人指導

向きのルートであろう。 

 夏の甲南ルンゼは登られた話をきかなかつたが、昨年の夏われわれの仲間がトレースして、浮石

は多いが、それさえ覚悟して行けば無雪期の不帰東面のルートとしてそれほど捨てたものではない

ことがわかった。断続する雪渓の間に三・四の滝があり、ルンゼの左側は約四〇度のスラブ、右側

は一面に逆層をなす上部三角形岩壁の、裾の部分がオーバーハングしてのしかかつている。落石に

注意してツメのコルにでて、正面壁上部右縁部のスラブに移る。このスラブは傾斜もゆるく、快適

である。東北壁との境をなす岩稜に出れば北峯ノ頭は近い。 

 積雪期は、甲南ルンゼの出合から見上げるとツメのコルがすぐ近くに見え、傾斜もゆるく簡単そ

うに思われるが、登つてみると結構ながい。最初傾斜はゆるいがコルまで二〇〇㍍ぐらいで、コル

附近の二ピッチは傾斜約五〇度の雪壁である。コルから上の部分は比較的傾斜のゆるい雪壁となり、
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東北壁との境をなす雪稜まで、技術的に問題となるところはない。しかし、雪のつき方が悪いと雪

崩の危険がある（ルンゼの中も同様である）。雪稜はところどころナイフエッジになったりするが、

雪さえ締まっておればコンティニアスで行ける。 

 甲南ルートは大体帰りのルートであるが、雪が悪いとビバークすることもある。われわれは雪稜

上部から雪稜にでる手前でビバークしている。 

 無雪期＝一九五八年七月二十八日 

 パーティ＝平島利規、青野利彦、池田彰孝、戸張利治、加藤正明、室田恭子 

 タイム＝甲南ルンゼ出合（九・二五）―甲南のコル（一二・五〇）―北峯（一五・四〇） 

 積雪期＝一九五九年三月十日～十一日 

 パーティ＝松元純一、野沢葵、寺尾和子、佐藤マリ子 

 タイム＝第一日、南股取入口ベース（四・〇〇）― 甲南ルンゼ出合（九・三五）― コル（一四・一

五）― ビバーク（一八・〇〇）― 北峯（一〇・四〇） 
 

★二峯・東北壁 

 北峯から一・二峯間ルンゼに落ち込む高距約三五〇㍍の二峯・東北壁は、中央部の岩層帯を境に、

傾斜六〇度以上氷化した上下二つの雪壁をもつ。その左縁は上部三角形岩壁との境にあたる稜角を

なし、露岩を点々とつけている。この壁の初登は二日間をもつて一九四〇年五月、日大の佐藤耕三

氏のパーティによつて登られている。 

 われわれは本年三月、往古豊秀、広瀬正巳、長谷川準

一のパーティによつて、この稜角を登ったが、下部は甲

南ルンゼ側からは上部三角形岩壁にぶつかるのでルート

は見だせず、一・二峯間ルンゼから取付いた。稜角自体

は大きな灌木がついていて一見やさしそうに見えるが、

いずれも下向きに生え、灌木との間は急峻な草付になつ

ている。われわれは試登の際、稜角の末端へ一・二峯間

ルンゼ本谷側からアイスリンネに取りついたが、七〇㍍

のアイスリンネに三人で七時間を要した。 

 アイスリンネを登りつめると稜角上にあるピーク状の

岩の下に出るが、ここからの上部三角形岩壁側は、手の

つけられない岩壁であつた。そして稜角は灌木のついた

じじむさい感じであつたので、完登の時にはこの稜角を

敬遠して、下の雪壁より左に斜上しながら稜角の中央部

にあるピークにでた。この雪壁は完全に氷化していてス

テップカッティングが楽しめた。約四ピッチ一五〇㍍で

ある。 

 ピークから上は八〇度の傾斜をもつ壁であるが、灌木

がついているので木登りをして二番目（末端から数える

と三つ目）のピーク下にある、庇状の岩の下でビバーク

した。翌日ピークから一ピッチ登って、岩壁につき当た

り、右へ四〇㍍トラバースして上の雪壁の左端のルンゼ

にはいり、二ピッチで正面壁上部右端の岩稜、つまり甲
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南ルートの最上部にあたる雪稜にでた。われわれは今度登る時は、上下の雪壁にダイレクトにステ

ップを刻んでみたいと思っている。 

 積雪期＝一九五九年三月十九日～二十日 

 パーティ＝往古豊秀、広瀬正巳、長谷川準一 

 タイム＝南股取入口ベース（四・〇〇）― 東北壁取付（一〇・〇〇）― ビバーク（一七・〇〇）。

第二日、出発（九・〇〇）― 甲南ルート雪稜（一四・〇五）― 北峯（一四・四〇）― 唐松小舎（一

五・二〇）― 第二ケルン（一六・〇〇）― 八方押出しを下りベース帰着（一七・〇五） 
 

★二峯・獨標ルート（下部三角形岩壁） 

 冬期、正面壁がべつとりと雪をつけている時でも、その右縁に隣接するこの三角形状の垂壁（一・

二峯間ルンゼ出合の少し下から仰ぐと大きな三角形のフェイスに見える。）は黒々として雪をつけ

ず、まことに垂壁と呼ぶにふさわしい凄まじさをもつている。獨標ルートはこの岩壁をダイレクト

に登攀するもので、同時に二峯の東壁を最下部から攻撃するもので、同時に二峯の東壁を最下部か

ら攻撃するものであり、現在まで不帰で拓かれた最高のルートである。 

 一九五五年九月、われわれのグループの山口耀久、伊藤一男、坂野富雄のパーティが、この岩壁

の最初のトレースを行つたが、その後、一九五七年八月、白稜会の渡辺司夫、青木秀夫の両氏によ

つて第二登が行われ、昨年八月、山学同志会の公文康博氏らのパーティによつて第三登がなされた。 

 この壁の登攀は、獨標ルンゼのツメにあるコルからはじまり、コルから三角形の頭まで高度約二

〇〇㍍、ルートのほぼまん中にある広い台地上の草付テラスまでが非常に悪い。コルにでるルート

として、われわれは一九五五年の登攀の折には南包峯ルンゼ下部右側にひらけたスラブを登ってい

るが（このスラブは八方尾根から見ると物凄く見えるが、実際はかなり快適である。反対に下部三

角形岩壁は八方尾根から眺めると獨標ルンゼ側に面した垂壁がかくされて実に小さなつまらない

壁に見える。）、積雪期には獨標ルンゼを登ってコルに達した。しかし、無雪期の獨標ルンゼの登攀

はかなり悪いものと思う。 

 草付きのコルから斜め左上に走るバンド状のクラックをつたい二、三㍍で小さなレッジに立つ。

ここから右に、浮いた草付のバンドをトラバースするとトタン屋根のように外傾したスラブになる。

この先のピッチが獨標ルート最悪のピッチである。スラブのトタン屋根の部分には、いきなり移れ

ないのですぐ上にある細いバンドにはいあがり、腹ばいになつて、体の半分を下の空間にさらした

ままジリジリ進み、バンドの末端でトタン屋根のスラブに下りる。スラブは固く、ハーケンを受け

つけるリスがないので、本のわずかな凹凸をひろつてバランスだけでトラバースする。スラブのど

んづまりに枯れた大きな喬木があり、ここから左に傾いた凹角を直登するのだが、この凹角（約一

五㍍）の登攀は猛烈に悪い。 

 出口はかぶり気味なので左寄りに登ると灌木をつかむことができ、その上は三人位立てるだけの

テラスになつている。このスラブのトラバースと凹角の直登が、このルートのキイピッチであり、

われわれは初登攀の折に、このピッチに三人で三時間余を費し、第二登を行つた白稜会パーティは

凹角内のコンタクトラインをさけてその五㍍左側の壁を登り、二名で五時間を要している（両方と

も凹角の出口の上にあるテラスでビバーク）。テラスから灌木のついた急な壁を斜め右上にトラバ

ースすると急な草壁にでる。上部がいくらかかぶつていて苦しいが、腕をのばすだけのばして灌木

の細い根をつかみ、腕力だけで体をもち上げると、台地状の広い草のテラスの右端にでる。 

 われわれは積雪期登攀の折、トタン屋根のスラブのトラバースと、それに移る手前の、腹ばいに

なつたまま半身が宙にとびだしてしまうバンドのトラバースに自信がなく、第一ピッチ（取付きの
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コルからつづくバンド状のクラック）の上にある小さなレッジから、直上するルートを選んだ。こ

の第二ピッチの直上ルートは途中に小オーバーハングをもつ三〇㍍に近い逆層の壁で、ハーケン一

三本を使って連続的な吊上げに終始し、三人で実に一〇時間二〇分を費やして、上の小レッジ（三

人がやつと立てる）に達した。 

 ここから約五㍍斜め左に登つて、右につづくバンドを二〇㍍近くトラバースして前記、凹角の途

中にはいつたが、この凹角上半部の登攀は前回以上に悪く感じられた。 

 なお、無雪期の第三登を行つた同志会パーティは第一ピッチ上部の小レッジからここに説明した

二つのルートをさけ、レッジから斜め左にやや傾斜のついたスラブを登り、凹角を通らずに直接、

前記台地状の草のテラスにでられた模様だが、これは前の二つのルートより容易ではないかと思わ

れる。なぜなら下部三角形の壁は取付きのコルを通る中軸線を境として、右側は独標ルンゼに面し、

左側は正面壁南峯ルンゼのスラブに面して、この中軸線から右の部分、つまり獨標ルンゼ側に寄れ

ば寄るほど、垂壁が発達して、核心部的な色彩が濃厚になるからである。 

 さて、台地状の草付テラスの上は一枚岩の壁になつており（登攀不可能）、われわれはテラスの

左端部から草と灌木の生えた急な壁を登つたが、その上にさらにもうひとつ同じような広い草のテ

ラスがあり、要所要所に灌木があつて技術的な困難はなかつた。同志会パーティは台地状テラスか

らわれわれと反対に壁の右側のルートを登つているが、恐らくこの方が困難であると思われ、前の

見方を適用すれば、右側のルートの方が核心部的なルートであると思われる。三角形の頭からアレ

ートを伝うとすぐに甲南ルンゼのツメにあるコルに達し、ここでルートは甲南ルートと合して、正

面壁右縁に属する傾斜のゆるい快適なスラブを登つて二峯・北峯の頂上に達する。 

 このルートの積雪期登攀は、一九五八年四月、当会の山口耀久、平島利規、広瀬正巳の三名によ

つて、四日間を費して完成されたが、その時の状況を簡単に書いておく。 

★ 

 十二日、未明に南股取入口に設営したベースを出発。一・二峯間ルンゼから獨標ルンゼを登つて

取付きのコルに達し、第一ピッチに固定ザイルを工作してコルでビバークした。 

 十三日、第一ピッチの上にある小レッジから直上ルートを選んで第二ピッチ約三〇㍍をかせぎ、

その上部を偵察しただけで第二回目のビバーク（行動時間、一一時間三〇分）。 

 十四日、右にトラバースして凹角の途中に入り、上のテラスにでる。前日直上した第二ピッチの

逆層の壁と、この凹角上半部の登攀が最も悪かつた。凹角の上のテラスは雪に埋もれてビバークで

きるスペースはなく、上の台地状の大テラスに登つたが、ここは夏とちがつた様相を呈し、上から

落ちた雪がつもつて傾斜六、七〇度の雪壁になつていた。この日、凹角を登りだした頃、前日の午

後から降りだした小雪が猛烈な風雪に変わり、岩壁上部より流れ落ちる滝のような雪の奔流のため、

上を見るのも思い通りにならない苦しい登攀だつた。台地状テラスの急な雪壁とその上の壁の間の

ラントクルフト状の接触部についたのは夜の八時。ここで第三回のビバークをした。夜が更ふける

とともに風雪は一段と猛威を加え、気温はマイナス二〇度以下に低下してツェルトはブリキのよう

に凍つた。 

 十五日、一晩中荒れ猛つた風雪は明け方になつておさまり、快晴の青空を迎えた。一九五五年の

ルートにしたがい、壁の上半部の傾斜八〇度に近い雪壁を登攀した。台地状テラスの上にある同じ

ような草のテラスは完全に急な雪壁の傾斜の中に埋もれて跡形もなかつた。下部三角形岩壁の頭に

つき、甲南のコルから正面壁右縁の固い雪壁にステップを切つて二峯・北峯の頂に立つたのは完全

に夜であつた。南峯から Aルンゼを経由して、深雪の唐松沢の下りに難渋し、稜線から休まず歩い
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て取入口のベースに戻つたのは、ベースを出発してから、実に五日目の未明であつた。 

 このようにわれわれは、この壁の積雪期登攀に三泊四日を費やしたが、実力のそろったパーティ

なら二泊三日で登攀できると考える。ここで説明したように獨標ルートはいくつかのバリエーショ

ンをもつているが、正規の凹角ルート（第一ピッチ上のレッジから右にトタン屋根のスラブをトラ

バースし凹角を下部から登るもの）をトレースする。積雪期第二登の記録を、われわれは大いに期

待したい。 

 無雪期＝一九五五年九月十八日～九月二十一日 

 パーティ＝山口耀久、伊藤一男、坂野富雄 

 タイム＝第一日、南股取入口ベース（六・一五）― 一・二峯間ルンゼ出合（一一・〇〇）― 凹角の

上のテラスでビバーク（一八・三〇）。第二日、出発（六・一五）― 下部三角形の頭（九・〇〇）― 北

峯（一二・〇〇） 

 積雪期＝一九五八年四月十二日～十六日 

 パーティ＝山口耀久、平島利規、広瀬正巳 

 タイム＝第一日、南股取入口ベース（六・五三）― 一・二峯間ルンゼ出合（六・五三～八・〇〇）

― 取付のコル（一二・四五～一三・三三）― ワンピッチザイル工作をしてコルでビバーク（一七・三

〇）。第二日、出発（七・〇〇）― 第二ピッチを直上し、第三ピッチを往復してビバーク（一八・三〇）。

第三日、出発（七・四五）― 凹角上半をトレースし台地状テラスでビバーク（二〇・〇〇）。第四日、

出発（六・四〇）― 下部三角形の頭に立ち甲南ルートのコル（一七・五〇）― 北峯（二〇・〇〇）― 

南峯、Aルンゼを経由しベース帰着（四・〇〇 
 

★二峯・正面壁（X状ルンゼ） 

 二峯・東壁の唐松沢側に面した部分、つまり八方尾根から眺められる幅の広い壮大な岩壁がそれ

で、正面から見ると実に急傾斜な印象を受けるが、側面から見た実際の傾斜はそれほどでもない。

岩壁の上半部は比較的単純な壁になつているが、下半部はリッジとルンゼがいりくんで、複雑な地

形を呈している。中央いくらか右寄りにこの大きな壁をわる大 X状のルンゼがあり、われわれは北

峯に抜けるものを“北峯ルンゼ”南峯を見さすものを“南峯ルンゼ”と仮称している。北峯ルンゼ

は唐松沢の雪渓にはじまつて見事に北峯の頂上まで抜け切っているが、南峯ルンゼは Xの交点を過

ぎるとグッと浅くなり、正面壁のほぼ中央部でスラブに消えてしまう。 

 正面壁のルートとしては、まずこの X 状をなす二つのルンゼが考えられる。そのほか X 状ルン

ゼの下部にはさまれている岩稜があり、これは南峯ルンゼ下部のスラブから眺めると異様な形をし

た岩塔の連続で、これを完全にトレースしたらおもしろい。（それだけに困難な）登攀になると思

うが残念ながら岩稜は Xの交点で消えている。 

 南峯ルンゼは一・二峯間ルンゼの出合を過ぎるとすぐに右から落ちてくるスラブがその入口であ

り、広いスラブが終ると、幅五㍍、狭くて深い典型的なルンゼになる。ルンゼ内には Xの交点まで

四つの滝があり、最初の三〇㍍のチムニー状の滝が悪い。大きな石がゴロゴロしてかなりの広さを

もつ Xの交点を過ぎると、ルンゼは浅くなり、四つの小滝と二〇㍍の滝がある。ルンゼ内は浮石が

多い。ルンゼがスラブの中に消え、約二〇〇㍍の登攀で、北峯・南峯間のほぼ中央にでる。スラブ

は傾斜もゆるく楽しい登攀だが、スリップすればどこまで飛ばされるかわからないから注意したい。 

 北峯ルンゼは唐松沢からルンゼの入口までつづいている雪渓を登る。ルンゼの入口は約三〇㍍の

黒いヌルヌルした滝になつている。（この下にも雪渓の下に大きな滝がかくされているのがわかる。）

この滝は垂直ないしはハング気味で登れず、右の壁を登つて滝の落ち口の傾斜した明るいスラブに
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でる。スラブのつきあたりは上のスラブとの間が段になつており、上のスラブの先は一五㍍の滝が

ある。この滝は直登できるが、この辺りからルンゼ内はホールドがモロくなる。ふたたび間に段を

もつスラブを登ると高山植物の咲くきれいなテラスがあり、その先のチムニー滝を越えると Xの交

点にでる。 

 交点を過ぎるとますます浮き石が多くなる。ルンゼは、左側は側壁に圧迫されて暗く、右側はス

ラブが開けて明かるい。その中に岩のモロい二〇㍍の滝（悪い）がある。やがて二股にわかれ、左

が本流らしい切れ込みを見せているが、入口はボロボロの滝（七、八 ㍍）で登れず、ひらけた右

にはいると、溝状のスラブ滝にぶつかる。出口は悪いが、これを登ればルンゼはスラブの斜面にひ

らけ、やがて草付になつて北峯の頂上にでる。 

 以上、無雪期の X状ルンゼのそれぞれの状態を略記したが、登攀ルートとして考える場合、南峯

ルンゼの下部を登り、交点で「く」の字型に折れて北峯ルンゼの上半部にはいつても、また、その

逆のとり方も考えられてよいはずである。無雪期のこのルンゼの登攀に当つては、くれぐれも落石

に注意されたい。  

 X状ルンゼの初登攀は一九五四年七月、阪大パーティによつて行われ、積雪期は稜溪山岳会の石

川昌一氏パーティによつてなされた。われわれは一九五七年三月に正面壁をねらつたが、風雪のた

め果さず、本年も見送りになつたため、まだ積雪期について語れるだけの知識をもつていない。し

かし冬はルンゼ内の滝は埋まり、ちょうど滑り台のようで、雪の状態さえしつかりしていたら、ま

ず技術的な問題はないようである。ただ位置の関係上日射時間が長く、降雪直後は雪崩の危険が充

分にあるので、（X状ルンゼは、典型的なラビーネンツークである。）雪に対する判断だけはおろそ

かにできない。北峯・南峯の頂稜に雪庇が張りだしている時も多いので、取つく前の偵察を充分に

する必要がある。 

 無雪期南峯ルンゼ＝七月三十日 

 パーティ＝広瀬正巳、坂理喬 

 タイム＝南峯ルンゼ出合（九・〇〇）― X交点（一三・四〇）― 南峯（一六・〇五） 

 無雪期北峯ルンゼ＝一九五八年七月三十日 

 パーティ＝三多幹彦、松元純一、内田亮 

 タイム＝北峯ルンゼ出合（一〇・〇〇）― X交点（一一・四〇）― 北峯（一六・〇五） 
 

★二峯・阪大ルート 

 南峯から Aルンゼ側に面した壁で、二峰東壁の最左縁ルートに属し、特徴のない壁である。 

 一九四〇年四月一日、阪大の中条徹、島雄昭美両氏によつて積雪期の初トレースがなされてから

本年まで三パーティが登攀している。昨夏、われわれはトレースしたが新人を交えた六人という大

パーティにかかわらず、時間的に早く登つてしまつたので別に問題はないようである。Aルンゼに

はいつてから、右から落ちてくる二本目のルンゼをつめるとリッジにでる。リッジから上は二峯（正

面壁）の屋根のスラブの左縁を登つて南峯へいたるものである。積雪期にはわれわれはまだ登つて

いないが、全体的に雪壁になつており、雪の状態だけが問題であつて別に取り立てていうべきとこ

ろもなさそうである。しかし、取付きのルンゼは雪崩の不安があるので注意する。 

 このルートは一峯上部、二峯甲南ルートとともに新人指導向きのルートである。 

 無雪期＝一九五八年七月三十日 

 パーティ＝橋本武之、井登行男、長谷川準一、三橋三恵子、鹿志村志郎 

 タイム＝取付（一一・〇〇）― 南峯（一五・五〇） 
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45．恩田 善雄  「不帰岳  1958年夏の登攀〔AuG 5－10〕」『白稜』第 135号 

昭和 33年 9月 25日刊 東京白稜会発行 

 

 

○係○恩田善雄 

・・・はじめに・・・ 

 不帰が世に出てより二十有余年になるが今年ほど多くの登山者をむかえた年はない。僕のメモ帳

の印すところによれば四月までにすでに一〇パーテイが入山し、従来より問題視されてきた積雪期

の四つのルートが初登攀された。不帰の開拓期も一応の終止符がうたれたと云われている。 

 しかし不帰のすべての登攀が終了したわけではない。一峰には大もの東北壁が残っているし、二

峰には未だいくつかのバリエイシヨンルートがある。特にその西面は誰も手をつけたものはない。

三峰 B尾根も本当の意味では積雪期未登といえるし、C尾根末端よりのルートも積雪期には完登さ

れていないはずである。 

 

・・・不帰への道・・・ 

 僕等の不帰入りは比較的おそかった。しかし昨年六月初旬の偵察行では幸運にも一峰尾根と三峰

尾根の登攀に成功し、次いで八月三峰 A尾根と二峰東壁を登った。今年三月の一峰尾根末端よりの

登攀に続いて四月末には大挙入山する計画を立てた。渡辺は夏登った東壁に燃えるような野心を抱

いていたし、僕は一峰東北壁を登りたいと考えていた。だが鹿島槍アラ沢に於ける渡辺の遭難によ

りすべての計画は水泡に帰した。 

 最良の協力者を失った打撃は大きかった。山からはなれた下界での憂うつな日々、死んだ渡辺の

ために、そして自分自身のためにもはやくたち直らねばと思いながらもどうしても機会に恵まれず

空白の四ヶ月が過ぎ夏山の季節が訪れた。 

 再び不帰へ、計画をたてたものの自信は全くなかった。会の合宿主流はすでに縦走と涸沢に決定

し着々と準備がすすんでいた。ひとりで偵察だけに行ってこよう。僕は秘かに懸案の登攀をあきら

め、夏山への出発にあわただしい集会にのぞんだ。 

 幸い合宿に参加できなくなった加藤と坪井が来てくれることになり計画は具体化した。僕はコン

デイシヨンをととのえるため涸沢に入り七日から不帰にまわることになった。先発の二人には三峰

C尾根を登ってもらい、あわせて二峯の偵察を頼んだ。 

 要 約 

  昭和 33年（1958）8月 8日の記録。不帰ノ嶮 1峰東北壁白稜会ルート初登攀。 

メンバーは、加藤昭男、坪井森次、恩田善雄。 

行程は、8月 8日 八方池 BC－唐松岳－不帰キレット－1峰東北壁末端－1峰上－唐松

岳－BC。 
 

昭和 33年（1958）8月 9日の記録。不帰ノ嶮東面 2峰西壁第 1峰初登攀。 

メンバーは、加藤昭男、坪井森次、恩田善雄。 

行程は、8月 9日 BC－取付－P1上－P2上－P3上－南峰上－唐松岳－BC。 

※8月 5日から 10日まで八方池のほとりに BCを設営、以前よりねらっていた不帰ノ嶮

の登攀。 
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 今度の最大目標は一峰東北壁、もちろん積雪期への偵察行である。余裕があれば二峰正面か西壁

を考えた。特に後者は前から渡辺がねらっていたところであり、いつか一度は登ってみたいと思っ

ていたルートだった。 

 

・・・登攀の日々・・・ 

八月五日（晴後ガス） 

 加藤・坪井入山、八方尾根を登り八方池のほとりに設営した。 

［タイム］細野発 10.15 ― 黑菱小屋 
13.30 

14.00  ― 八方池着 16.20 

 

八月六日（晴後ガス） 

 加藤・坪井、唐松岳より D 沢を下降、三峰 C 尾根末端に取付きこれを完登した。尚下部のフェ

イスには最近打ったと思われるハーケンが数本残っていた。 

［タイム］BC発 5.15 ― 唐松岳 7.00 ― 取付点 
7.30 

8.00  ― BC着 14.40 

 

八月七日（晴後ガス） 

 加藤・坪井の二名で二峰西壁の偵察に行く。唐松より稜線を北上、一峰を往復の後、二峰 B峰の

上から北峰北西壁の下にくだり、西に出ている小さな尾根を登る。北峰の壁はいずれも百米以下で

規模は小さい。後南峰西壁を偵察し、五つのフェイスをもった快適そうなルートを発見する。加藤

はスケッチのために残り、坪井は恩田をむかえるために BCに帰った。 

 恩田単独で入山、第三ケルンへの登りで坪井に会い BCに入った。 

［タイム］BC発 5.15 ― 一峰 
8.10 

8.20  ― 二峰北峰下 8.00 ― 北峰上 9.50（加藤・坪井） 

細野発 7.35 ― BC着 12.40                （恩田） 

 

 八月八日（晴時々ガス） 

 恩田・加藤・坪井の三名にて唐松岳より縦走路を不帰のキレットまで北上、不帰沢を下降して一

峰東北壁に取付き、最も標高差のある中央部を登った。取付より二十六ピッチ、予想に反しブッシ

ュクライムは上部約五ピッチのみであった。薄暗くなる頃 BCに帰着、縦走合宿を終えた志賀が入

山していた。 

［タイム］BC 発 5.05 ― 唐松岳 6.40 ― 不帰キレット 8.20 ― 一峰東北壁末端 9.15 ― 下部フ

エース下のテラス 
9.25 

9.45  ― 中央部ハング下のテラス
12.50 

13.20  ― ブッシュに入る 15.45 

―  一峰上 
16.30 

16.55  ― 唐松岳 18.00 ― BC着 19.05 

 

八月九日（晴後ガス） 

 二峰西壁を登るため、四人で BC を出発した。南峰から北に少しくだった所からガレ沢を下降、

五段のフエースの最下部にたった。ここで志賀は残って撮影にあたり、他の三人は西壁で最も標高

差があると思われるルートに取付いた。四つ目のフエース上で志賀と合流、不帰には珍らしくブッ

シュのないすっきりした登攀を味わった。十二ピッチ、ハーケン十四本を使用した。 

［タイム］BC発 6.10 ― 取付 
8.35 

9.10  ― P1上
12.20 

12.50  ― P2上 13.05 ― P3上 14.00 ― 南峰上
14.40 

15.20  
― 唐松岳 15.45 ― BC着 17.30 
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八月十日（ガス） 

 志賀は唐松岳より白馬岳に縦走、大雪溪をくだった。他の三名はゆっくり BCを撤収、八方尾根

より下山した。 

［タイム］BC発 10.30 ― 細野 15.40 

 

・・・登攀記録・・・ 

★三峰 C尾根 

○期日 八月六日 

○パーテイ 加藤・坪井 

 Dルンゼのコルからガレを少しくだり、アイゼンを付けて雪溪を C尾根末に出る。 

 左側より取付きリッジ上に出た。第一の岩場は岩稜左手のブッシュの少しある六米程のチムニー

を登り、次のピッチはブッシュをこいで平なところに出る。第二岩壁は十米のすっきりした大まか

な岩場で六米程でハングにさえぎられ、打残りのハーケンを利用して二米トラバースして階段状の

ところを登る。第三岩壁は、正面に垂直に近いカンテをもった岩峰があり、下部にハーケン二本が

打残されていたが、上部が悪そうなので左手のチムニーにルートをとる。三本あるチムニーの真中

を登ったがすぐハングで右へ三米程トラバース。この間にこの間にハーケン一本が打ってあった。

岩場より悪い草付を十米直上すると又ハング帯にさえぎられる。ハング下のハーケンにカラビナを

かけ左手小テラスへきわどいバラ

ンスで登ったが、ザイルが動かな

くなってしまった。そこでラスト

の加藤はサブザックを背 ってハ

ングの下まで登ったが、チムニー

でひどく苦労させられた。テラス

から左手のチムニーに取付いたが

ハングですぐ右のフエースに出さ

れ、スタンスがなく最高の悪場で

ラストはカラビナをはずすため、

アクロバットをさせられた。ブッ

シュの中を強引に登ると屋根型ブ

ッシュ帯の上に出た。 

 第四岩壁はクラックの並んでい

る大きな垂直の壁で八方尾根より

良く見えるものだ。これは B尾根

側を捲いてしまった。第五岩壁は

ルンゼ状の草付帯を登り、後は難

なく C尾根の頭に着く。（加藤） 

 

★一峰東北壁 

 ［概念とルート］ 

 不帰の北端一峰頂上より不帰沢
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源頭に落込む岩と草付三〇〇米の壁を一般に一峰東北壁と呼んでいる。積雪期はヒマラヤ襞に武装

された壮絶な壁であり、また無雪期は殆んどブッシュに覆われているように見えるので従来より登

攀の対象外におかれていた。しかし最も標高差のある中央部は殆んど草付と岩でありブッシュ帯は

上部五〇米程に過ぎない。下部は大小のオーバーハングのあるフェイスであり中部草付帯の上部に

オーバーハング帯がある。又下から三分の二程のところに一峰尾根北面に明瞭に認められるバンド

が続いてきている。東北壁の範囲をどこに限るかについては問題もあろうが、一峰尾根最後の壁直

下に達しているルンゼと不帰キレットとの間を呼ぶのが地形的に最も妥当であると思われる。尚こ

のルンゼの左に顕著なリッジがあり、上部はブッシュに覆われているが三分の二は岩稜となってお

りルートとなり得る。 

 ［ 記 録 ］ 

○期日 八月八日 

○オーダー 加藤・坪井・恩田 

○登攀用具 ザイル 40m一本、ハーケン 20本、カラビナ 10ヶ、アブミ１ 

 壁の最下部は傾斜四〇度位のガレ場であり、ラントクルフトが大きく口を開けていたがスノーブ

リッジを利用して簡単に取付くことができた。左上に斜面を登りきり大きくかぶった岩の下で登攀

準備をととのえた。壁の下部右寄りは各所にオーバーハングをみせている。ガスははやくも不帰沢

を登って壁にまわりついていた。最初のピッチはハングの下を左にトラバースして草の中を左上に

ある小さな岩の突起に出るもので早くも壁の真ただ中に出た。頭上四、五〇米位のところに大オー

バーハングが威嚇的にのしかかっている。その下を目指して草付を直上した。右はハングの連続で

ちょっと登れそうもない。一ピッチ登ってからハングの下を左にトラバース、大ハングの左端から

出ている岩稜に出ることに決めた。トラバースが悪く最初のハーケンをうち、二ピッチで岩稜に出、

僅か登ると不安定なテラスに出た。ここではじめて三人一緒になる。大分高度感もでて脚下に雪渓

が白く横たわっている。この附近へ左一峰尾根にくいこんでいるルンゼからもトラバースできよう。

しかし急な草付の斜面であるし、ルンゼは十分おき位に落石がある。トップ加藤はここから左側の

凹状部に入った。ザイルが足りなくて十米程で確保し、坪井が続いた。乾いた完全な岩場だが浮石

が多いらしい。しかし小石一つ落さず二〇米一ぱいで大ハング上のテラスに登った。再び三人が揃

う。傾斜はぐっと落ちて高度感から解放される。この下部フェイスは大きなテラスはなくセルフビ

レイは上半すべてハーケンに賴るようなところでブッシュクライムを予想して来た僕等にはちょ

っと意外な感じだった。 

 草付を三〇米位登ると垂壁に突当り、左の岩稜をトラバース気味に登る。岩は堅いがホールドが

遠い。すぐ又急な草付帯に出る。ビブラム底では大分緊張、二ピッチで傾斜が落ち連続で中段オー

バーハング帯の下に出た。ここはハングの下が広いテラスになっている。積雪期登攀のビバーク点

として一応考えられるところだ。取付より三時間半、すでに正午を大分まわっているのでここで昼

食とした。 

 ハング帯は右に急な草付の壁があり更にその右にヤブ付きの大きなリッジがあり捲けると思う

が、下から偵察しておいた通り左にトラバースする。小さなハングを越えてバンドを辿るとチムニ

ーの下に出た。仰ぐと空に続くようにすっぽりと気持ちよく上に抜けている。これがハング帯を抜

ける関門か、思わず皆にやりとする。取付はホールドが遠くちょっと苦斗していたが、一度左壁に

出てから再びチムニーに入り、トップの姿は岩かげに消えていった。左の岩は上部で岩塔となって

おり、その基部まで一ピッチ、続いて小さな壁を登って僅かブッシュをこぐとハング帯の上部に出
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た。稜線からの人声が意外に近く聞えてくる。 

 正面草付の上部にはオーバーハングした一枚岩があり、その上部はブッシュに覆われた壁が一峰

頂上まで続いている。ここは丁度一峰尾根北面にあるバンドの続きなのだが雪の消えた今ではバン

ドもあまりはっきりしたものではない。草付を連続で登り順層の階段状の岩を登ってハング下のテ

ラスに出た。左にチムニーがあるが登路は右にトラバースして草と岩の小リッジに出る。この辺は

積雪期ヒマラヤ襞になるところだ。再び高度感が出て今登ってきた草付の斜面がぐんと沈み、その

ふちから不帰沢の雪溪がぼんやり見える。この小リッジの第一ピッチは悪く、左に少しトラバース

してハーケン一本を打ち再びリッジの上に立った。ビブラムでは何ともしようのない不安定な草付

まじりの壁に近い小リッジ、慎重に第二ピッチを登ると、第三ピッチ上半でやっとブッシュ帯に入

った。傾斜は少し落ちるがトップは右に左に太い岳樺の中を通り抜けているのでザイルさばきがや

っかいになる。偃松が現れると上部はオーバーハングした岩が左右に走り直上をはばまれた。左に

トラバースしてここを抜けると急にブッシュが少くなり、小さな岩を登ると稜線にとび出た。一峰

頂上より北に約四〇米の地点だった。 

 

★二峰西壁 

［概念とルート］ 

 後立のルートの殆んどがそうであるように不帰もその登攀はすべて東面に限られていた。しかし

二峰西面には規模は小さいが、かなり急峻な岩壁がある。この正面に着目したのは渡辺が最初だっ

た。彼は北峰、縦走路からもよく見える

クラック周辺を登りたいと云っていた。

しかしこの北西壁とも云える部分は規模

が小さく高差もせいぜい七、八〇米に過

ぎなかった。八月七日、先発の二人はこ

の壁の下部迄下ったが偵察のみに終り、

次いで南峰周辺を偵察、その西壁に新ら

しい登攀ルートを発見した。西壁は高差

一〇〇～一五〇米で三段の岩壁からなり、

また南峰から西に出ている尾根の途中に

も百米近い壁があった。僕達がルートと

して選んだのはこの上部壁の南寄りにあ

るリッジ状のものであって五つの岩壁で

構成されていた。問題は下から二つ目の

壁取付にあるオーバーハングだったが、

これは捲いてしまった。高差は一二〇米

余り、規模の小さい割合に高度感もあり、

手強かった。二段目の壁を登るとすれば

相当困難なルートにランクされるだろう。

この僕等の登路の北側にも面白そうな二

本のリッジとフェイスがある。 
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［ 記 録 ］ 

○期日 八月九日 

○オーダー 加藤・坪井・恩田 

○サポート 志賀 

○登攀用具 ザイル 40米一本、ハーケン 19本、カラビナ 10ヶ、あぶみ３ 

 二峰南峰より北峰への稜線を少し辿り、左に偃松の斜面を下る。すぐ沢上部のガレに出、一〇〇

米位下るとスラブ状の滝となり左にトラバース、やぶのある尾根を越えて岩壁の下、偃松の台地に

出る。 

 第一の壁は傾斜七〇度で高さは五〇米に近く、正面は一枚岩で下部に左上に走るバンドがある。

滝谷第一尾根 Cフェイスを小さくしたようなものだ。取付点から右に廻りこんで裏側を見たが大き

なスラブと最上部の四、五米も張り出たオーバーハングで全然登れそうもない。 

 不用の荷を志賀にあずけ加藤トップで正面の中央より取付く。バンドまで約一〇米直上、バンド

直下に最初のハーケンを打ち、左にトラバース気味にバンドにはいあがる。バンド上部はすべてオ

ーバーハングで少し左に洞穴状のテラスがあり二〇米一ぱいで坪井が続く。加藤はすぐバンドを左

にトラバースして第二ピッチにかかる。第二ピッチはかぶった岩が低く庇のようになり腹這いにな

って前進、五米位で平坦な大きなテラスに出た。稜線からの偵察でここからクラックがあるように

見えたが白く乾いた一枚岩で取付附近は全然ホールドもない。トップ苦心のハーケンに助けられて

七、八米登るとテラスに出て三人が揃った。ここは第一の壁の北側の側壁で上部にクラックが走り

左は草付の壁となっている。クラックは高さ二〇米余り、十米位の所に明瞭にオーバーハングが認

められる。この直下まで簡単に登って行ったが、このハング突破はやっかいらしく、大分ねばって

いたが遂に二段あぶみをかけて登りきった。ザイルが足りなくなったので加藤を安定な足場に立た

せ、坪井が五米程前進する。後の二人はハングを左の壁に出て越えた。この三ピッチの終りから左

上にブッシュ帯があり簡単に第一の壁上に出れそうだが、ここより壁の正面に出ることにした。右

のカンテをまわりこむとすぐテラスがあり三人揃う。志賀は一つ北隣りのリッジにいるが、そこか

らでは正面にトラバースするバンドは壁についた草付きに見えるらしい。しかし幅六、七〇糎もあ

るしっかりしたバンドがややくだり気味に走っている。一〇米位のトラバースで壁の真中にあるク

ラックに出る。脚下はすっぱり切れ落ちて取付きの偃松帯が平になってみえる。昨日の草付の多い

壁と異なり今日は全く岩ばかりのフェイスクライミングで滝谷を登っているような錯覚にとらわ

れる。クラックを登り始めた加藤の打つハーケンの音が西面中に反響して爽快な気分になる。一峰

から二峰にかけ縦走者が絶えまなく続き、二峰の上には大勢が僕等の登攀を見物している。クラッ

ク内はけっこう悪かったが、途中から右のフェイスに出るとホールドが豊富で高度感のある素晴ら

しい登りが楽しめる。直下の大テラスに出れば後は簡単に左寄りに第一の壁上にとび出た。取付よ

り七ピッチ、大テラスまで自己確保はすべてハーケンに賴った。取付きが九時すぎ、昼飯は三人揃

って南峰上でと思ったが、第一の壁だけに三時間以上を費し、ここでひと休みと云うことになった。

志賀は北峰寄りにある小尾根の岩峰下に小さく見える。すでにガスは稜線を越えて岩壁に舞ってい

た。 

 第二の壁は三〇米足らずだが取付から四、五米のところが一米近くオーバーハングしている。稜

線から見えなかった右側はスラブの垂壁で全然問題にならず、左も上部に大ハング帯がある。ハン

グさえ越えれば後は登れそうだが、ザイル一本では心細いし、時間もかかりそうなのであっさり捲

くことに決めてしまった。左壁下のガレに下り、第二の壁上から左斜に落ちているガリーを登ると
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簡単に上に出た。 

 第三の壁は二十五米位で岩塔となっている。下からでは簡単に登れそうだが正面壁はやや風化気

味で最悪のピッチとなった。左側取付点の少し上にハーケンを打ち正面を直登したが上部はホール

ド、スタンス共にはがれそうで特にテラス直下ややハング気味の所は悪かった。二本目のハーケン

をうったもののホールドがなく、バランスのみの苦しい登攀だった。二〇米で良いテラスがあり、

右側から壁の上に出た。志賀が第四の壁上に姿を見せていた。 

 第四の壁は二段になっており、下部は左を、上部は乾いた岩の感触をたのしみながらあっさりと

登りきった。 

 第三の壁で小落石を腕にうけ大分はれあがってしまったのでここで志賀と代り、最後の一ピッチ

を登ってもらうことにした。最後の壁は僅か一〇米で左右に拡がり、左偃松帯を簡単に登れる。縦

走路は眼の前だった。一足先に登った僕の後から最後のピッチを楽しんだ三人が登ってきた。 

 登攀時間五時間二〇分、ハーケン一四本を使用し、うち五本を打残してきた。    

 （恩田）  
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46．広谷武司  「白馬三合尾根 猿倉小屋をベースとして」『岳人』第 155号 

昭和 36年 3月 1日刊 東京中日新聞社発行  

 

 

岩 嶺 会 

 積雪期の白馬岳東面は難易さまざまの、バラエテイに富んだ登攀を楽しむのに格好な場所をわれ

われに提供している。アプローチも短く、雪の感触を味わうのには格別である。これらの利点から

か、この数年来、ベースの猿倉周辺は大小、色とりどりのテントが出現している。東面といえば主

稜が花形であり、一番古くから注目されてきた。 

この主稜は頂上から馬尻に向かって、一直線にのびた階段状の尾根である。これと対照的なのが

三合尾根で、頂上よりやや杓子寄りから複雑に大雪渓に向かって派出し、中央部で右稜、中央稜、

左稜の三つの尾根にわかれている。登攀の価値から考えると、主稜にすこしもひけをとらないが、

主稜の明るい快適さと比べ、やや暗く、複雑な感じである。この三合尾根は最初主稜の支稜と思わ

れていたため、登攀の対象となったのが遅れ、厳冬期の登攀は昭和三十三年十二月に東工大と、私

たちの岩嶺会が同時に行なった。 

記録としてはそれまで無雪期の中央部エスケープ・ルートの記録が二、三ある程度で、完全トレ

ースされた記録は当会の紀伊、若城が昭和三十三年十一月に偵察のために登攀したのみである。登

攀根拠地には、猿倉小屋の周辺と、小屋からすこし登った台地（猿倉台地）が格好のベース地で、

ほとんど雪崩の危険性はない。また小屋を使用すれば、水、風呂もあり、まさに楽園である。 

この台地から真直に下り、長走沢を横切って、杓子尾根の末端を右側にまき、すこし登ると視界

が開け馬尻に着く。馬尻から大雪渓を見あげると、三角型のどっしりした、ブッシュのっいた岩峯

が見える。これが三合尾根の末端である。馬尻からは相当なラッセルを覚悟しなければならない。

時には胸までのラッセルも強いられるだろう。そのうえたえず二合、三合雪渓、杓子側のルンゼか

らの雪崩に細心の注意を払わなければならない。登攀の課題は取りつきまでの状態による影響が相

当大きいように思われる。 

 以上、三合尾根の概略を述べたが、ここでわれわれが昭和三十三年十二月三十日に三人のパー

ティで登攀した記録を参考までに附記する。 

       ▲ 

三合尾根の過去の記録をいろんな文献で調べた結果、厳冬期の記録はまったくない。無雪期の記

 要 約 

  昭和 33年（1958）12月 30日の記録。白馬岳 3号尾根の積雪期初登攀。 

メンバーは、広谷武司、小西、紀伊輝彦（以上、大阪岩嶺会）。 

行程は、12 月 30日 猿倉小屋－4 号雪渓出合－第 1 岩峯下－第 2 岩峯－頂上－頂上小

屋－小雪渓－猿倉小屋。 

※昭和 33年 11月、大阪岩嶺会の紀伊輝彦、若城武男による偵察のための登攀が白馬岳

3号尾根の初登攀と思われる。 

※積雪期については、同年 12月 30日に大阪岩嶺会と、東京工業大学山岳部のパーティ

がほぼ同時に登攀を行っている。 
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録は少々あるが、すべて三合雪渓から第一岩峯

下のコルへでて、末端をエスケープし、第二岩

峯、ジャンクション・ピークを四合雪渓側にエ

スケープするというような記録ばかりとわかっ

た。そこで厳冬期の登攀も完全トレースしてこ

そ価値あるものだ、と考え計画を進めた。 

第一の問題は取りつきであり、稜線へでてし

まえば五〇㌫の成功率があると予想し、取りつ

きまでをとくに研究する。第二の問題は第二岩

峯、ジャンクション・ピークで、これは十一月

の偵察で比較的自信がある。第三の問題は帰路

であり、積雪状態が悪ければ時間的に雪崩の危

険性も相当考えなくてはならない。また参加人

員が三人という少人数であり、目的も三合尾根

の登攀としたので、ベースを猿倉小屋とし、ラ

ッシュで行なうことにした。メンバーの三人と

も体力には自信があった。 

 

十二月二十八日（曇後雪）スキーヤーにまじり紬野に下車する。八方尾根には相当雪が積もって

いるようだが、スキー場は雪不足らしい。荷物を整理して九時三〇分に出発する。各自九貫目ぐら

いで快適にピッチがあがり、五〇分後二股に着く。不帰の東面は全く見えず、灰色のガスだけが重

くたちこめていた。二股を出発したが、雪が深いのですぐスキーをはき、約三時間で猿倉小屋には

いる。 

小屋は二パーティだけで静かだった。十一月の荷上げの備品を整理し、明日の天候に希望を託し、

七時にシュラーフにもぐり込む。 

 

二十九日（曇後晴、風強し）朝七時に起床。一二時間の睡眠で疲れもふっとぶ。空を見れば晴れ

間がでており、今日はラッセルを兼ねて偵察に決める。九時猿倉を出発。馬尻までラッセルがして

あり、一時間でいけたが大雪渓は全然ラッセルなく、三人で腰までのラッセルを続ける。時計は一

二時を示しており、雪崩に細心の注意を払い三合雪渓出合より下部で雪崩紐をつける。前日雨が降

ったと聞いているので、少々気持ちが悪い。 

偵察の結果、三合雪渓側に可能な岩稜があるが、雪崩の危険性も大きい。四合雪渓側は傾斜もゆ

るく、比較的雪崩には安全である。四合雪渓をすこし登ると、末端の三角岩峯のやや上から小さい

リッジがでている。これは登攀の可能性が充分ある。 

一応これを目標として偵察を切りあげ、ベースに帰る。天気予報では明日は期待が持てそうだ。

明日の登攀の準備をして七時にシュラーフにはいる。いつものように登攀の前夜は眠りにくい。 

 

三十日（快晴、風強し）○時五分前、小西にゆり起こされ、ねむい目をこすりながら空を見ると、
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満天、宝石のような星が輝いている。静かな小屋を起こすようなラジウスの音を聞きながら今日の

作戦を考える。午前一時四五分小屋をでる。 

風はないがほほをさすような冷気が流れ緊張する。馬尻、三時五分、われわれの後からすごいス

ピードでせまつてくるパーティがある。 

“どこをやるのかな、三合尾根かも知れない”そんなことを考えているうちに、そのパーティが

追いつきリーダーから声がかかる。 

「東京工大です。よろしく、どちらへ……」 

「三合尾根へはいります。大阪の岩嶺会です。よろしく。どちらへ……」 

「三合です」 

三人ともちよつとギクッとしたが、目的が完全トレースなので妙なライバル意識もない。 

四合雪渓出合を四時三〇分に通過。昨日偵察の岩稜の末端でアイゼンをはく。五時きっかり、オ

ーダーは広谷、小西、紀伊。最初は岩稜だが途中で消え雪面をラッセルする。斜面が四五度ぐらい

で雪が深く、胸までもぐる。相当疲れたので小西とかわる。小西もがんばるがなかなか進まない。

順次ラッセルを行なつて五時一五分。やつと稜線にでる。 

小休止の後、最初と同じオーダーでナイフ・リッジをゆく。第一岩峯までは猛烈なブッシュで相

当苦しい。四合雪渓を見おろすと、東工大パーティのへッド・ランプが一列に四合雪渓をつめてい

る。多分第一岩峯直下へ直登するのだろう。 

ブッシュで苦しめられながら六時一五分第一岩峯下につく。ちようど東工大のトップが第一岩峯

へ取りついたところだつた。われわれもアンザイレンする。オーダーは同じ、やつと太陽が登りだ

し、急に明るくなつた。西の空には星が輝き、国境稜線がモルゲンロートで別世界のようだ。 

東工大の登るのを待つて、私が登りだす。ブッシュが多く腕力が消耗するがたいしたことはない。

第一岩峯は三段にわかれていて、二段目は簡単にコンテニアスで越す。三段目はすべつとした壁で、

中央がクラック状になつている。 

私がまず右辺のカンテへ取りつき、強引にカンテを登ると、ナイフ・エッジでその上の雪を払い

ながら登り切る。雪が下の二人の真上に落ち、ぶつぶついつている。小西、紀伊も軽く乗り越し、

コンテニアスで雪のナイフ・リッジをゆく。 

八時三五分第二岩峯、ジャンクション・ピークが眼前にせまる。白いもろそうな岩に雪がつき、

これからの苦闘が思いやられる。東工大のパーテイは第二岩峯を登攀中である。第二岩峯までは変

化のない尾根で危険はない。第二岩峯下九時三〇分、適当なところから取りつき、すこししぶいと

ころがあつたが、無事通過、三人とも腹がへつたので、パンを食べることにして雪稜を平にしてツ

ェルトをかぶる。杓子尾根に雪煙が舞いあがり雄大そのものである。 

快晴ではあるが風は強く、四合雪渓側から猛烈に氷片をまじえて吹きつける。ツェルトのなかで

やや、やわらいだ気分を味わい、熱いココアを飲んで一〇時五〇分、三○㍍ぐらいの岩峯（第二岩

峯の最後の壁）を登る。この岩峯は中央がルンゼ状で、このルンゼは三合雪渓まで、ストレートに

落ちている。ルンゼを直登して左のブッシュ帯へはいり、ブッシュをつかんで登る。 

第二岩峰を登り切つてナイフ・リッジ、小さい二つの岩峯を越すと、ジャンクション・ピークの

直上にでる。ジャンクション・ピークも思つたほど困難ではなく、コンテニアスで乗り越す。あと

はナイフ・リッジの登攀で、このころから風が強くなり、突風のすきをみて敏速に行動する。ナイ
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フ・リッジの切れた所からコルヘ下る。コルでタバコをふかし小休止をする。主稜を見ると東京白

稜会のテントが見える。ポーラーでやつているらしい。 

主稜の上部から三合雪渓側へ登攀不可能なようなカンテ、チムニー、クラックをまじえた岩稜が

切れ落ちている。三人でこんどはあれをやろうじやないかと約束する。 

一三時三〇分最後の頂上直下の壁を登りはじめる。この壁は雪壁でラッセルを強いられ、疲れた

体にはこたえる。心配していた雪庇がほとんどなく、最後の力をふりしぽつて登る。ついに一四時

三〇分、さつと視界がひらけ、剣の雄姿が目に飛びこんでくる、頂上だ。小西を確保するザイルも、

妙に軽い。小西が盛んに写真を写す。みんなの顔も喜びと、緊張からの解放で自然にほころびる。

三人で記念写真をとり、握手をかわして、冬季小屋にはいる。 

小西がかつぎあげたラジウスで自慢のぜんざいを作り、登攀の成功を喜びあう。小屋で大雪渓の

雪のしまるのを待つて一七時小屋をでて小雪渓に向かう。雪崩に注意しながら、腰までのラッセル

を続け、三時間後馬尻へ着き、ホッとする。猿倉小屋へは二〇時ちようどに帰りついた。横山がき

ていてわれわれの成功を祝つてくれた。 

われわれはこの後に主稜、杓子尾根をやろうとがんばつたが天気にめぐまれず、一月四日下山。 

私たちはこの三合尾根だけで満足しているわけではない。だが、ねらい続けた三合尾根だけでも

成功した喜びはみな同じであろう。 

      ＝広谷武司・記＝ 

 

(筆者住所・大阪府豊中市曽根東一ノ三二、南天寮内 ) 

 
 

「記録速報」『岳人』第 131号 昭和 34年 3月 1日刊 

 
★白馬岳三合尾根（無雪期） 

 

 一九五八年十一月三日◆岩嶺会◆パーティ＝若城武男、紀伊輝彦 

 三合尾根の登攀記録は、そのほとんどが第二岩峯かあるいはジャンクションピーク（以

下 Jで示す）を四合雪渓側にエスケープしている。われわれは冬期登攀の偵察を兼ねて左

稜末端から第一岩峯、第二岩峰、Jをへての完全トレースを試みた。 

 タイム＝三合尾根末端（八・三五）－第一岩峰下（一〇・〇〇）－J下（一三・〇〇）

－J上（一四・三〇）－頂上（一六・五〇）－白馬尻（二〇・四〇）－猿倉山荘（二一・

三〇）。 

 末端取付附近は猛烈なブッシュこぎを強いられる。第二岩峯、Jともに非常に岩が脆く

不安定で、三合雪渓側はストレートに落ちているので相当な高度感がある。 

  

 附記、冬期の完全トレースは今冬に行って成功した。 

（ 若城武男記 ）  
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47．広瀬正己  「不帰東面 一峯東北壁」『獨標』第 15年 2号 通巻 73号 

昭和 35年 8月 26日刊 獨標登高会発行 

 

 

 係・広 瀨 正 己 

 期 日・三月八日～三月二四日 

 参加者・広瀨正己、松元純一、池田彰孝、野沢 葵、寺尾和子、佐藤マリ子、重南昌男、長谷川

準一、往古豊秀、安田容子、福田耿之介、坂理 喬、浅野孝一、鹿志村志郎、細田 昭、

中村雅子、長谷川吉夫 

 

 （三月八日）― 雨 ― 

タイム・二股（一二、二〇）－南股発電所（一四、一〇～一五、二〇）－取入口（一六、五〇） 

 この日、広瀬、松元、池田、野沢、寺尾、佐藤の六名、雨の中を入山する。 

 橋本屋のおばさんの家によって、夏以来の久闊をのべる。コタツにあたって野沢菜をご馳走にな

っていると、また来たなあ、といういつも不帰に入るときの、期待にふくらんだ、あのときめきを

覚えた。 

 二股の手前までトラックを使う。雨でぐちゃぐちゃになった雪が汚らしい。三月に雨が降るなん

て考えられないことだが、この分だと、雪も少なそうだし、雪崩も落ちつくしたに違いない。 

 二股からスキーをはいたが、雪が切れていて、二、三個所ぬがされた。南股は増水して、ごうご

う音をたてている。発電所によって、四月のお礼を述べると、永田さんがつけものをくれた上に、

新しくつくりなおした取入口小屋を使ってもいいといわれるので、さっそく使用させていただくこ

とにした。 

 発電所から河原は増水と雪が少ないから通れないので、ワカンをはいて夏路をいった。夏路の最

後の坂を登りきったところでスキーをはいて、小屋へ滑りおりた。 

 小屋は土間にストーブがおかれ、畳が二畳ある。これから一週間の小屋
ヒュッテ

生活
レーベン

がはじまる。 

 夜になって雨は雪にかわった。明日は晴れても状態が悪いから登攀は見合わせよう、そう決める

とのんびりとして、あかあかと電気のつく南股の山で、ナイタースキーをやった。 

 

 （三月九日）― 快晴 ― 

 よい天気になってしまった。停滞するのは惜しいが雪崩が恐しくて動けない。唐松沢に底雪崩の

ばかでかいのが沢一杯にひろがっている。正面の八方尾根は雪崩がでていないようだ。 

 不帰が一峯、二峯、三峯と顔をみせる。取入口からみると、なんて遠いんだろう。稜線は風が強

いらしく、雪煙があがっている。朝食前、きのう発電所においてきたスキー四台をとりにいく。 

 要 約 

  昭和 34年（1959）3月 10～12日の記録。不帰ノ嶮 1峰東北壁独標ルートの積雪期初登攀。 

メンバーは、広瀬正己、池田彰孝。 

行程は、3月 12日 ビバーク地点―稜線―１峯往復―不帰キレット―奥の二股―取入口

小屋。 

※同ルートは昭和 33年 8月 8日、東京白稜会によって無雪期初登攀された。 

※3月 8日から 24日までの不帰東面合宿の中で行われた。 
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 午後天幕を台地の中腹に張り、雪洞を掘ってから、スキーをした。陽が照ると春山は本当に楽し

い。僕たちだけしかいない南股は、八方尾根の喧噪にくらべ別天地だ。 

 明日のために、南滝まで偵察にいく。南股は河原が完全にでていて、夏に渡した丸木橋を使わな

ければならない。唐松沢は南滝まで雪崩でうずまり、汚れているうえ、大分割れて水がでていた。 

 南滝は完全に現われていたが、右岸の垂直近い雪壁が使えそうだ。雪壁はカチッと締まって、ス

テップをきざみながら登って滝の上にでた。この雪の状態からすれば壁はよく締まって快適そうだ。

（ 広 瀨 ） 

 

中 略 

 

パーティ・広瀨正己、池田彰孝 

 

（三月一〇日）― 曇のち雪 ― 

タイム・取入口（四、〇〇）－不帰沢（五、二五）－取付（八、三五～九、四五）－ビバーク地点

（一六、五〇） 

 小屋をでる時、満天星だったが、南滝をのぼって、奥の二股に達するころ、白々と夜が明け、何

気なく妙高の方をふりかえったら、どすあかい、朝燒けがしていた。天気が悪くなるかもしれない。

そういいながら、甲南ルンゼパーティに別れて、池田と二人で不帰沢へ入っていった。 

 不帰沢は天狗岩稜の方からデブリをおしだしていた。不帰キレットがすぐそばに見え、目的の一

峯東北壁が横にひろがっていた。夏に登った白稜パーティのルートはどこだか解らない。くるとき

から、白稜パーティより先に登ることに罪の意識を持っていたが、いざ壁の下についてみると、す

っかりそんなことは忘れて、ただ夢中になってルートをさがしている自分だった。 

 壁はずいぶん小さくみえた。独標ルートのときだまされたように今度も スケールにのまれてし

まったようだ。一日で登れる、そう二人でいい合った。ワカンを取付にデポして、用意をした。 

 取付一ピッチは、一峯尾根最後の壁下に入るルンゼに三〇米一杯までのばした。一二本爪をけこ

んで登ったが、ふくらはぎがつかれる。二ピッチ目から壁の中に入るべく、平行にトラバースして、

岩小舎状のテラスにつく。上はかぶっていて、一㐰所浅いクーロアール状のところがあるが、ベル

グラになっていて悪そうだ。更にトラバースして、岩と雪のクラック状のとこうを直上する。雪が

茸状になっていて、身体がほうりだされそうになったり、茸状の雪を崩すのに苦労して、テラスに

這いあがった。灌木が生えていて、丁度この辺一帯が東北壁の一番末端にあたる岩壁帯らしい。 

 岩壁の切れ目からオーバーハングを木にのって越え、東北壁の真中にある雪田についた。 

案じていた天気は崩れ、雪が降りはじめる。甲南ルンゼの連中はどうしたろう。池田が雪田二ピ

ッチ目を引き受けて登ったが、岩場にはばまれる。雪田の中央、やや左にリッヂがはりだしている

のだ。池田をそのままにして、雪田の中央部を右へからみながら池田の位置よりも高く登った。固

く締まった雪の上に新雪がつもって、不安定だ。直ぐ上には黒々とした壁がある。なおも右上する

と岬状になった所にぶつかった。夕闇でぼおっとして、視界がきかない。岬状の下に、穴があいて

いて、入ってみると、雪洞のようになっている。前に防風壁があって、雪も風も入らない。かっこ

うのビバークプラッツだ。 

 食事をつくって、ツェルトをかぶるとすぐ眠りにおちていった。  
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 （三月一一日］― 風雪 ― 

タイム。ビバーク地点（九、一〇）－ヒマラヤヒダ末端ビバーク地点（一七、〇〇） 

 防空壁のすきまから外をのぞいてみると雪がふっている。今日は停滞するかと寝てしまい、再び

起きると九時近くだった。あんまり快適なので動く気がしないが、壁で停滞したなんていうと笑わ

れるからと、しぶしぶ出発した。 

 雪壁は雪がきのうよりつもっていた。池田がトップになって雪田を四〇米登りつめた。そこはカ

チカチのアイスリンネだった。 

 チリ雪崩がたえまなくおち、二人を真白に埋めていく。アイスリンネは青白い完全な氷だった。

ホールドをきざんで、広瀨が登りはじめる。胸がつかえて、足がいたくなってくる。アイスハーケ

ンをたたき込むと、がっちり入っていく。更に一本打ち、つりあがるようにして、もう一本打つ。

アイゼンのツアツケ二本とわずかなホールド、そしてピツケルのバランスだけだ。登攀中相変らず

チリ雪崩をかぶる。あとからくる池田はまたステツプを掘らなければならないだろう。傾斜がゆる

まると、リッジ状になった雪面にでた。アイスリンネは一〇米だった。次のビッチは池田が登る。

岩がでて来て悪いらしい。アイスハーケンとロックハーケン一本ずつ使って、ザイル二本をつぎた

して登った。気温が高いため手袋がすぐぬれる。次のピッチも池田がやった。ステップをきり、雪

をかためて、見事なバランスで岳樺の生えた斜面まであがる。上はいぜんとして見えない。自分達

がどの辺にいるか解らない。岳樺にまたがって食事をとる。すぐ上は滝みたいになったハングがあ

る。ななめ右上に登ると小広い雪壁にでた。傾斜四〇度、斜面はゆるいが、下が見えず、雪がふか

ふかで悪い。雪壁を登りきると、滝状になったハングの上にでる。灌木が生え、取付がかぶってい

る。滝状になった、さっきのハングは浅いクーロアールの入口なのだ。下の岳樺のところでやっと

チリ雪崩から解放されたと思ったら、 クーロアールから落ちてきた奴をかぶる。 

 元気な池田がクーロアールに取付く。かぶっている上、岩がぐづぐづで悪いらしい。彼は一生懸

命がんばっている。上はもっと悪いらしい。今日中に上へ抜ける見込みがなくなった。クーロアー

ルを登っても、果してビバークする場所はあるだろうか。池田は疲れてくだってきた。ビバークだ。

クーロアールの右にある、木の根のすきまに入り込む。身体が根につかえて、スムースに入らない。

狹い、変な場所だが、チリ雪崩は全然こないから一夜くらいがまんしよう。マットを敷いて坐った

とたん、スーと空気が拔けた。池田が、十二爪で踏んでしまったんだ。やっとの思いでツェルトを

かぶる。一日中かぶった雪で、身体中ベトベトにぬれている。昨日にくらべなんとみじめなビパー

クだろう。アイゼンをやっとの思いではずし、首をかがめ、きゅうくつな一夜がはじまった。眠る

なんて思いもよらない。ウトウトしては目ざめ、バーナーをたき、エサをたべ、ボソボソ話すだけ

だ。早く朝にならないかなあと切実に考えた。 

 

（三月一二日）― 風雪 ― 

タイム・ビバーク地点（六、一〇）－稜線（一〇、二○）－ 一峯注復して不帰キレット（一一、

一〇～一二、二○）－奥の二股（一七、〇〇）－取入口（一九、三〇） 

 

 今日も雪だ。居心地の悪い所でしんぼうしているなら、僕らは力一杯戦う場所にいた方がいい。 

 六時一〇分三日目の登攀を開始した。浅いクーロアールから垂直の、いや、ところどころかぶっ

た雪壁をのぼる。雪を崩し、這松を掘りだし、腕力だけの強引な登攀だ。思うように足があがらな

い。三日目だから、そろそろ疲れてきたかな、灌木にぶらさがり、足をけこんで、はあはあ荒く呼
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吸しながら、そんなことを考える。手がじんとしびれ、感覚がなくなる。片手で灌木をにぎり、感

じない手を枝にまわして、手袋を口でとって、指をしゃぶる。きわどい場所でそんな動作をくりか

えしながら、一米一米かせいでいった。時折ガスが流れて、稜線らしきものがみえる。しんとして

僕らだけが壁にとりのこされたようだ。上へでたら帰りはどうしよう。もう不帰沢は雪崩でくだれ

ないだろう。一、二峯間ルンゼはもっと危険だ。とすれば二峯北峯のあの縦走路の悪場を越えて唐

松まで行かなければならない。稜線はさぞかし風が強いだろう。 

 右の浅いクーロアールが近ずいてくると傾斜は弱った。クーロアールに入る。ザイルが伸びない。

いくら下にどなっても池田は返事をしない。やがてザイルが伸びだす。一〇米登ると、ちょっとし

た雪面にでた。池田がふうふういって登ってくる。ザイルが四〇米全部伸びたので、もう一本つな

いで、コンティニアスで登っていたという。づいぶん危いことをしたものだ。連絡さえできれば安

全だったのになあ、と二人で幸運を笑い合う。真上に白いピークがみえる。稜線はそこらしい。池

田が三〇米登る。丁度下からみた白いピークの真下で、それは巨大な雪庇だった。広瀨がトップで、

白い塔を廻りこんで、一米張り出した雪庇を切りはじめる。雪がやわらかくて足場が崩れる。三分

の一程切ってから、思い切ってシャフトでひっぱると、大きなかたまりが落ち、稜線がみえた。シ

ャフトをさし込んで一気にあがった。風がビュービュー吹いている。ヤッケもズボンもバリバリと

凍った。 

 さあ唐松までがんばろう。凍った手袋のまま握手をして、ザイルをまいて一峯へ向かう。風が強

くて、時々たおれる。 

 一峯から一、二峯間めざしてくだりだしたが、針葉樹の幼木がでてきたので、黒部へくだったと

思い、頂上へ登りなおし、又くだったが、やはり同じことだった。ガスがちょっと切れ二峯がみえ

ればいいのだが、風雪は激しかった。不帰沢をくだればいいという誘惑にかられる。ともかく不帰

キレットまでいってみようということになり、キレットへくだり、コルを不帰沢に向かって步いて

みた。胸までブスブス入ってしまう。やめよう、理性が二人を呼び戾した。コルのシルントで中食

にした。足がじんとして感じない。 凍傷かな、早く手当しなければ、中旬パーティと一緒に登れ

ない。 

 再び池田と二人でコルまでいってみる。ガスっていて下がみえない。池田が様子をみようと一步

前へでたとたん頭から墜ちていった。 

 すぐコールするが返事はなかった。リーダーとして不帰沢をくだって池田をたすけなければなら

ない。今度はしんちょうにピッケルを差し込んでくだると、ピッケルがあっと拔け、あおむけに落

ちてしまった。グルグル身体が廻る。滑落停止をやっても雪がやわらかいから止まらない。ゴロン

ゴロン転がって止まった時、池田がすぐ下にいた。 

 それから胸までのラッセルにころびころび、たえず雪崩におどかされながら、ベースまでくだっ

た。 

 甲南ルンゼパーティは帰っていない。やっと不安から解放されたと思ったら、 不安になった。

取入口小屋に入り、ストー ブをつけて、ふとんにもぐるとすぐ眠りにおちてしまった。 

                    （広 瀨） 

 

（三月一三日）― 風雪 ― 

 この日、甲南ルートパーティの寺尾、佐藤が、荷をとりに細野から戾って来た。完登を知って安

心する。二人は荷をまとめて下山した。発電所まで見送る。 
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やがて、松元、野沢も登って来て、その夜は永田さん宅に泊まった。 

 

（三月一四日）― 風雪― 

ベースへ戾る。時々、晴れ間がでるが、風雪である。一日中、ごろごろしていた。 

 

（三月一五日）― 晴 ― 

松元、野沢、池田が下山する。広瀨だけが残り、入れ違いに重南、長谷川が入山。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

広

瀬

正

巳 

 

『積雪期・不帰Ⅰ峰東北壁』より 

「現代登山全集」第４巻 昭和 36年 6月 30日発行 
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48．長谷川準一 「不帰東面 二峯東北壁」『獨標』第 15年 2号 通巻 73号 

昭和 35年 8月 26日刊 獨標登高会発行 

 

 

パーティ・広瀨正己、往古豊秀、長谷川準一 

 

（三月一九日）― 晴 ― 

タイム・取入口（五、一五）－奥の二股（六、〇〇～六、一〇）－一、二峯間ルンゼ出合（七、五

〇～～八、一五）－東北壁取付（一〇、三〇）－ビバーク地点（一七、三〇） 

 前回のアタックのときから、降雪はたいしてないので、雪面はしまり、気温も下っているので、

夜が明けはじめるころには奥の二股に達した。一、二峯間ルンゼで B尾根パーティと元気よくわか

れる。 

 先日、下降のルートに選んだ氷壁の右端から、広瀨トップで右上方に向かって、四〇米いっぱい、

四ピッチ、六〇度ぐらいの斜面を、カッテイングで登った。この雪壁は、二峯東北壁の左端にあり、

上部三角形岩壁の頭から落ちているリッジの中間につき上げているルンゼ状の長いものであるが、

下の方は、かなり広くなっている。この雪壁を登りきると、リッジの上に立つことができる。リッ

ジはかなりヤブがついていて、特にむずかしいところではないが、傾斜がつよく、腕力がかなり要

る。リッジを五〇米も登ると、上部三角形岩壁側に面したところに手頃なビバーク地があった。 

 不帰特有のハングした岩と平らな雪のベット。夜に入ると八方尾根はジェット機が飛んでいるよ

うな音をたてて風が吹いているが、このビバーク地はツエルトすら動かない。 

 夜は、たいくつしないようにと、お好み焼きとかヤキソバの材料をもってきている。天幕にいる

より楽しい。 

 

 （三月二〇日］― 風雪 ― 

タイム・とらず 

 八方尾根はあい変わらずの風だが、この壁は小雪が舞っている程度。一夜ごやっかいになった庇

状の岩の上部に出てみると、ルートは上部三角壁にふさがれているので、岩壁にそって一ピッチ左

へトラバースして、岩壁をまわりこんで上部へぬけた。あとは岩壁にそって二ピッチ、雪の部分を

拾って行くと上部三角形岩壁の頭のコルに出た。ここで登攀は終った。 

 雪の降る中で昼食をたべ、二峯北峯へ向かった。北峯までナイフ・リッジの尾根をラッセルして

稜線へ出ると、とたんにヤッケがヨロイのようになってしまった。B尾根の頭で重南たちにコール

するとすぐ下のところから返事がきた。もう一日ビバークするとのことである。われわれは唐松小

屋に逃げこんだ。 

 

 要 約 

  昭和 34年（1959）3月 19・20日の記録。不帰ノ嶮 2峰東北壁獨標ルートの積雪期初登攀。 

メンバーは、広瀬正己、往古豊秀、長谷川準一。 

行程は、3月 19日 取入口－奥の二股－1・2峯間ルンゼ出合－東北壁取付－ビバーク地点。 

20日 ビバーク地－上部三角形岩壁の頭－唐松小屋。 

※3月 8日から 24日までの不帰東面合宿の中で行われた。 
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（三月二一日）― 快晴 ― 

タイム・とらず 

昨日とはうって変わって、無風快晴である。テルモスにミルクを入れて、B尾根パーティを迎え

にいった。 

 B尾根の頭まであと一ピッチのところにいるが、雪の状態が悪くだいぶ苦労しているようである。

唐松岳からはよそのパーティが、B尾根ガンバレー、と声援している。やがて、無事 B尾根パーテ

ィと合流して、八方尾根をくだり、第三ケルンより、取入口を真正面にみるルンゼを尻セードでく

だった。 

                    （ 長谷川 ） 
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49．安田容子 「不帰東面 三峯 B尾根」『獨標』第 15年 2号 通巻 73号 

昭和 35年 8月 26日刊 獨標登高会発行 

 

 

パーティ・重南昌男、福田耿之介、安田容子 

 

（三月一九日）― 快晴 ― 

タイム・二峯東北壁パーティとわかれる（八、一五）－B尾根取付（一〇、四〇～一二、三〇）－

－ビバーク地点（一九、〇〇） 

 二峯東北壁パーティとわかれてから三峯までは馬鹿に長かった。いいかげんバテてしまったので、

取付きで少し長く休む。 

 重南、安田、福田のオーダーで取付く。すぐに Bルンゼ側に廻り込んで、急斜面を潅木たよりに

腕力で登り、リッジへ出る。五ピッチほどで最初の岩峯に達した。 

 氷のつまったチムニー状の溝をさけて、左側へアブミをかけて、四、五米登り、再び戾ってその

まま登りきる。登りきったところのナイフリッジをけずって、尻だけをおろした不安定なビバーク

をする。 

 

 （三月二〇日］― 雪 ― 

タイム・ビバーク地点（九、〇〇）－登攀再開（一一、〇〇）－ビバーク地点（一八、一五） 

 夜半より風がでて、朝になったら雪が降っていた。日数の余裕のない重南さんは、ここからくだ

ろうと云う。 

 やむなく、下降にかかる。苦労して一ピッチくだるが、風雪を冒しても登攀を続行しようという

二人の顔色をみてか、重南さんは決心したようだ。半日ばかり損をしたが、ふたたび登攀を再開す

る。 

 すぐに、第二岩峯である。左よりの急峻な凹角を、ハイマツの根っこを利用して、強引に突破す

る。あとはしばらく雪稜が続いた。 

 昨夜からの降雪で、気温があたたかく、雪質は極度にわるい。どんなにけこんでみても、くずれ

るばかりで、急傾斜のところは、ひどく時間がかかる。時間だけが容赦なくたってゆく。 

 降雪はげしい、暗い空間の中から、二峯パーティのコールが聞えた。登攀は終えたようだ。われ

われは稜線直下にいるようだが、大きなキノコ雪に行手を阻まれる。これを避けて、Cルンゼのツ

メへトラバースしようかと試みたが、気温がたかく、雪質が悪くて雪崩の危険性が多い。直上する

より術
テ

がない。キノコ雪と対決するが、夜となってふたたびビバーク。 

 要 約 

  昭和 34年（1959）3月 19 ～21日の記録。不帰ノ嶮 3峰東面 B尾根の積雪期初登攀。 

メンバーは、重南昌男、福田耿之介、安田容子。 

行程は、3月 19日 取入口－奥ノ二股－1・2峰間ルンゼ出合－ B尾根取付－ビバーク地。 

20日 ビバーク地－登攀再開－ビバーク地。 

21日 ビバーク地－頭直下のテラス－B尾根の頭－八方尾根－取入口。 

※3月 8日から 24日までの「不帰東面合宿」の中で行われた。 
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（三月二一日）― 快晴 ― 

タイム・ビバーク地点（七、〇〇）－頭直下のてらす（一〇、三○）－ B尾根の頭（一二、一○） 

 きのうとは打って変わって、すばらしい快晴。ザイルにぶら下ってキジを打つ。 

 根気よく、キノコ雪にエントツを掘った。約三時間かかった。上にでると、一ピッチのナイフリ

ッジで、頭の直下に立つ。 

 このとき、唐松岳より声がかかる。往古さんの声。やがて、多くの見物人たちの声がまじる。黄

色い喊声もあがる。 

 最後の一ピッチ。急な斜面を左に避けて、グズグズの雪に苦労しながら、頂きに立った。 

 仲間たちのかたい握手と、温い飲物のつまったテルモスが、われわれを待っていてくれた。 

                    （ 安 田 ） 

 

 これらの登攀を終えて取入口へ戻ると、坂理、細田、鹿志村、中村雅、長谷川吉が入山していた。

翌二二日、広瀨、長谷川、重南、往古、福田が下山し、安田は残った。 
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50．恩田善雄  「不帰岳二峰西壁■一九五九年四月の記録」『白稜』第 144号 

昭和 34年 6月 25日刊 東京白稜会発行 

 

 “わたしたちと不帰”のことについては、昨夏の報告の中に述べてあるので、ここでは書かない。

ただその折、「積雪期への偵察行である」ということを言った。わたしたちの目的は、積雪期の一

峰東北壁・二峰西壁・三峰 C尾根である。 

 三月下旬、第一のパーテイを登北壁に送ったが、僅か一ピッチ登ったのみで敗退した。今度の計

画は、最初、青木・加藤による三峰 C尾根だったが、二人共参加できなくなり、三月に出られなか

った私が代った。 第一の目標は二峰西壁で、余裕のある場合は三峰 C尾根を登りたいと思った。

三月に出かけた連中は、休みがなくなり、他にパートナーを探さねばならなかったが、鹿島槍に行

く予定だった中尾が来てくれることになり、これに市川・小峰が加わった。 

 西壁のルートは、夏に登った五つの壁をもったリッジである。ここは東西のような雪壁の登攀で

はなく、岩と氷のピッチが多いものと思われた。ベースを八方尾根第三ケルン附近に置き、夏のよ

うに唐松岳から、稜線を北上して取付くことにした。 

 

○期 日 一九五九年四月十二日 

○パーテイ 恩田善雄・中尾正司・小峰きみ子・市川 正 

 

○記 録 

 四月十日、風雪の中を第一ケルンまで登り、幕営した。十一日も風雪。しかし夕方から天候は回

復し、星空が訪れた。二峰西壁を登るためには余りにも遠いベースであるが、日数に余裕のないわ

たしたちは、ここからアタックすることにして、十二日三時半、天幕を後にした。 

 強風のため雪面はしまって、アイゼンが気持よくきいてくれる。しかし単調な長い登りだった。

唐松岳を越え二峰の上に出た時はすでに九時。太陽は顔を出しているが、薄雲が空一面に拡がって

いる。北峰寄りの斜面をくだると、岩と雪でまだらになった西壁がぐんと頭上にかぶさってくる。

夏の取付点附近は、氷化した雪壁となっているので、手前のルンゼの中でアンザイレンした。わた

しは久し振りにトップにたって氷を刻んだ。三十米一ぱいのトラバースで、リッジの最下段、Aフ

エースの基部にたった。壁の下、偃松の大テラスは雪にうずもれてはいたが、四人が休める充分な

広さがあった。わたしたちはここで登攀準備をととのえた。 

 毛勝三山が銀色に輝やいている。雲が高いので天候は何とか今日一日はもつだろう。オーダーは、

中尾・恩田・小峰・市川、ザイル感覚は三〇・二〇・二〇米で、Aフエースに取付いた。この壁は

丁度、滝谷第一尾根 Cフエースのような感じで、下部に左上に走るバンドがある。右寄りは外傾し

 要 約 

  昭和 34年（1959）4月 12日の記録。不帰ノ嶮 2峰西壁第 1尾根の積雪期初登攀。 

メンバーは、恩田善雄、中尾正司、小峰きみ子、市川正。 

行程は、4月 12日 第 1ケルン BC－唐松小屋－唐松岳－2峰－Aフェース取付－2峰南

峰－唐松小屋。 

※昭和 33年 8月 9日、加藤昭男、坪井森次、恩田善雄が無雪期初登攀している（本誌№45）。 

※この記録は、『山と溪谷』第 241号（山と溪谷社、1959.6.1）にも掲載されている。  
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て、上部はすべて庇のようなオーバーハン

グ。取付から少し登ると偃松の出ている小

テラスがあり、 

夏はそこから左へトラバースしたが、中尾

は直上して庇の下に出てしまった。右手の

外傾したバンドの下である。ここから左に

トラバースするのだが体が振られて悪い。

アイゼンの爪が一つしかかかっていない

のが下から良く見える。体は完全に空中に

浮き出しているが、それでもたくみにトラ

バースして、しっかりしたバンドに這上っ

た。わたしも同じルートをとったが、バン

ドに移る所が余りにも悪いので、小峰には

夏のルートをとらせた。ここはせまいバン

ドがあるが途中で切れているので、ふりこ

トラバースをしなければならない。それに

バンドの下は、かなり微妙なバランスを必

要とする。小峰もさんざん苦労して登って

来た。この一ピッチの終りは、チムニーを

横に倒したような所にある洞穴状の小テ

ラスで二人しか入れない。中尾はすぐ、四

つん這いになって、バンドをトラバース、

その向うにある十米の凹状岩壁に取付いた。夏の経験で悪いことは知っていた。薄氷でもついてい

ると、まず何ともしようのない所である。幸い岩は乾いていると云う。ここからでは全く見えない

が、短い吊上げの連続で、ザイルは少しずつ繰出されていく。わたしは、殘ったザイルの長さから

おして、トップが上の小テラスに出たことを知った。ラストの市川はトップと同時に動いて、もう

バンド直下まで登ってきている。すぐ四つん這いになってトラバースを開始したが、食糧を一ぱい

つめこんだザックが、上の岩につかえてうまく前進できない。やっと五米のトラバースを終ると、

大きなテラスに出た。凹状岩壁にはトップの苦斗を物語るハーケンが、ずらりと並んでいる。さす

がにここは悪く、中尾に引張り上げられるようにして上に出た。小峰もここで苦斗、中ほどのハン

グがどうしても越せない。中尾が補助ザイルを垂らして、二人して引張り上げた。夏のルートは、

ここから頭上にあるチムニーを抜けて壁の正面に廻りこむのだが、時間を節約するため、夏のルー

トの左、草付と雪の入りまじった壁を登ることにした。いつか小雪がちらついて天候は意外に早く

悪化している。左寄り夏は滝状になっている壁は、すばらしい蒼氷で取付点まで一気に落ち込んで

いる。三十米一ぱいで上部にあるハング帯を抜けた。市川が登ってきたのでせまいテラスはまた一

ぱいになる。下から見たほど容易な登りではなかったが、時間的には楽に登りきり、不安定な雪壁

のトラバース十米ほどで、Bフェース基部にある大テラスに出た。ここから右に少し登れば Aフエ

ースの上に出ることができ、正面ギャップをへだてて Bフエース取付のオーバーハングがある。ギ

ヤツプは半分ほど雪がつまって Bフエースへの取付は夏とちがってかなり楽になっている。夏、準

備不足から捲いてしまった正面を登るため、数多くのハーケンとあぶみを用意してきたのだが、降
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雪は次第に激しくなってくるので、今日中に何とか上まで抜けなければならず、残念だが正面をあ

きらめた。夏と同じように左にトラバースすると、右から Bフエース上に達しているルンゼが落ち

てくる。氷化した雪洞にアイゼンをきかすと、最後は雪壁となっており、大きなステップを切って

はい上った。 

 正面には Cフエースが、風雪の中に黒々と突立っている。正面は夏でも最悪のピッチで、今日の

コンデイシヨンでは登れそうもない。左側壁にクラックがあり、その下までトラバースしてみたが、

氷化して悪そうなので更に三〇米ばかり、雪のバンドを辿った。雪が悪くいやなトラバース、そし

て Dフエース側壁の下にある大きなテラスに全員集結した。ここは風も当らず快適なビバークサイ

トである。天候に恵まれれば、側面をからむなどといったあまりすっきりしないルートなどとらず、

当然正面に向っていただろう。そうすればまずこの辺でビバークというところだ。ここから Dフエ

ースの基部に氷化したガリーが抜けている。高度感もなく、アルバイトも適当で楽しいピッチであ

る。トップは嬉しそうに氷にステップを刻んでいった。しかしこの頃から風雪は一だんと激しくな

った。 

 Dフエースは中段にテラスも持ち、下部は正面カンテの左側を登るのだが、薄く凍りがついて悪

かった。下部は正面カンテの左側を登るのだが、薄く氷がついて悪かった。次々と五本のハーケン

を打って吊上げ、テラス下のオーバーハングを右に抜けて上に出たが、わずか十米足らずのピッチ

に一時間以上もかかってしまった。上部はせまいバンドを右にまわりこみ、ベルグラの斜面をトラ

バースして裏側の雪面を直上、Dフエースの上に立った。 

 すでに悪場は終っていた。E フエースは右にあるルンゼのつめで左右に大きく拡がっているが、

傾斜もゆるく簡単に登れる。中尾がアイゼンバンドを切ったので、わたしがトップにたち、左寄り

の斜面を登り、途中から左の雪面に移ると西壁は終っていた。南峰頂上までの最後の登りは今日一

ばん苦斗した小峰に与えられた。 

 六時、わたしたちは全員稜線にたった。曲りなりにも西壁を完登することはできたが、アルバイ

トは終ったわけではなかった。わたしたちの前には、唐松小屋までの長い行程がある。風雪は益々

激しく、A尾根の頭をまく頃から、急に気温が上昇してみぞれに変った。風にとばされないように、

一度しまいこんだザイルを出し、再びアンザイレンした。夕闇はたちまち、全員をおしつつみ、烈

風はようしゃもなく四人を痛めつけた。やっとたどりついた唐松岳の上で、風は最高潮に達し、い

くどか吹きとばされ、雪面になげだされた。 

 小屋までのトラバースは疲労した身には長かった。しかし暗闇の中で、強風のなかで、わたした

ちの歩みは一歩も誤ってはいなかった。一時間半の苦斗ののち、眼前に唐松小屋の淡い灯が救世主

のように浮び上った。 

 

[タイム]BC発 3.35―第二ケルン 4.05―第三ケルン
4.25 

4.35 ―唐松小屋 
7.00 

8.05 ―唐松岳 8.25―二峰 9.15

―取付 9.50―Bフエース下のテラス 14.20―Bフエース上 15.10―Dフエース下のテラス

15.45―二峰南峰 18.00―唐松小屋 19.30 

 

＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊ 
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51．岡本龍行  「不帰二峰西壁」『現代登山全集』第 4巻（4版） 

昭和 40年 6月 24日刊 東京創元新社発行 

 

 

Ａ 概観 

 後立山連峰の不帰の峰は、その東面信州側の岩場が多くのひとびとに親しまれているのにたいし

て、西面の黒部側はあまり知られていない。これはアプローチの面倒さからくるのと、東面にくら

べてスケールのおよばないことによるのであろう。 

 この不帰西面の岩場は、祖父谷の支流・猿猴沢の源にあたっている。しかし、猿猴沢の源流地域

はひろく、それにくらべてこの岩場はあまりにも部分的なので、沢の奥壁とはいえないようである。 

 一九五八年八月九日に、はじめてこの西面に足跡をしるされた東京白稜会の恩田善雄、加藤昭男、

坪井森次の三氏は、二峰の南峰の黒部側の岩場をのぼって、不帰西壁とよばれたが、この二峰西壁

こそ不帰西面の代表的な岩場である。 

 ここは垂直高度約一八〇メートルで、南峰から西へ

のびる西尾根と、南峰から北峰につづく稜線との間に

ひろがる急峻な岩場がそれである。正確には北北西を

むいているこの岩壁には、それぞれの特色をもつ三つ

の尾根があり、西尾根側から第一尾根、第二尾根、第

三尾根とよばれている。 

 登攀の対象になるのは、これらの尾根とその間にあ

るルンゼであるが、小さいのをがまんすれば西尾根の

第一尾根側の側壁にもルートを見いだすことができる。 

 このほかに北峰の北西側の八十メートルほどのフェ

ースもあるが、これはあまり大きくない。しかし、こ

こは、フェースの中央に立派なチムニーやオーバーハ

ングなどがあって、ちょっと手をだしたくなる岩場で

ある。 

 不帰西面には、登攀の基地となる格好な場所がない

 要 約 

  昭和 34年（1959）8月 8日の記録。不帰ノ嶮 2峰西壁第 2尾根右稜初登攀。 

メンバーは、岡本龍行、中野多慧子（以上、獨標登高会）。 

行程は、8月 8日 取りつき－南峰頂上。 

※昭和 34年（1959)8月 6日、岡本龍行、中野多慧子による第 2尾根左稜も初登攀である。 

 

昭和 34年（1959）11月 4日の記録。不帰ノ嶮 2峰西壁第 3尾根初登攀。 

メンバーは、岡本龍行、鷲尾慎弘、石井重胤（以上、獨標登高会） 

※昭和 36年刊の初版『現代登山全集』第 4巻には掲載されておらず、昭和 40年の改訂時

に掲載された。 
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が、水とツェルトザックを用意すれば、北峰や南

峰の頂上付近に露営できる。また、すこし遠いが

唐松小屋か、その付近の露営地も利用できる。 

 

Ｂ 第一尾根 

 南峰の西よりの頂上から、西尾根の北側に一五

〇メートルほどの高差で落ちている第一尾根は、

二峰西壁でもっとも顕著な岩尾根である。尾根は

Aルンゼから斜上するギャングウェイ（岩壁を斜

上するバンド）などによって、かなりはっきり五

つに分けられており、そのフェース状の岩壁は、

下から順に A フェース～E フェースとよばれて

いる。 

 第一尾根の末端にある Aフェースは、約五十

メートルの高さをもつ岩壁で、正面の壁の西尾根

側がひろくはりだしており、そのはりだした壁の

右端に Bフェースの右端がのびている。この稜

線にある割れ目からとりつき、Aフェースのスラブ状の岩を左に斜上すれば、わりあい簡単に Bフ

ェースの基部のギャングウェイにでて、Aフェースと Bフェースのコルにぬけられる。 

 Aフェースの正面は、東京白稜会の方たちがハーケンを十本ほど使用して三時間で完登されてい

るが、かなり優秀なパーティーでないと突破は困難であろう。 

 Bフェースの真中は三十メートルたらずだが、コルからのとりつきにハーケンが打てない一メー

トルくらいのオーバーハングがあって上へでられない。右の壁も垂直の大岩壁でリスが少なく、左

の壁の中央には帯状のオーバーハングがあって手がでない。けっきょく Bフェースをにげて、Aル

ンゼ側のギャングウェイをくだり、Bフェースと Cフェースの間のギャングウェイをのぼって B

フェースの上のコルにたつことになる。 

 Cフェースは二十五メートルの岩塔状の岩壁である。正面の壁はやや風化しており、とくにコル

の二十メートルほど上にあるテラスの真下がもろくて悪い。 

 Dフェースは十五メートルで、二段になっている。下段は左側からぬけられるし、上段は快適に

のぼれる。 

 Eフェースは、わずか十メートルほどで、左の這松帯をのぼれば、すぐに南峰の頂上にでる。 

 第一尾根の Aフェースと Bフェースは、他のフェースにくらべて一段と大きく、西尾根側のか

くれた部分を開拓したら、きっとすばらしい登攀ができると思う。 

 

 無雪期 昭和三十三年八月九日 

 パーティー 恩田善雄、加藤昭男、坪井森次（東京白稜会） 

 タイム 取りつき（九・一〇）―Aフェースと Bフェースのコル（一二・二〇～一二・五〇）―南峰

（一四・四〇） 
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 積雪期 昭和三十四年四月十二日 

 パーティー 恩田善雄、中尾正司、小峰きみ子、市

川正（東京白稜会） 

 タイム 取りつき（九・五〇）―Aフェースと Bフ

ェースのコル（一四・二〇）―南峰（一八・〇〇） 

 

 Ｃ 第二尾根 

 この尾根は、南峰の北北西のはずれから急激にお

ちる幅のひろい壁状の岩尾根で、ブッシュまじりの

二つのバンドによって、上部、中部、下部の三つの

岩壁帯にわけられている。さらに、この下部岩壁帯

と中部岩壁帯のほぼ中央には、ルンゼとチムニーが

食いこんで、尾根を右稜と左稜に二分している。 

 右稜 

 右稜の下部岩壁は、稜の末端の十五メートルほど

の岩壁と、その上でＢルンゼ側に白い岩肌を見せて

いる岩峰の登攀である。末端の岩壁の正面は、ちょっととりつきにくいので、やや左をのぼって B

ルンゼの滝の上にトラバースして右稜にでる。白い岩峰はＡルンゼ側の基部をまわれば、らくに岩

峰の上にたてる。 

 中部岩壁は第二尾根の核心で、右稜も約五十メートルの急な壁である。基部から右に斜上する浅

い小さな溝を利用して、七メートルほどのぼってから壁の中央にでる。この溝は取りつきと出口が

わるい。壁の中央はホールドがこまかく高度感もあり、ハーケンも打てなくて、すばらしいバラン

ス・クライミングになる。壁の上部で、四十メートルいっぱいにのびたザイルをひきずって左の凹

角にまわりこみ、そこにあるレッジに後続者をあげ、ふたたび壁にでる。壁は十メートルのぼると

傾斜がゆるくなり、上のバンドにでて終わる。 

 上部岩壁は、右端から左斜上するチムニーをのぼり、さらにつづく草つきの溝を斜上すればぬけ

られる。あとは、小さな岩峰の間をぬって高度をあげ、南峰にでる。この最後の岩稜の Aルンゼ側

に三人ほどなら露営できるテラスがある。 

 

 無雪期 昭和三十四年八月八日 

 パーティー 岡本龍行、中野多慧子（獨標登高会） 

 タイム 取りつき（五・三五）―南峰頂上（九・一五） 

 

 左稜 

 この稜は下部岩壁の下にブッシュの尾根を引いているが、登攀の対象となるのは下部岩壁から上

である。 

 下部岩壁は、三十メートルほどの傾斜のゆるいブッシュまじりの岩壁で、手ごろなクラックやチ

ムニー状の凹角があるから簡単にぬけられる。また Bルンゼ側にも岩壁の上にでられるルンゼ状の
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窪がある。 

 中部岩壁は基部からかなり急傾斜な壁になってお

り、かぶり気味の正面をさけるために、右に斜上す

る溝をのぼってハーケンを打ち、振子トラバースで

稜の Cルンゼ側の溝にはいる。約三十メートルでテ

ラスがあり、その上の岩は、右にまわりこんだとこ

ろの草溝にルートをとる。草溝は二十メートルぐら

いできわめて細い左稜にでる。ここでは稜にまたが

って後続者を確保する。次の壁は、小さいけれど急

なのでハーケンを打って慎重にのぼる。十五メート

ルほどで上部岩壁にでる。 

 上部岩壁は、Cルンゼ側にひろがる大きな壁と、

中央チムニーの上のリッジ状の岩で形成されており、

稜の正面の岩壁は約二十メートルである。岩壁には

体が半分はいる割れ目があり、これをのぼる。途中

で右からせりあがってくる岩角に移って右隣りの凹

角を斜上する。この辺から岩がもろくなり、稜にで

るとほとんど浮き石になってしまう。岩稜は両側がきれて急傾斜だし、縦走路からカメラをかまえ

て近づいてくる者などがあって、かなり緊張させられる。また、さかんにとんでくる黄色い声援に

は気をとられないよう注意しなければならない。この岩稜は四十メートルのザイルが全部のびて終

わり、右稜の最上部と合する。 

 

 無雪期 昭和三十四年八月六日 

 パーティー 岡本龍行、中野多慧子（獨稜登高会） 

 タイム 取りつき（八・〇〇）―南峰頂上（一二・四〇） 

 

 

 Ｄ 第三尾根 

 第三尾根は、第一尾根や第二尾根にくらべるとかなり小さい。しかも尾根の上部が消えてしまい

そうな這松の尾根なので、いっそう貧弱にみえる。しかし、この尾根の核心部の岩壁はなかなか手

強い。 

 ヤブの多い下部は、Cルンゼをのぼり、八メートルほどの滝の上から尾根の側壁を斜上して、核

心を形成している岩壁の基部にでる。はじめの岩壁は前衛といえる小さなもので、ホールドが外傾

しているために吊りあげまでさせられる。 

 このすぐ上の草つきにでれば、つぎはいよいよ第三尾根でもっとも楽しい登攀ができる岩壁であ

る。この岩壁の Cルンゼ側には外傾した割れ目があるが、これよりも左側にまわりこんだところに

ある割れ目の方がいい。この割れ目のとりつきは、右壁が削れて洞穴状になっているので左壁から

アブミを利用して割れ目の中央にでる。上のテラスまで十五メートルくらいだが、割れ目の上半の
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岩がもろいので緊張する。 

 テラスの上の最後の岩壁は、中央から左よりが三十メートルほどのすっきりとした壁だが、上部

にオーバーハングがあり、岩ももろいので無理だろう。ルートはやはりテラスの真上の溝状のとこ

ろだ。岩くずがひっかかっている下半分を注意してのぼり、オーバーハングした最上部をきわどい

バランスで突破すれば、第三尾根の核心部の登攀は終わる。 

 あとは傾斜のゆるい岩稜をよじのぼり、小さな這松をふんで消えかかる小尾根をたどれば南峰の

頂上である。 

 

 無雪期 昭和三十四年十一月四日 

 パーティー 岡本龍行、鷲尾慎弘、石井重胤（獨標登高会） 

 タイム 取りつき（一二・三〇）―南峰頂上（一五・三〇） 

 

 Ｅ Ａルンゼ 

 このルンゼは、第一尾根と第二尾根をわけている急峻なもので、上端が南峰の頂上に達している。 

 ルンゼの最初の滝は、第一尾根の Aフェースの左端が第二尾根右稜の末端の岩壁に接するところ

にある約三十メートルの白っぽい岩壁で、水はほとんど流れていない。一見、右側が快適に突破で

きそうだが、ぬれていると上部が悪い。この滝は、第一尾根の Aフェースの右端から斜上して A

フェースと Bフェースのコルにでて、ギャングウェイをおりれば落口にたてるし、Bルンゼをのぼ

れば、簡単にまける。 

 滝の上は、第一尾根の Aフェースの上のギャングウェイが Aルンゼを横切り、第二尾根右稜を

略奪したようなところで、真上の南峰で捨てられた空缶や第一尾根からおちてきた岩くずがいっぱ

いつまっている。このガレを二十メートルほど登ると、ルンゼが浅くなって二本のチムニー状の溝

になる。溝は約二十メートルで一緒になるが、上端にレッジがある左の溝のほうがよい。ルンゼは、

このレッジの上で傾斜が急になり、ジエードル（本をひらいたような二面体の壁）とよんだほうが

いい形状になる。ここは、左側の壁をショルダーでとりつき、十メートルのぼってから右壁にとび

移り、さらに十メートル上で左壁にとんで上へでる。 

 Aルンゼの最後は、急傾斜のガレで、すぐに三分するが、いずれをのぼっても南峰頂上にでる。 

 

 無雪期 昭和三十四年十一月五日 

 パーティー 岡本龍行、鷲尾慎弘、石井重胤（獨標登高会） 

 タイム 取りつき（九・十五）―Aフェースと Bフェースのコル（一〇・三〇～一一・〇五）―南峰

頂上（一三・四〇） 

 

Ｆ Ｂルンゼ（中央チムニー） 

Bルンゼは、第二尾根の右稜と左稜の間にくいこんでいる短いルンゼで、上部が第二尾根の中部岩

壁帯を右と左に分割しているチムニーになる。 

 とりつきの滝は、第二尾根右稜の末端の岩壁の左にあり、滝の右壁を約二十メートルのぼれば上

にぬけられる。次の滝は十メートルほどで、これをこえると、チムニーの基部である 



293 

 

 チムニーは全長約六十メートルで、中程よりやや下にチョックストンがある。そこまでは、チム

ニーのなかの浮石に注意して、両手足をつっぱってのぼる。チョックストンのすぐ下は、左壁のホ

ールドが少なく、やや悪いから、右壁にハーケンを打ち、アブミをつかってのりこえる。チョック

ストンの上は、すこし傾斜がゆるくなり、チムニーの幅もひろいのでパーティーの各員が集合でき

る。チムニーの上半は、バック・アンド・フィートでのぼり、途中で軽快に半回転して、チムニー

の上の草つきの急斜面にでる。この斜面の上端には、第二尾根上部を横切る顕著なバンドがあって、

右稜にも左稜にもトラバースできる。 

 バンドから上は、正面の岩壁もまったく不可能といえないし、右稜よりのクラックもルートにな

りそうだが、チムニーの出口のほぼ真上から左に斜上する二十メートルほどの溝にはいって左稜の

最上部にぬけたほうが無難である。 

 

 無雪期 昭和三十四年十一月三日 

 パーティー 岡本龍行、鷲尾慎弘、石井重胤（獨標登高会） 

 タイム 取りつき（一五・三〇）―南峰頂上（一八・一五） 

 

Ｇ Ｃルンゼ 

 これは第二尾根と第三尾根の間にあるルンゼで、A・Bルンゼに比べると彫りが深くて大きい。 

 下部は傾斜がゆるく、岩もしっかりしているので快適にのぼれる。その上が、第二尾根の中部岩

壁帯と第三尾根の核心を形成する岩壁とにはさまれた、急峻な核心部である。八十メートルほどと

思われるこの部分を通過すれば再び傾斜がゆるくなる。この上部は第三尾根側が浅くひろがり、第

二尾根側が Cルンゼの最上部の岩壁に続く高い岩壁である。上部のルートは、すぐ近くの第三尾根

にでてしまうか、最上部の岩壁の基部まで浮石に注意してあがり、第二尾根の側壁の傾斜のゆるい

部分から第二尾根左稜にでるか、白くはげおちている最上部の岩壁に取りつくかである。この最後

の岩壁は垂直に近く、岩ももろいので苦しい登攀になるだろう。 

 Cルンゼは部分的にしか登ってないけれど、上部で第三尾根にでれば三時間、第二尾根左稜にぬ

けるルートをとっても四時間あれば、南峰にでられると思われる。 

 

■岡本龍行氏は獨標登高会会員。南アルプスの精通者として知られているが、不帰周辺にもパイ

オニア的トレースを残している。本稿は、最近にいたってようやく注目されるようになった二峰

の西壁をまとめたもので、本巻の改訂を機にあらたにここに加えた。 
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52．伊藤幸之輔  「不帰岳二峰正面」『白稜』第 147号 

昭和 34年 9月刊 東京白稜会発行 

 

一九五九年八月 

係 中尾正司  

 不帰二峰の正面下部に、特異な岩峯のアレートがある。今度の計画は、二峰の正面がルンゼ通し

に登られても、トレースされないままにのこされて来たこの中央リッジから正面壁を狙うルートで

ある。こゝは、無雪期の不帰には数少い、ブッシュのないスラブ壁であって、夏山のフィナーレに

ふさわしい、すばらしい登攀を予想していた、すべてが順調にいけば、五竜に回りたいと思ってい

たので、BCを八方の池に設けた。 

 八月二十九日 ガスの中を BCを後にしたが、天候は幸いせず二峰の上部よりの偵察にとゞまっ

た。 

 八月三十日 唐松岳をこえ Aルンゼを下降し、中央リッジより正面壁を登攀することが出来た。 

 

○期 日 一九五九年八月三十日 

○パーテイ 中尾正司・伊藤幸之輔 

 

○記 録 

  

中央リッジの下部の広いスラブには、草付のまじったバンドが上に走っていた。トラバースして

スラブの中央をぬけて中央リッジ上の露台に達すると、ルンゼⅠ側に切断された空間と接するブッ

シュをつけたアレートになる。取付のスラブがもう平たな板に見える最初の一ピッチの露岩の上で

登攀準備をとゝのえた。稜の右側全体は垂直かオーバーハングをみせている。最初のザイルピッチ

は、ほとんど巾のないブッシュのなかの露岩をルンゼⅠ側に回りこんでブッシュ壁の下に出た。登

攀のキーポイントと目される岩の尖塔はこゝからはみえない。あるのはブッシュと露岩の悪相のコ

ンビだけだった。右側はすべてハングの連続だが、岩の部分では必ずルンゼⅠ側に一度は出るので、

威圧的だ。岩のナイフリッジとブッシュの直上があって、再び三ピッチでブッシュ帯を登り、小さ

い垂壁の下に出た。トラバースして、不安定な灌木のホールドで外傾した小テラスに上る。中央と

右は登れそうにない。左のハングの下をトラバースして回りこむことに決めた。トップが空身で壁

に突出した岩に足をこじ入れてジワジワと動いていく。間もなくハングの向うにみえなくなり、ど

うやら確保点に達したらしく、ピッケル・ザックがケーブルされ、最後にセカンドが続く。ハング

 要 約 

  昭和 34年（1959）8月 30日の記録。不帰ノ嶮 2峰東面正面壁センターリッジ初登攀。 

メンバーは、中尾正司、伊藤幸之輔。 

行程は、8月 30日 八方池 BC－唐松岳－Aルンゼ－中央リッジ－正面壁。 

※中央リッジから正面壁を狙うルート。 

※このルートの積雪期初登攀は、昭和 35年 3月 14日、獨標登高会（本誌№54）である。 

※この記録は、『岳人』第 141 号（中部日本新聞社、1960.1.1）記録速報欄に掲載されて

いる。 
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のホールドからぶら下り、スタン

スをさがす足はもがいたが、みつ

からず、止むを得ず確保をたのみ、

左下のブッシュのバンドに飛び

つくようにしてトラバースをし

た。最も緊張したピッチだった。 

 脚下には取付のスラブと唐松

沢の雪渓が横たわっている。大分

高度感も出てきた。トップは不安

定なところで確保しているので、

休むことも出来ずにそのまゝ背

後の垂壁の下の小スラブを登っ

て、右上の完全な大テラスについ

た。こゝではじめてゆっくり休み、

ヨーカンなどで元気をつける。１

０分後に、再びアンザイレンして、

岩塔の右からブッシュとのコン

タクトを強引に一ピッチ登って

垂壁に突当り、右のブッシュ壁を

トラバース気味に二ピッチと登

ると待望の岩塔の上に出た。屋根

形をした一枚岩のピークだ。不安

定なビレーを強いられたが、問題

もなくセカンドが登って来た。こ

の五米下のコルから二ピッチで、

小カンテからブッシュ壁にうつり、灌木のあるゆるいピークに出た。 

 更に、小さなギャップの向うの同じようなピークをこえると、ルンゼⅠ側にかたむいたスラブの

ナイフリッジがあらわれた。このピッチの終りは大きく切れ落ちているので、通過出来るかどうか

わからない。試みにアップで二ピッチ下降したところ、左へトラバースしてコルに出られる可能性

があるのでこのルートをとることにしたが、草付のまじったスラブ壁のトラバースはデリケートで、

左に少し動いてハーケンを打ったが殆んどきかない。トップは壁に釘付けになったまゝだ。そこで

セカンドがこの壁を再び登り、ザイルトラバースしてみて、ナイフリッジの終点からは下の草付コ

ルへ下降出来ることがわかったのでリッジに登り直し、確保なしでスラブのアレートをたどって草

付の斜面にとびおりた。 

 二峰の広大なスラブの正面壁がもう眼前にせまっていた。中央リッジも、そのヤマを終えた筈だ。

最後の岩クズのリッジをぬけると、X状ルンゼのクロス点に達していた。すでに十五時に近かった。 

 見事な大 X状が正面壁を深く断ち割っている。こゝからみた正面壁は、予想したほどのことはな

さそうだがどうだろうか。ルンゼの中はコンテニアスでいくことにして、三、四の涸滝をこえて浮

石の多いルンゼⅡをぐんぐん登った。典型的なルンゼから巾が広くなり右がガリー状の２０米の壁

になっている。ルートは、直上すればこの壁の下から左にトラバースすることになるが、岩の脆い
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トラバースを避けて壁に直登し、セカンドをビレーした。こゝからゆるいスラブを左へトラバース

すれば、ルンゼはグッと浅くなり、いつかスラブのフェースになっていた。クレッターシューが快

適にきくので、ほんの小さな凹凸をひろってコンテニアスのまゝ早いピッチで登りつゞけた。二ヶ

所確保した後、ルートは次第に正面壁へと右に入りこむようになる。次第に悪い草付がスラブの中

にあらわれる。傾斜もまし、スリップすればどこまでとばされるかわからないが、スタンスは充分

なので、確実なスラブを求めて高度を上げていった。スラブ壁の一部なので、どこにも安全なビレ

ーポイントがなかったが、ハーケンを打つほどのこともないので、一応慎重にセカンドに登っても

らった。壁を登るので、高度はぐんと上り、X状の下部にはさまれた中央リッジの異様な形をした

岩稜が黒くのぞまれた。 

 正面壁は、かなりのバリエーションがとれるようだが、我々は正面右よりのハングにトラバース

せずに、直上するルートをとった。やがて傾斜もおちると、縦走者の声が近くにきこえ、北峰がみ

えてきた。楽しい最後のスラブのワンデルングの後、我々は登攀を終えた。ちょうど、二峰の南・

北峰の中間だった。                                

(伊藤)  

［タイム］第三ケルン BC4.00―中央リッジ取付 7.20―X状交叉 14.50―二峰 16.35 

 

＊ノート 

Ⅰ．今回のプロローグである中央リッジ下部よりの登攀では、何よりもまず、ほとんど垂直のブッ

シュクライムに悩まされた。リッジは、ルンゼⅠ側に完全にそぎ落とされた形となり、ルンゼⅡ側

はやゝ傾斜を落し、したがってブッシュを多くつけている。こにリッジを特徴づけている岩峯は、

どれもが直登は困難である。登攀は、ブッシュとアレートをなす岩とのコンタクトを大部分トラバ

ース状に登り、ブッシュクライムでつないだが、今回のルート以外には外に見出せなかった。 

 尚、取付から X状交叉迄、各ピッチ毎にトップを交代して登りつゞけ、大テラスで十五分程休ん

だのみであるので、決して遅いピッチとは云えないと思う。ブッシュ壁は非常に急であり、ルート

の見通しは全然きかず、ブッシュクライムとはいえ、スリップの許されない垂直の連続であり長い

緊張を強いられた。 

 ビレー点も、ほとんどが不安定なもので、テラスは大テラス以外に満足なものはなかった。 

Ⅱ．二峰正面壁は、不帰東面では最も壮大であり、八方尾根より正面に見れば実に威圧的に感じら

れるが実際のスラブの傾斜はそれほどではない。X状交叉を過ぎれば、ルンゼは極度に浅くなり、

やがて壁となる。この壁の下部、交叉の上方に八方尾根からも指摘出来る小さなハング帯が二つあ

り、その右側はブッシュでおゝわれているようにみえる。したがって交叉より正面を直上すればこ

のハングに突きあたることになるが、ルンゼⅡより回りこめば登れると思う。しかし、正面壁の一

部であってみれば、正面大スラブの登攀の中の一バリアンテであって、独立した登攀価値があるか

疑問である。 

Ⅲ．このルートの積雪期は、技術的には下部の方がはるかに上で、困難以上のものがあるのではな

いか。そして、雪壁にトンネルを掘って登る烈しいアルバイトがあるものと予想される。 

（伊藤）  
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53．遠藤恵信  「後立山・杓子岳北東稜登攀」『岳人』第 141号 

昭和 35年 1月 1日刊 中部日本新聞社発行 

 

記 録 速 報  

 

★後立山・杓子岳北東稜登攀 

一九五九年九月二十四日～二十五日◆登嶺会◆パーテイー＝遠藤恵信、佐藤好弘 

 二十四日白馬尻岩小屋五時五〇分発、ネブカ平（七時三五分）の避難小屋の所から取付く。北東

稜は極度にアンサウンドなナイフ・リッジとフェイスの岩稜で、岩は赤茶けボロボロの逆層である。

ブツシユの切目でアンザイレン、四ピッチでモレーンのある大きなテラスにでた。途中に一ケ所ハ

ングがありアブミを使う。左にトラバースし六〇度位の壁にルートを求め、一〇ピッチで越す。左

に三〇米一杯にトラバースしチムニーにはいり、二ピッチ登つた所でビバーク。一六時半。チムニ

ーの二ピッチは最悪で、きかないハーケンにアブミ二個をかけて、アンカレツジで越えた。 

 二十五日登攀開始七時一五分。二ピッチでチムニーを越しナイフ・リッジにでる。この二ピッチ

も悪く特に下のピッチは非常に悪かつた。ナイフ・リッジをまたぐようにして二ピッチ攀り、連続

登攀で壁の基部まで登る。この壁ではじめてハーケンがきいた。四ピッチ一杯で壁をこえると草付

の広い尾根に変る。最後のナイフ・リッジを慎重にこえると、頂上に飛びでた（一一時一五分）。

白馬頂上小屋に立寄りその日に下山。なお、北東稜は仮称で、ハーケン三〇本使つたが全部が脱落。 

（記・遠藤恵信） 

  

 要 約 

  昭和 34年（1959）9月 24・25日の記録。杓子岳北稜の積雪期初登攀。 

メンバーは、遠藤恵信、佐藤好弘（以上、大阪登嶺会）。 

行程は、9月 24日 白馬尻小屋－ネブカ平避難小屋－ビバーク。 

25日 ビバーク地－杓子岳頂上－白馬頂上小屋－下山。 

※「北東稜は仮称で」としており、『日本登山大系』第 6巻( 白水社、1981)の記述に従っ

て「北稜」とする。 
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54．中野多慧子  「不帰二峯正面壁センターリッジ登攀」『岳人』第 168号 

昭和 37年 4月 1日刊 東京中日新聞発行 

 

 

積雪期の不帰―まして、壮大な雪壁となつてその中心部に君臨する二峯東壁の正面壁など、最初、

私には遠い存在だつた。 

 それがいつのまにか、登攀の対象として私の心に近づいてくるようになつたのはやはり、まわり

のふんい気の異常な興奮のせいだつたと思う。 

 あのころ、一九五五年当時から、会は不帰にたいする熱つぽい意欲でわきかえつていた。中心に

いる人たちは、かえつて自分の放射

する熱の温度は感じないかもしれ

ないが、しかし、そのまわりに立つ

者は、激しい熱のほてりを受ける。

私もまたそのほてりを受けた会員

の一人だつたのだ。 

 一峯、二峯、三峯の各バリエーシ

ョン・ルートをめぐつての登攀は、

一九五九年の三月に一応の落着
らくちゃく

を

見た。私は、その戦列に加わること

ができなかつた。積雪期の不帰に自

分のトレースを残したい、しかし、

ビバークを予想される積雪期の登

攀に私が耐えられるだろうか、……

その自信のなさが、外にでようとす

る私の意欲を、ともすれば内におさ

えてしまいそうな傾向は確かにあ

つた。 

 不帰の全ルートをトレースする

 要 約 

  昭和 35年（1960）3月 11～14日の記録。不帰ノ嶮 2峰東面正面壁センターリッジの積雪

期初登攀。 

メンバーは、平島利規、中野多慧子、上田訓央、三田睦（以上、獨標登高会）。 

行程は、3月 11日 細野－二股－南股発電所－取入口 BC。 

12日 BC－不帰沢出合－センターリッジ基部－第 2ピーク－第 3ピーク

取り付きビバーク。 

13日 ビバーク地－第 3ピーク－第 4ピーク－下のコル付近ビバーク。 

14日 ビバーク地－ドームの基部－X状のルンゼ交点－南峯ルンゼ－2峯。 

※昭和 34年 8月 30日、東京白稜会が初登攀しているルート（本誌№52）である。 

 女性による冬期登攀の先駆けとなる記録の一つ。 
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という会の企画は、こうしてそのほとんどの実現をみたが、積雪期の登攀で残された対象がまだひ

とつあつた、二峯東壁・正面壁の中心に位置する、センターリッジと呼ばれるするどい岩稜がそれ

だつた。 

 二峯東壁のセンターリッジは、無雪期に一度登られたことはあるが、積雪期は未登だつた。いく

つかのするどい岩塔をつらねたこのナイフ・リッジを登攀して、私は、なんとしても、東壁正面壁

の中央部に自分の足跡を残したいと思つた。これを逃したら、私の不帰のチャンスは、ついにこな

いかもしれない。 

 無理かもしれないが、やれるところまでやつてみようと私は思つた。無雪期とはいえ、前年の八

月に Oとともに、二峯西壁の二ルートをトレースしたというひそかな自信が私の気持ちを支えはげ

ましてくれた。 

＊ 

 一九六〇年三月十一日。メンバーはリーダーHと U、M、私の四人。朝から雨が降つている。す

べれもしないスキーをザックにくくりつけて、細野を八時四十五分に出発。二股の橋の下で凍つた

お握りをほおばる。南股の発電所で、四時間ばかり天気待ちをし、十五時半出発、ここからスキー

をつけて沢にはいる。取り入れ口、十七時四十五分。堰堤のわきにコンクリートの一角をみつけ、

中の吹き溜りをならして、快適なベースを作る。 

 空には星がまたたき、遠く雪崩の音が冬山の実感として身近かにせまつてきた。 

＊ 

 二時に起床。凍るような夜空に星が冷たく輝いている。これからの留守を思つて、四つのキスリ

ングザックをキチンと整理する。二時四十分、出発。デブリの多い夜の唐松沢を登る。不帰沢出合

いに近づく頃から、夜もしだいに明け、バラ色に染まつた一峯が雄大な不帰沢の上に浮かびあがつ

てくる。青というより紺に近い空、紺碧とはこんな空をいうのだろう。 

 ひろびろとした唐松沢を登りながら、体の調子がひどくいいことをたしかめる。雪はよくしまり、

アイゼンの歯が気持ちよくきく。そして九時十五分、私たちは目的のセンターリッジの基部に立つ

た。 

 取りつきの岩場を M がトップで登り、その上の雪壁を二ピッチで登る。つづいてカン木のつい

たもろい雪稜の登攀三〇㍍、ここでナイフ・リッジの基部につく。右手は切れ落ち、確保用ハーケ

ンを打つて左にルートを選び稜の背に立つ。雪稜をたどつて第一ピーク十四時三十分。ピークの先

のコルを通過すると、雪のナイフ・リッジになりその上の雪壁の傾斜は八〇度にちかい。左は急峻

なガリーの空間、右は雪庇が張りだしている。トップがステップを切つてリッジを登つたが、上の

雪壁は悪かつた。結局、雪壁は直登できず、トップは、右に露出した岩にハーケンを打つてこのピ

ッチを越えた。ふたたび雪壁を攀じて、やつと二人の足を乗せるスペースしかない、第二ピーク下

のレッジに立つ。第二ピークは正面が茸状の雪を張りだしていて登れず、左側の垂壁をカン木たよ

りに登つて、急な雪の壁を越すとドーム状のピークの頭にでる。全員が第二ピークにそろつたのは

二十一時十分、まつくらだつた。第三ピーク取りつきの岩壁の基部で、ビバークすることにしハー

ケン陣をしく。そして雪の不帰の、私にとつての最初の夜をむかえた。 

＊ 

 ビバークの支度を終えてから、私ははじめて周囲に小雪が降り舞つていることに気づいた。登攀

中に暗くなつたころから、すでに降りはじめていたように思われるのだが、はつきりしない。きつ
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と登ることだけで夢中だつたのだろう。 

 腰をおろしている岩の下は、四人がやつと一列に坐れるだけの狭い場所。足の下はすつぱりと切

れているはずなのに、闇のためにその実感はうすい。下から不気味な風が吹きあげてくる。少しで

も動くと自分を包んでいた暖かみが逃げてしまいそうで、靴下を替えるのもおつくうになる。東京

にいれば、もう心地よい夢を迎える時刻なのだ。 

 地上の生活から遠くへだたつた二千数百㍍の雪の岩場。人によつてはなんの価値もない冷たい夜

の岩場で、私はいま一つの生命を燃やしつづけている。私はその自分をいとおしいと思つた。 

＊ 

 雪の朝がきた。登攀の身支度を終え、九時五十分、困難な第三ピークの攻撃を開始する。正面は

登りきれず、左手からルートをえらんだのだが、ここは実に困難な登攀だつた。最初 Uがトップ

で登つたが登りきれず、Hに交代し、中間のテラスから左にまわりこんだが、途中の垂壁で、さす

がの Hもスリップしてあやうくカン木にぶらさがるほどの苦闘がつづけられた。結局第三ピーク

の頭に四人が立つたのは十二時四十分。上からの確保に支えられて私もどうやらピークの上に立つ

たが、この困難なピッチをどのようにして切りぬけたかはよく覚えていない。 

 第三ピークから、茸雪のでたナイフ・リッジをたどり、第四ピークを二ピッチで登攀。十五時五

十分、その頭に立つ。その上の、二人がやつと立てるほどの岩峯の下りが今日の登攀の最悪の場所

だつた。 

 岩峯が右に傾いているため、空中懸垂をしてもコルに達することができず、空中につるされたま

まの状態になつてしまう。左側は新雪におおわれた傾斜八〇度ぐらいの雪壁。岩峯の上の雪をかた

めてピッケルをさしこみ、それをザイルの支点として、トップのHは少しずつ左手の雪壁に足場

を切りながら降りていつた。降りていつた途中から、さらに左手のカンテ状のところをまわりこみ、

アイス・ハーケン二本を打つてHはやつと下のコルに立つた。 

 私は二番で降りた。上から確保されているにもかかわらず、カンテ状のところをまわりこむとこ

ろが、振られそうでこわかつた。 

 しかしこのような下降で、いちばん大変なのはラストのUだつた。ザイルの支点に使つたピッ

ケルを残していくわけにはいかない。やむをえず、Uは、ピナクルの頭にできた茸状の雪の中に、

アイス・ハーケン二本を打つた。そしてそれを凍らせるために、特別の生理的な手段を使つたらし

い。私は下のコルから降りてくるUを見まもつた。危険な賭だつた。しかしハーケンは抜けなか

つた。全員の不安な視線に見つめられながら、Uはよくその危険な下降を果たし、無事に私たちの

いるコルに立つた。 

 もしもUの立場が女の私だつたらどうだつたろうか。女にはそれができないと言つて逃げるこ

とができても、男にはそれがゆるされない。――ゆるされないことが、ここで女である私とのあい

だにこれだけ大きな差をつくつた。それは、登山のほかの場合でもしばしばいえることなのだ。 

＊ 

 ピナクルの下降をはじめたときから、すでに夜がしのび寄つていた。ライトをたよりに、下のコ

ルからすぐ先の茸状のドームの基部に、私たちは登攀二日目のビバーク・プラッテを作つた。 

 身を寄せるだけのせまいスペースしかない場所で、今夜も、私は真中の一番居心地のいい位置に

坐つている。きのうもやはりそうだつた。だれがそうしろと命じたのでもなく、また、しいて私が

欲したのでもなく自然と私の坐る位置はそうきまつているようなものだ。 

 すこしでも寒さから身を守るのなら、横に一列になつたその両側が、一番不利なことはわかつて
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いる。それなのに今夜も私がその不利な場所にいないということは、やはり男性たちが、無言のう

ちに女性の私をかばつてくれていることになる。山では男と女を区別しないというのが私たちの会

の原則だが、こんなとき、無意識のうちに男性の女性に対する庇護の気持ちがあらわれるらしい。

荒々しい山の中で、私はしばしばこれを感じることがあるのだ。私はありがたいと思う。けれど、

それに甘えてはいけない……。 

 煙草のすきなリーダーの H は、もうかなり残り少なくなつた煙草をだいじそうに吸いながら、

下界で顔をあわせるときのいつもの彼とかわらないほがらかさで、冗談をとばしている。不安であ

るべき未知の雪の岩場でのビバークも、そんな彼の図太さにまぎらわされて、さしせまつた緊張の

気持ちはすこしもわいてこない。思えば、私がこの登攀に踏みきれたのも、Hに対する信頼があつ

たからこそだつた、といまつくづく思う。 

＊ 

 風はあるがさいわいに雪はやんでいた。六時二十分に行動をおこし、コルからドームの基部をト

ラバースして、最後のピーク四〇㍍を越える。このピークの先でセンターリッジは終わり、腰まで

もぐる重い雪のラッセルに苦労して、X状にえぐれた南峯ルンゼと北峯ルンゼの交点にでる。時間

は七時十五分。 

 交点からのルートを、私たちは南峯ルンゼの上半部にとつた。ルンゼの中は雪がしまつて、登攀

は快調に進められた。部分的に雪質の悪いところもあり、稜線にでるまで緊張はとけなかつたけれ

ど、苦しかつたきのうの登攀にくらべればもう困難はなかつた。雪壁をトラバースするときに、一

度上部から塵状の新雪表層雪崩があつたが、それも被害を受けるほどではなかつた。ザイルを結び

あつたまま、連続登攀をつづけ十三時きつちり、私たちは二峯の稜線に立つた。 

＊ 

 七ケ月前、西壁を登攀したときには、縦走者であれほどにぎやかだつた二峯の稜線は、あのとき

とは対照的に、地吹雪が狂い、冬山の荒々しさがおどつていた。私たちは、成功したという感激の

あまり、全員で抱きあつた。 

 むずかしい岩場を登つて頂に立つた経験は、今までにもいくどかあつた。しかし、積雪期に未登

であつたルートを完登しえた喜び――それは、文字や言葉であらわすよりも、じかに肌で感じる喜

びといつたほうが当たつているであろう。 

 ――幸福つて、こんなに素朴で、こんなに単純なものだろうか。 

 私はふとそんなことを思つた。 

 その幸福をたしかめるように、私は足元の稜線の雪をしつかりと踏み、その上にもういちどしつ

かりと立つた。 

（ 獨標登高会員・東京都世田谷区世田谷二ノ二〇五九、宇田川一郎方 ） 
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55．三好一賢  「不帰二峯下部三角右稜初登」『岳人』161号 

昭和 36年 9月 1日刊 東京中日新聞発行 

 

記 録 速 報 

  

一九六一年四月二十九日～三十日◆紅菱会（三菱電機伊丹）◆パーティ＝岡田和泰、後藤将泰、

三好一賢 

 右稜は頂稜から急傾斜で高度を下げ一度中段でたるんだのち、末端の壁に臨んでいる。正面ルー

トより高差は大きいが技術的には容易であろう。八時甲南ルンゼ入口下方の急なガリーから取りつ

く。二ピッチ目のクラックのあるオーバーハングに登路を断たれ、垂壁を右にトラバースして凹角

にはいりアブミを使う。つぎの垂壁を投げなわで越すと、草付、雪壁と続き一八時中段の一端にた

どり着きビバーク。翌日は日の出とともに出発。雪のナイフ・リッジのあと稜を右にまき雪壁を登

る。つぎの稜の左のブッシュと雪を攀じて頂稜に立つ。とつつきから四〇米一〇ピッチ（一〇時）。

甲南ルートは雪崩が頻発するので右手の急な雪稜を登り、一四時、二峯頂上に出て登攀終了。 

（ 記・三好一賢 ） 

  

 要 約 

  昭和 36年（1961）4月 29・30日の記録。不帰ノ嶮 2峰東壁下部三角形岩壁右稜初登攀。 

メンバーは、岡田和泰、後藤将泰、三好一賢（以上、三菱電機紅菱会山岳部）。 

行程は、4月 29日 甲南ルンゼ入口下方取付き－中段でビバーク。  

30日 ビバーク地－頂稜。 

※『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981）には記載されていないルートである。 
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56.川西康彦  「五竜岳東面αルンゼ（仮称）奥壁登攀」『岳人』第 201号 

昭和 39年 12月 1日刊 東京中日新聞発行 

 

  

記録速報 

 

★五竜岳東面αルンゼ（仮称）奥壁登攀 

 

 一九六四年五月三日◆紫岳会◆パーティ＝平田英一、川西康彦 

 αルンゼとは C沢上部で G５と G５ノ頭から出た稜間のルンゼ。奥壁は G５最後の壁の右側三角

状の壁（西遠見から指摘できる）。 

 C沢からαルンゼに入る。クレバス多く G５側から落石も多い。壁取付六時五十分、C沢出合

から一時間半。七時二十分、壁末端の逆三角形頂点より取り付く。約七米登り小バンド下の細いバ

ンドを左斜上に登り、外傾草付テラス二十五米。小カン木をたよりに右にトラバースし小テラス十

五米。テラス上のバンドに移り小ハングを乗越し、バンド状草付を左斜上に登り、ハイ松下の草付

小テラス二十米。ハイ松上はハングし確保地点としては不適当。ここから突き出た岩を右に回り込

みカン木にアブミをセツトし、凹角状の一人立てるテラス十五米。浮石だらけの細いバンドを左に

トラバース、草付バンドに移り、二人立てるハイ松テラス二十五米。右に回り込み草付を四十米で

ルンゼ状の外傾した大テラスに着く。左のチムニー状ガリーを登り傾斜のゆるくなつた草付を四十

米五Ｐで G５ノ頭着十四時四十分。全体に浮石多く快適な登撃ではなかった。 

（ 記・川西康彦 ） 

 

 

 

 

 要 約 

  昭和 39年（1964）5月 3日の記録。五龍岳東面 C沢奥壁初登攀。 

メンバーは、平田英一、川西康彦（以上、紫岳会）。 

行程は、5月 3日 C沢－奥壁末端逆三角形頂点より取付く－大テラス－G5の頭。 

※このルート名（C 沢奥壁）は、『日本登山大系』第 6 巻（白水社、1981）の呼称に従っ

た。 

※「C沢奥壁 三〇〇m 四時間 

  GⅤの頭から一気に C沢に落ちこんでいる壁である。積雪期には美しいヒマラヤ襞を

つけ、五龍東面で最もスケールの大きい高度差二五〇mほどの雪壁の登攀である。壁は

ほぼ逆三角形をなし、下部はハングしており、上部は夏は草付きである。昭和三十九年

五月に紫岳会により初登攀されている。C 沢をつめ、逆三角形のほぼ頂点から取付いて

いる。壁の三分の一ほど登って左のチムニー状のルンゼに入り、リッジに出る。そこか

らは傾斜の落ちたリッジをたどり、GⅤの右のピークに出る。」（執筆者・柳沢昭夫） 

 『日本登山大系』第 6巻（白水社、1981） 
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川西康彦「春の五竜岳周辺 主に信州側の登路について」『岳人』第 204号 

昭和 40年 3月 1日刊 東京中日新聞発行 

 

五竜岳のことを信州側では「ワリビシの頭」と呼んでおり、また「御菱岳」とも呼んでい

る。どちらにしてもこの山名は頂上直下の割菱によって代表されているようで、最近では五

竜岳といえば五竜東面が連想されるほどその景観は多くの人に知られるようになった。 

 

 五竜東面とは国境稜線の東側、遠見尾根と二五四七㍍峯間のことをいい、十本ほどの尾根が白岳

沢に向かつて落ちている。無雪期には、ブッシュが多く興味はないが、雪がつくと雪稜、雪壁、岩

壁のバラエティに富んだ魅力あるルートとなる。 

 遠見尾根からの眺めで、もうひとつ鹿島槍の北壁がある。（中遠見山付近から全貌を現わす）。此

北壁とカクネ里の眺望があまりにも魅力的であるため、五竜東面はこれらの引き立て役となり、開

拓期が遅れた。だが、一九五九年以後、各尾根は、京都大学山岳部や登嶺会などによってトレース

された。その後も多くのパーティに登られ、記録やガイド類も多く発表、出版されているので各山

稜については、概略を説明し、参考文献を付記するにとどめ、一九六四年五月にトレースした新し

いルート（ルンゼ D 奥壁・積雪期未登）と、一九六五年一月にトレースした白岳東面の比較的人

に知られていないルートについて、主に紹介する。 

 

入山路及び縦走路―― 

 

 入山路としては、神城から遠見尾根をたどるのが最も一般的である。他に平川からヒッタカヲ尾

根を登り大遠見山に至るものや、南神域から天狗岳をへて小遠見山に至るもの等が考えられるが、

遠見尾根一般ルートに比較すればアプローチも長く、あまり人が入らないのでブッシュこぎや、ラ

ツセルが多い。 

 遠見尾根一般ルートは、高ケ入りスキー場から右手の切り開きの急斜面を登り、尾根上に出る。

切り開きをたどり、神城より三時間半ほどで遠見小屋につく。小屋からは、地蔵ノ頭をまく道と、

ピークを踏んで行くものとがある。ピークから下つたところでいつしよになっている。地蔵ノ頭に

は、岩の間に地蔵がおかれてある。林の中の急斜面を登り、やせた尾根に出る。少し登ると尾根は

左にカーブして小遠見山に至る。 

 小遠見山から西遠見までは、登り下りの繰り返しで特に危険なところはないが、小遠見山までは 

左手に雪庇が出ていたのが、小遠見山をすぎると尾根は右折して雪庇は右側に変わるので注意を要

する。西遠見からは、雪の尾根を平川側の大きな雪庇に注意しながら登ると、白岳頂上に立つ。黒

部側をまき気味に五竜岳との鞍部に下ると五竜小屋である。五竜岳頂上へは夏道どうしであるが、

不明の時は稜線を登ることもできる。頂上直下の、夏には針金のついた岩場あたりは、雪壁となり、

雪の降った後に登ると板状雪崩が出ることがある。ここを抜けると雪稜になり、五竜岳頂上に至る。

頂上から黒部側（西方）に派生している尾根（東谷山尾根）を少し下つたところに「通行止」の立

札があり、積雪期にも露出している。 

 八峯
はちみね

稜線へは、頂上から一つ手前の縦走路上のピークより、登つてきた方向（西方）から向かつ

て九〇度左（南）に折れて下る。風雪などにより視界がない場合、五竜岳頂上から九〇度左に折れ

て、黒部側に落ちている雪稜を下ることかあるので注意すること。八峯稜線への最初の下りは、広
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い雪面であり、雪崩の危険があるので気をつけて下る。岩場が出てくると、岩に書かれた矢印や、

針金が出ているところがあるので、注意しておれば迷うようなことはない。 

 

▼参考文献▲ 

  『岳人』一二九号「冬山ルートのとり方－遠見尾根」阿部和行 

同 一五二号「遠見尾根」紀伊輝彦 

同 一九〇号「遠見砥根－五竜岳」脇屋竜人 

 

ベース・キャンプ―― 

 

遠見尾根には、いたるところにテントを設営することができる。しかし、五竜東面登攀を目的に

したベース・キャンプとしては、西遠見付近が最良である。西遠見に設営する場合は尾根上か、も

しくは台地の白岳沢寄りにすべきで、台地の中ほどに設営した場合は、吹き溜まりとなる。ここは、

取りつきまでの距離が短く、五竜東面の眺望は最高で、登攀隊の状況を知ることができる。 

 他に五竜小屋を根拠地に使用することもできる。これは、登攀終了後、根拠地に近いという利点

がある。 

 

東面取りつき下降ルート――   

 

①遠見尾根大遠見山より、テント場尾根を

下り、白岳沢を登るもの。 

②遠見尾根西遠見台地の白岳寄りから、白

岳沢に出る尾根を下るか、または沢を下

るもの。 

③西遠見と白岳の鞍部から、直接白岳沢を

下るもの。 

④G0 ノ頭の北側のピークから白岳沢に出

ている雪稜を下るもの。 

 

 ①のテント場尾根はカクネ里と白岳沢と

の出合付近まで伸びているもので、大遠見

の広い尾根の少し西遠見寄りの小高いとこ

ろに、目標になる大きな樺がある。尾根の

途中のテント場（積雪期のカクネ里周辺を

対象とする場合に使用されている）があり、

そのテント場の手前から右の枝尾根を白岳

沢に下るもので、五竜東面の取りつきルー

トとしてはあまり使用されていない。②の

西遠見台地の白岳寄りから白岳沢に落ちて

いるブッシュの多い尾根は最も一般的で、
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多く使用されている。これを下降すると、G2 中央稜の正面に立つことができ、西遠見付近をベー

スとした場合最短距離になる。沢を下降する場合は、尾根の右の沢を使用する。傾斜も急で、雪崩

には充分注意する必要がある。③の場合も同様、雪の降つたあとなどは、このルートはさけたほう

がよい。④は、新人の雪稜登攀の練習に使用されているもので、五竜小屋を根拠地にした場合、こ

れを下降してもよいと思う。 

 これらのどの下降ルートを取つても、白岳沢を横切るか登降せねばならないので、雪崩には充分

注意してほしい。 

 

東面ルートについて――  

 

 五竜東面の各尾根は、後立山信州側の地形構造と同様、北側が急で切れ落ち、南側は比較的ゆる

やかである。各尾根やルンゼの呼称はいまだ統一されていないがここでは京都大学山岳部の記録

（『岳人』二一号、三〇号）に掲載された名称を採用した。（五竜東面概念図参照） 

 Gマイナス 1（仮称）下降ルート④の項で述べた比較的ゆるい雪稜のことをいい、新人の練習向

きである。 

 G0（G尾根とも呼ばれている）G0ノ頭から派生する尾根で、途中に小さな岩場があり、下部は

二分されている。ブッシュが多く技術的に問題はない。（一九五九年一月一日・大阪市立大学山岳

部『岳人』一三一号記録速報） 

G1 割菱の北の頭から派生する一〇〇㍍ほどの急な岩稜のことをいい、昨年五月にＧ２登攀後、

G0・割菱間のルンゼ A を下降して取りついたが、時間切れのため退却した。上部はハング気味で

手強い。この付近には数本の岩稜があり、トレースされている。 

G2 G2ノ頭から派生している尾根で、下部は三分されており、北から右稜、中央稜、左稜と呼

称する。右稜、中央稜は末端が切れ落ち、岩壁を形成している。中央稜の末端壁は大きく、全体が

ハングしていて苦しい登攀となるだろう。 

 右稜はルンゼ Aを一〇〇㍍ほど登り、右側の雪壁を利用して末端部に取りつく。スノーバンドを

左にトラバースし、中央稜との間の雪渓を登り、末端岩壁後方のルンゼより上部に出る。（一九六

〇年五月二日・霧峯山岳会

『岳人』一四八号記録速報） 

 中央稜は、一九六四年五月

三日、右稜・中央稜間のルン

ゼから、ブッシュ帯に入り三

時聞ほどで縦走路に出た。 

 左稜は、東京岳人倶楽部が

一九五八年四月に左側より、

翌年三月には右側よりトレ

ースしている。 

 G3 五竜岳頂上付近から

派生している岩稜で、北側に

は五〇㍍ほどの壁をもって

いる。 
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 G4 西遠見から見ると、G4ノ頭から出た尾根は途中に二段の三角状岩壁をもち、白岳沢まで伸

びているように見えるが、実際は上段の壁で切れ落ち、下段の壁とは連なっていない。G4 とは上

の壁を持つリッジのことをいう。 

 G2 左稜の左を登り、岩壁部基部に立ち、正面下から右斜上に登り、小さなルンゼに取りついて

いる。（一九五七年七月二九日・登嶺会） 

 G4・G5 中間稜 G4 の項で述べた下の三角状岩壁をもつ尾根のことで、岩壁部は、積雪期にも 

雪をつけない一五〇㍍ほどの垂壁である。上部は G5寄りに消えてゆるい雪壁となる。 

 一九六四年五月三日、ルンゼ Dを登り、途中から尾根に上る。岩壁部は、正面がカンテ状をなし、

左右に面が別れており、右側の面は垂直、またはハング気味である。一般には左側の面が登られて

いるらしいが、右側の面に取りつき、七時間で稜線に出た。 

 

 ルンゼ D壁（仮称）  

 ルンゼ D とは、G5・G5 ノ頭から出た稜間のルンゼのこと。奥壁とは、ルンゼ D つめの三角状

の岩壁のことで高さにして三〇〇㍍ほどある。ここは五竜東面としては、スケールが大きく、春に

はヒマラヤ襞が出来て、相当手強いと予想される。西遠見台地から指摘することができる。 

 取りつきは、ルンゼ Dからαルンゼに入る（G5最後の岩壁基部から、ルンゼを下降して取りつ

くこともできる）。壁の末端は、逆三角形状になつており、その頂点から少し登つてバンドに取り

つく。傾斜はきつく部分的にハングしている。壁を三分の一ほど登ると凹角状の外傾したテラスに

着く。左のチムニー状ガリーを登り、傾斜の緩くなったところに登つてG5ノ頭の五竜寄りに出る。

所用時間は七時間二〇分（一九六四年五月三日）。 

 G5 G5ノ頭から派生する五竜東面中、最長の尾根で最後に岩壁をもち、今日まで多くのパーテ

ィにより登られている。G5 の右のルンゼを入り、左の幅の狭いルンゼから取りつき、尾根上に出

る。雪稜を登り、途中の尖峯は、右側をまく。岩壁は向かつて左側の傾斜が七〇－八〇度の急なル

ンゼを登つて稜線に出る。一九五〇年三月二五日、京都大学山岳部（『岳人』三〇号）によつてト

レースされた。 

 G6 G5 ノ頭の左方から派生する尾根で、末端に壁をもつている。G5・北尾根間のルンゼを登

り、北尾根側から末端壁の上に出る。国境稜線に出るところは、雪壁をなしている。一九五八年五

月三日と一九六〇年三月二〇日に登嶺会、東京岳人俱楽部によりトレースされている。 

北尾根 無雪期は、ブッシュが多く、つまらない尾根であるが、積雪期には急峻な雪稜となり魅

力ある尾根となる。尾根の中間に壁があり、この壁の上部は、比較的幅のある緩い尾根であるが、

下部は急なナイフリッジとなり積雪期にはキノコ雪もできて手強い。 

 われわれは一九六四年五月三日、G5 の左側のルンゼを登り、末端壁を右側から回り込んで尾根

上に出た。中間壁は右側のルンゼ状のところをキックステップで登り、最後の雪壁も右寄りを登っ

て北尾根の頭に出た。所用時間は三時間。 

▼参考文献▲ 

 『岳人』二号「五竜岳東面」前田光雄 

  同 二一号「五竜岳東面合宿」京都大学山岳部 

  同 三〇号「五竜岳東面 G5 尾根」京都大学山岳部 

  同 一二三号「五竜岳東面」柳下利勝 
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 白 岳 東 面  

白岳東面とは、白岳と西遠見間の東側をいい、数本の尾根が赤岩沢に派生している。遠見小屋の

北側の尾根から指摘することができ、白岳寄りの方から第一尾根、第二尾根、第三尾根と呼んでい

る。五竜東面に匹敵するスケールはあるが、鹿島槍、五竜岳のような大きなピークに欠けているた

め、遠見尾根からの眺望は、鹿島槍北壁や五竜東面に劣り、一部の岳人に知られているのみで、大

阪山の会の人々が入つているにすぎない。 

 

白岳東面取りつき下降ルート―― 

 

 西遠見の大遠見寄りの幅広い台地状になつた尾根上に、逆 L字形の大きな樺があり、これが下降

点の目標となる。最初、緩い雪壁状のところを下ると、幅広い尾根になり、これを下る。途中で段

をなしているため、傾斜が急になつたところで右の沢に入る。段の下まで沢を下降し、尾根上にも

どる。雪稜を少し下って、ブッシュのある左の急斜面を下降すれば西遠見から出ている尾根の末端

に立つ。 

 第一尾根 白岳東面中最大のスケールを持ち、三角形状の壁が二段になつており、雪稜で連なつ

ている。末端は下の壁からいくつかの支尾根が出ている。赤岩沢と第一・第二尾根間のルンゼとの

出合から取りつく。緩い雪稜で、途中二カ所小さい岩峯があり右側をまく。上の壁は、左側のルン

ゼ状になつた雪壁を登つて壁の上に出る。ここからは、雪稜通しに白岳の一つ西遠見寄りのピーク

に出る。所用時間は一〇時間。一九六〇年四月三日－四日、大阪山の会が北側から登つている。 

 第二尾根 途中、何段もの雪稜になつて第三尾根に消えている。末端は幅広く、取りつきは容易。

緩い雪稜が続き、最後はブッシュ混りの急な雪壁となる。一九五九年五月三日、大阪山の会によつ

てトレースされている。 

 第三尾根 第二尾根の左のルンゼを登り、尾根の末端は切れ落ちているので、左側に回り込み、

ブッシュ混りの雪壁を登つて尾根上に出る。ブッシュのある雪稜をたどり、途中の岩峯は基部から

右に回り込み、尾根に出る。あとは雪稜をたどって、遠見尾根に出る。所用時間は一〇時間。一九

六一年三月二一－二二日、大阪山の会によりトレースされている。 

 黒部側のルートとしては、餓鬼谷・東谷間の長大な東谷山尾根がある。五竜頂上から派生し（前

述の「通行止」立札のある尾根）東谷山の一七七一・六峯を通り、阿曽原におりている。遠見小屋

周辺をスキー場にし、高ヶ入りスキー場より遠見小屋付近まで、ケーブルを設置、今夏中には完成

する計画が進められているということを遠見小屋の下川又寛さんから聞いた。これが実現すれば、

遠見尾根に多くの人が登るようになるものと思われる。 

（ 紫岳会々員 ） 
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57．伊佐忠義  「不帰二峰東壁 上部三角形岩壁 

1964年 7－8月の記録」『岳人』第 211号 

昭和 40年 9月 1日刊 東京中日新聞発行 

 

 後立山における岩壁登攀の場として、不帰
かえらず

の岩場は、ほとんど考えられるルートが登りつくされ

た。不帰で最も大きな規模と、最も複雑な構成を持つ二峯の岩壁群においても、甲南ルンゼや東北

壁の古典的なルートをはじめとして、正面壁のルンゼやリッジ、さらに下部三角形岩壁といった典

型的なルートがことごとく登攀され、これらの諸ルートは積雪期においても「未登」という看板を

おろしてしまった。 

 そうしたなかにあって、ひとり、かつていちども登攀者の手に触れられることのなかったのが、

この上部三角形の岩壁なのである。それは、二峯東壁で最もはなばなしい存在である下部三角形岩

壁の上に、甲南ルンゼによってへだてられ、下部三角形のそれに匹敵する険悪な風貌を誇っている。 

 われわれの会では、一九五五年九月、山口輝久・伊藤一男・坂野富雄の三名が、下部三角形岩壁

初登攀（独標ルート）終了時に壁の頭に立ち、はじめてそのすぐ上に大きな上部三角形状の岩壁が

あることを知って以来、何パーティかがこの壁に向ったが、ほとんどなんの成果もえられないまま

に数年をすごしてきた。 

 

 上部三角形岩壁の客観的な相対的価値はけっして低くはない。立派な独立したフェイスでもある。

二峯正面壁とのコンタクトラインを壁の左縁に、東北壁との境界リッジをその右縁にして、上部三

角形岩壁はその名の示すように、下部三角形岩壁のすぐ上、三角形のスカイラインの中に収まって

いる。壁の底辺は甲南ルンゼで、下部三角形の切れ込みによって上・下に分けられている。 

 この壁を見るのに最も適した地点は、下部三角形岩壁（以下「形岩壁」を略す）の頭であろう。

上部三角の下から三分の一ほどの高度である。眼前にひろがる壁は明るい。壁の高度は二五〇㍍く

らいだが甲南ルンゼの傾斜の関係で、上部三角の頭をめざすルートも、正面壁側（ルンゼの上流）

よりも東北壁側（ルンゼ下流）のほうが、登攀距離は長くなる。 

 われわれは、壁の中央部――上部三角の頭からの鉛直線の沿った部分――にルートを求めたが、

ルート全体に一〇ピッチをついやした。主要部分は、ルートの中間約一〇〇㍍で、その真中に非常

にすぐれた大きなテラス（ルート図中の 5＝第二テラス）があり、そこがよい休憩地点となった。

そして、そのテラスを中心にした上・下二ピッチが、このルートの最もむつかしい部分であった。

主要部分のほとんどはクラックであるが、それはちょうど、壁の左半分の大きなかぶった岩と、右

のもろい壁やスラブとの部分を分けている割れ目
ク ラ ッ ク

である。だから、このルートは明確である。 

 要 約 

  昭和 39年（1964）7月 31日・8月 1日の記録。不帰ノ嶮 2峰東壁上部三角形岩壁独標

ルート初登攀。 

メンバーは、野沢葵、伊佐忠義（以上、獨標登高会）。 

行程は、7月 31日 小滝上の台地取付－第 1テラス－第 2テラスビバーク。 

8月  1日  ビバーク地－上部三角形の頭－2峯北峯。 

※昭和 30年 9月の不帰ノ嶮 2峰東壁下部三角形岩壁初登攀（本誌№40）のときから挑ん

できたルートである。 
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 中央部より左の、黒い圧倒的な壁、あるいはもっと正面壁側に寄ったブッシュの発達した部分は、

埋込みボルトの多量使用とか、または壁のすみの一部をかすめるだけのルートになることだろうし、

一方、中央部より右側の壁は、むつかしそうないくつものスラブ、白くはげた岩、ブッシュなどに

よって、各種の困難をまぬがれまい。 

 われわれのとったルートにも、困難の域を超えた部分があった。われわれはそこに計五本の埋込

みボルトを使用し、この部分を長く、容易に、安全にしてしまった。けれどもこのボルト使用は、

われわれにとって中央部悪場の登攀終了後に、このルート完成のためその上へいたるブッシュまで

こぎつけようとして、使用したものである。われわれはこの壁におけるボルト使用を「つなぎ」の

意味としてのみ重要視する。上部三角形のこのルートに、この部分
ピ ッ チ

が存在しようと存在しなかろう

と、その登攀価値にたいした変化が起こることはないと、登攀した我々は確信している。 

 この壁に困難度をつけるとしたら――歴史のことなる二つのルートを比較するのははなはだ危

険ではあるが――あえて、一般的に知られた場所を引き合いに出せば、前穂高北尾根四峯正面壁の

ルート程度であろうか。われわれは、それよりむつかしいと思う。しかし、それはあまりに主観的

であり、われわれは、まだこの壁のグレードを決めようとは考えていない。かりに四峯正面壁くら

いとしてみても、この壁とは感覚がまるで違う。壁を見た時の印象は、むしろひどくみすぼらしか

った。岩の壁として統一されたものはなく、やたらにむつかしそうかと思えば、またたくさんのブ

ッシュを持ち、とにかく、アルプス的な清潔さはここにはない。けれども、それは後立山の一部で

ある不帰の岩場では仕方のないことだ。われわれはそれよりも、新鮮さ、控えめさ、そのなかの真

の強さ、そういったものをより多く買う。事実、登っている時はいい壁であった。ブッシュの登り

は、あかるく、柔和で、テラスのすばらしさ、各種のクラック、その間に咲く高山植物の多いこと

も類を見ない。 

 そうして登った終了地点、上部三角の頭は実に小さい。それは、二峯尾根（東北壁と正面壁上部

との境尾根）が上部三角の垂壁で落ちこんだところにほんのちょっとしたこぶを形づくっているに

すぎず、二峯尾根だけの登下降中には、それと見きわめるのさえ忘れさせるほどだ。その小さな頭

から、縦走路のある二峯北峯までは、ハイマツと岩のやさしいリッジを、ほんの一投足で達するこ

とができる。 

 壁が終わってからがやさしく短いのにくらべて、取付き地点までのアプローチはかなり大変であ

る。われわれは八方尾根を登り、唐松岳から不帰二峯までたどって、そこから東にのびる二峯尾根

をくだってみた。この下降ルートは、上部三角の頭を過ぎて、甲南ルンゼのつめ
．．
によってできたコ

ルが眼下に見えるあたりまでくだると、上部三角の壁のひろがりによって、ハイマツづたいだった

リッジは三〇㍍ほどの垂壁になってしまっていた。甲南ルンゼや下部三角を登ってからの上部のル

ートは、この垂壁を避けて正面壁側のやさしいスラブにとられるのだが、下降ではそのスラブもむ

つかしく、われわれは垂壁上端にボルトを打って、懸垂下降により甲南ルンゼのつめ
．．
のコルにおり

たった。コルのむこうの高みが下部三角の頭である。上部三角の壁の取付き地点へは、ほんのすこ

し甲南ルンゼをくだればいい。 

 もう一つのアプローチは、南股から唐松沢へ入り、一・二峯間ルンゼより甲南ルンゼを登高して

くるものである。このアプローチをとれば、壁の登攀価値もより高められることであろう。 

 しかし、いずれにしても、壁の登攀に先立って、下部三角の頭に立ち、取付き地点を見定めなけ

ればなるまい。甲南ルンゼの左岸、上部三角側は、多くかぶった岩によっておさえられており、お

いそれとは取付けない。われわれのルートの取付き地点は、甲南ルンゼのつめ
．．
のコルから四〇㍍ほ
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ど下降した、甲南ルンゼの最後の小滝（五㍍）上の小台地である。壁はいくつかの凹角を甲南ルン

ゼへ落とし、かぶった一連の岩に裂目を作っているが、われわれの取付き地点の小滝上には、コル

から数えて二つ目の凹角が落ちている。 

 

登攀記録 

 取付き地点である小滝上の小台地でアンザイレンし、滝の右手へ五㍍も堅い岩をへづると、われ

われ二人は、夏のきらめく太陽が一杯にあふれた前記凹角に入ることができた。凹角はところどこ

ろに草付があるが、総じて明るく開放的で、右へ斜上するやさしいピッチであった。二ピッチ目に

なると、岩は少しもろくなり、じきに青々とした草付に入った。草付では、右上に見える白くはげ

たピナクル状に見える岩（ルート図中の 4地点の右にえがいた部分）をめざして適当に進んでいく

と、ザイル（四〇㍍）が草付中でいっぱいになってしまった。ところどころに小灌木があるので、

それによって確保し、そこからわずかで第一テラス（ルート図中 3の地点―以下カッコ内の数字は

ルート図中の点とする）に着いた。ここまでは容易であり、われわれの取付き地点からでなく、そ

の一つ上側の凹角甲南ルンゼの（つめ
．．
側の凹角）からでも、第一テラスへバンドがつづいているよ

うである。 

 第一テラスは四、五人が楽にすわれる台地で、下部三角の頭とほぼ同高度のところにある。テラ

スの下には草付帯があるが、すぐ上は、ほとんどリス一つない圧倒的な黒い大きな岩壁が、かなり

かぶり気味になって盛りあが

っている。ルートも、ここから

の約一〇〇㍍が岩の発達した、

いわば上部三角の核心部とい

ってよいところである。 

 第一テラスから右の方へ、広

くもろいバンドをへづってい

く。バンドはひどく外傾してい

て、おまけに大きな浮石をたく

さんのせているのでいやなと

ころだった。バンドのつきあた

りまでいくと、そこから靴先ほ

どの幅のクラックが直上して

いる。このあたり、左の黒い岩

より右の白くはげた岩の感触

が強く、岩はかなり不気味にな

ってきた。しかし、手の切れそ

うな鋭利な岩でできたクラッ

クは、登る者に恐怖よりもむし

ろ快さを感じさせてくれた。 

 細いクラックの終わりは、か

ぶり気味な岩の下にある小レ

ッジ（4）となっており、その
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右から狭いチムニーが、もろいかぶった岩を切り込んで上にのびていた。 レッジからのピッチが

はじめの悪場だ（4～5）。狭いチムニーは実にもろく、いつチムニーごと崩れるかとひやひやして

いなければならなかった。ハーケンはまるで効かず、それと知りながらそうしたハーケンを何本も

打っていくのは気が気でなかった。チムニーの上端が庇状
ひさし 

の岩でふさがれており、そこをどうやっ

て抜けようかといろいろ試みているうちに、そのばかでかい庇が一度に崩れてしまい、われわれは

このピッチでずいぶんとこわい目にあわされてしまった。しかし、われわれはトップとラストとで、

庇状の岩や、チムニーの一方の縁などを含めた非常に多くの岩を崩落させたので、今後、このチム

ニーがまったくやさしくなったか、あるいはもっと危険になってしまったか、どちらともいえない。

とにかく、このピッチは、困難というより危険の部類に入る登攀だった。 

 チムニーを抜けて、鱗岩
フレーク

状の、きめの細かい岩板を登り、草付を直上して第二テラス（5）に出

た。しかし、テラスまで登ってしまうとザイルが伸びすぎ、カラビナや鋭利な岩角による摩擦で、

うまくザイルの操作ができなかった。その上、かぶり気味のチムニーはテラスから見えず、声も届

かず、不必要な時間を使いすぎてしまった。チムニーの上の草付には灌木もあるから、そこでピッ

チを切るべきであった。 

 第二テラスは広い。上はジエードル状になった堅いきれいな岩で、その底をなすテラスは三角形

をした、草の上に畳のような一枚岩を敷いた、明るい壁の真只中の見晴らし台である。テラスまで

の草付はここで切れて、その上は立派な岩の世界であるが、右の方へ草付のバンドがつづいている。

これをへづっていけば、あるいは東北壁側のブッシュへ出られ、エスケープ・ルートとなりうるか

もしれない。 

 

 （われわれはそれをたどっては見なかったが、下部三角の頭から見たかぎりでは、途中でバンドは切

断されてしまっているようだったから、エスケープ・ルートとしての可能性については断言できない。

しかし、このテラスの上からの岩は本当にいいところだから、よほどのことでもない限り、わざわざそ

んな遠くへいってつまらぬ苦労をする必要もないと思う。） 

 

第二テラスに二人がそろうころ、夕暮が近かったので、われわれはここでビバークすることにし

た。それはビバークというにはあまりに明るく、気持も落着いてのどかなものであった。 

 翌朝、また大きな熱い太陽が照りつけるなかを、われわれはジエードル状の凹角の奥をめざして

登りはじめた。テラスの奥が凹角のはじまりで、一〇㍍ほどの凹角の幅も広く、そこに大きな岩が

二つはめこまれている。そのはめこまれた岩と、凹角の側面の壁との間がクラック状になっている。

われわれは、下の岩を左のクラック状のところから、上の岩を右から登った。幅の広い凹角はここ

で上からの大きくかぶった岩によってふさがれてしまい、左へ三、四㍍へづると、そこに全体的に

かぶり気味なクラックがおりてきていた。 

 このクラックに入るところがむつかしく、やむなくそこにボルトを一本使用せねばならなかった。

クラックに入っても、それは半身がやっと入る程度でかぶっており、ホールドもなく、ハーケンを

打つリスもない。そうした状態がかなりつづいた。今にもクラックから振り落とされそうで、冷汗

をかきながら、もがき登らなければならなかった。ここが第二の悪場であった。もっとも、ここは

第一の悪場である下のもろいばかりなクラックとちがい、純粋に技術で解決できる領域であるから、

優秀な技術の持ち主なら、われわれのような苦労をしなくとも登れるかもしれない。 

 クラックを登りきり、一息つける小レッジに立つと、そこからまたかぶったクラックがつづいて
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いた。しかしこのクラックは短く、強引に登ると、小さなバンド（6）に達した。バンドは上から

岩がかぶさってきていて、窮屈なものである。 

 ここでルートはわれわれの技術以上のものとなってしまった。どちらも完全にかぶった岩で囲ま

れている。青々とした灌木がじき上につづいているのが見えるのだが、そこまでの一〇㍍ほどがど

うしても歯が立たない。ここで埋込みボルトを積極的に兵器として使用したわけである。バンドを

右いっぱいまでへづり、そこから右に宙にはみ出したような一枚岩の垂壁に合計四本のボルトをた

てつづけに打った。四本目のボルトにかけたアブミの最上段に乗ると、上からおりてきている、ま

ばらに草のついた部分の末端に手がとどいた。それに、手がやっとかかるほどの小さな草が壁にし

がみついているだけのもであったが、強引に、すばやくそれらをつたって、なんとかその上のブッ

シュの領域に入ることができた。この一枚岩の上がちょっとした尾根状になっており、そこに大き

な木のある、すわれるところがあった。（7）。 

 そこから傾斜のゆるいブッシュのなかを少し直上すると、ブッシュに囲まれながらも、ちゃんと

した岩の、いいテラスに出た（8）。もう壁はブッシュの支配下だ。テラスから五㍍ほど右へブッシ

ュをつたい、そこからまっすぐにザイルを伸ばした。明るい垂直のブッシュだが、ところどころに

出ているもろい岩で、意外に手こずったりした。 

 上部三角形の壁の頭から派生している小リッジがすぐ左上に見えるところに、ブッシュの中の小

さなバンドがあった（9）。五㍍くらい左へブッシュをつたうと、その小さなリッジに出た。リッジ

の左側は、壁の頭のすぐ裏側で、二峯尾根にあがっている、浅いルンゼ状のスラブである。ブッシ

ュと岩のそのリッジを気やすくたどって、ザイルいっぱいで上部三角の頭（10）、登攀終了地点に

立つことができた。 

 以上がわれわれが上部三角形岩壁にとったルートの概要である。夏の好天に恵まれたせいか、登

攀中、長い不愉快な緊張に悩まされるということはなかった。適当なバラエティを持ったこの壁は、

今後も、幾人かの登山者をひきつける力を持ちづづけていくものと思う。 

 なお、上部三角形岩壁は、下部三角形岩壁の登攀終了地点（下部三角の頭）から五〇㍍とは離れ

ていない。将来、下部三角形岩壁から上部三角形状岩壁へと連続して登られるようにでもなれば、

不帰においてもっとも興味のある、充分に困難な、充実した登攀ルートとして価値づけられるだろ

う。本邦における連続登攀の可能性の中でも、非常にすっきりした、有数なビッグ・ルートを提供

するものとわれわれは考えている。 

 

〔パーティ〕野沢葵、伊佐忠義 

〔タイム〕七月三十一日 晴 不帰二峯北峯（七・四五）―下部三角の頭（一〇・二〇～一二・〇〇）

―下部三角形岩壁取付き（一二・三五）―第一テラス（一三・二五 ～一四・〇五）―第二テラス（一

六・四五） 

 八月一日 晴 第二テラス（六・三五）―上部三角形の頭（一一・四五～一二・三〇）―二峯北峯（一

三・〇〇） 

 〔登攀に使用した主な器具〕 

 四〇米（一一ミリ）ナイロン製ザイル一、四〇米（一一ミリ）テトロン製ザイル一、ハーケン一五（う

ち一はアイスハーケン）、埋め込みボルト五、三段アブミ三、カラビナ一六。 

 

（ 伊佐忠義・記  独標登高会 ） 
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あとがき                                 
 

 日本国内に近代登山の風潮がもたらされたのが仮に明治時代半ばと考えても、既に百年以上の歳月

が流れています。その間、大正時代後半から戦中にかけての先鋭的な登山技術の習得は目覚しいもの

があり、それは戦後逸早くヒマラヤへあるいは極地へと世界に羽ばたき、世界の登山史に関わって新

たな記録に挑み続けました。そうした登山者の血肉を作り出し、登山技術の習得に努めた舞台のひと

つがこの北アルプスであり、そうした土壌は現在の若い岳人にも脈々と引き継がれ、一方でこの地に

山岳文化というものを根付かせることになりました。 

 このたびの「ふるさと雇用再生特別事業」として補助を受け行なわれた山岳文化創出事業は、この

北アルプスにおいてたゆみない努力を積み重ねてきた先蹤者たちの歩みを振り返り、登山の歴史を知

ることは、単に過ぎ去った郷愁にひたることではなく、未来への飛翔のための重要な足がかりになる

との感懐を胸に秘めての試みでありました。 

 本編に取り扱った白馬岳周辺の登山史を編むにあたっても、ここに掲載された文献は紙数の関係か

ら初登攀を中心とするものに限定せざるを得ませんでしたが、その背後に集成された数々の記録は優

に３００編以上の報告や資料をもとに、先学の皆様のお力添えを得ながら選択し、記録として留めて

おくべき最低限のものではありますが、ここにまとめさせて頂きました。もとより浅学菲才を顧みず

まとめられたものであり、あるいは認識不足のところも多々あると思量されますが、大方のご叱正を

賜り、さらに随時訂正を加えてより忠実な記録集にするべく努力してまいりたいと思います。この山

岳文化創出事業では、本書刊行の為、入山記録の文献収集を中心に山岳博物館友の会へ委託し、専ら

宮澤陽美氏の手を煩わせ発刊にこぎつけることが出来ました。厚く感謝を申し上げますとともに、併

せて当時の資料を補完するための聞き取り調査並びに当時のルートや山岳の写真資料の蓄積のために

多くの方々のご尽力、ご協力を頂きました。記して感謝を申し上げますとともに、今後も更なるご指

導、ご鞭撻のほど宜しくお願いを申し上げ、あとがきとさせていただきます。 

                                     （清水 隆寿） 
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