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北穂高岳

滝谷

４尾根、ドーム中央稜、北壁・左右ルート
Ｓ藤英明、Ⅰ原里志、Ｍ尾惠、Ｓ口光恵
Ｔ 鉋克比古、 Ｈ川泰敏（ 神田山の会）
Ⅰ嵐文彰（神田山の会）
魚津恭太と美那子

Ｓ藤英明

そういえば「氷壁」の魚津恭太が美那子
への想い果たせぬまま落石で命を落とし
たのは滝谷でした。初日は鶴田真由って演
技下手だなーなんて思いながら、上高地か
ら一気に北穂まで登ったのでした、が、中
高年の我々には厳しかった。全身全霊ボロ
ボロになってしまいました。
一方、北穂の小屋は、生ビール美味しい
ご飯美味しい、運良く７人で個室がとれて
ベリー快適でした。
それにしても、３０００メートルの稜線
は涼風というか早くも寒風が吹き荒んで
いました。

ことになる。
強烈な高度感に相まって、見まわすと滝
谷の壮絶な展望が広がる。まーなんて恐ろ
しいところでしょう。こういうところに一
生に何度も来てはいけません。
いよいよ、最後の核心２ピッチ、という
ところで、雨が降り出す。泣いてしまいた
い気分だが、とにかく、登り切るしかない。
ホールドはポチャポチャ、スタンスはツル
ツル、心臓はバクバク。
そんなとぎ、上部の縦走路からか？冷蔵
庫みたいな落石が轟音とともに降ってく
る。落石は眼下雪渓の彼方までパーンパー
ンと砕け散りながら激しく落ちて行きま
した。こわ。

＜ドーム中央稜＞
Ｔ鉋さんは一昨日の北穂イッキと昨日
の４尾根でお疲れのため休憩。英明−光恵
／Ⅰ原−Ｍ尾の組み合わせで登る。
アプローチは恐い。チョットでも躓いた
ら、一気に飛騨沢まで飛んでしまいそー、
なんて騒ぎながら、お尻ズリズリ降りしな
がら降りると、シッカリとした懸垂ポイン
＜第４尾根 主稜＞
トに到着する。
二日目は夕方まで小屋に戻ればいいや
中央稜は、１ピッチ目（Ⅳなことになっ
ということで、長い４尾根に向う。松濤岩
てるがチムニーの外側）
が想定外に難しい。
からＣ沢を下るが、スゴイ急勾配に加えて、
よって、いろいろと掴ませていただく。残
落石の巣窟みたいになっていて、死んでし
置したアブミに、全員、手も足もガッチリ
まうかもしれないと、恐怖の及び腰で２時
入れて、しがみつく。
間もかかって、噂に聞くスノーコルとやら
その後の各ピッチともワンポイント・ム
に到着。（眼下に槍平の小屋が近いくらい
ズイところがあって、
それなりに楽しめま
に降りた。）そこに、下から遡行してきた
した。ドームのテッペンに抜けて気持ちよ
という（きっと凍傷で）指の欠けたカッコ
イイ老クライマーが忽然と登場しました。 くスッキリ終了でした。
オーダーは、Ｈ川−Ⅰ嵐／英明−Ｍ尾−
＜ドーム北壁 右・左ルート＞
Ｔ鉋／Ⅰ原−光恵の順、件の老クライマー
Ｈ川−Ⅰ嵐の神田組で２ルート継続登
は、我々に割り込むことをせず、最後尾の
攀にチャレンジする。
Ｈ川−Ⅰ嵐組は高価
光恵さんのご指導をしてくれた様子。紳士
なカム（Ｃ４）の３番を落下させ、ついで
です。
に、２番を紛失してしまった・・哀れ、ご
４尾根は、最初は簡単だけど、だんだん
愁傷様です。
と、難しくなってくる。３ピッチ目あたり
下山時、ザイテングラート付近にヘリが
から、硬くスッキリした岩になると思った
飛来して、
滑落した方をピックアップして
ら、ホールドもスタンスも時々カタカタし
いました。山は下山が核心です。
ていて、不用意に掴んだら、とんでもない

泣く子も黙るＣ沢

Ⅰ嵐文彰 （ 神 田 山 の 会 ）

「泣く子も黙る・・・」じゃなかった「飛
ぶ鳥もかよわぬ・・・」という滝谷。アプ
ローチのＣ沢はやっぱり悪かった。やっぱ
りここが核心かなぁ。まず、浮石の上を泥
棒歩きしなければいけません。渓流釣りの
場合、岩魚が逃げないように沢をなめるよ
うに歩きますが、ここでそのスキルが役に
立ちます。
次に、すごく下降が長いので、だんだん
イヤになってきます。アプローチで神経と
体力が消耗しちゃいます。二俣のところに
来る頃はドームは天空の上にそびえてい
るのです。もう、こんなに降っちゃったら
帰れないよぉとも思います。そんなに降り
てから、稜線まで突き上げるのがこのルー
ト。よくよく考えれば、とても物好きなル
ートです。
クラシックルートというからには登り
応えがあるのかな、と期待してはいけない

ようです。昔は靴がクレッターだから、こ
ういうところしか登れなかったのかもし
れませんね。
ルート自体は、だんだん傾斜が急になり、
後半に行けば行くほど面白くなります。と
なると、途中から取り付けないの？とも思
います。来年あたり、誰かが開拓してくれ
ると、ドームばりの人気になるかもです。

Ｔ鉋克比古

鳥も通わぬ４尾根

滝谷がどこにあるのかも知らなかった。
案内書を見れば「鳥も通わぬ」「陰惨な印
象の」とか暗いイメージの言葉が連なって
いる。地図で捜すと、それは北穂高岳のす
ぐ西側にあった。２年前に滝谷を登った会
員からはアプローチの危険さを何度も聞
かされていた。どうも恐ろしい所のようで
ある。
３０年ぶりの上高地から、初めての徳沢、
横尾を通り、有名な涸沢へ登った。写真で

松濤岩とドーム

氷壁（井上靖）
新鋭登山家の魚津恭太は、親友の小坂乙彦と共に前穂高東壁の冬季初登頂の
計画をたてる。山行の直前、魚津は小坂の秘密を知る。小坂は人妻の八代美那
子とふとしたきっかけから一夜を過ごし、その後も横恋慕を続けて、美那子を
困惑させているというのだ。不安定な心理状態の小坂に不安を抱きつつも、魚
津達は穂高の氷壁にとりつく。
吹雪の厳しい登攀の中、小坂は滑落、谷底へと消えていった。二人を結んで
いたナイロンザイルが切れたのだ。小坂は見つからず、捜索は雪解け後に持ち
越される。失意のうちに帰京する魚津。そんな思いとは裏腹に世間では「ナイ
ロンザイルは本当に切れたのか」と波紋を呼んでいた。そして、魚津はその渦
に巻き込まれていく。
ザイルの製造元は、魚津の勤務する会社と資金関係があり、さらにその原糸
を供給した会社の専務は、小坂が思いを寄せていた美那子の夫の八代教之助だ
った。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B7%E5%A3%81

前穂北尾根

槍ヶ岳

知っていた涸沢ロッジの鯉のぼりが９月
にも翻っていて、思わず笑ってしまう。
涸沢から先、北穂小屋までの登りが今回
の僕の核心になった。あの急登（下山して
なおさらその急坂に驚く）に僕は息絶え絶
え、足は遅々として進まない。いやはや苦
しかった。北穂の山頂からの英明さん、Ｍ
尾さんの声援に励まされ、もうかなり暗く
なった１８時過ぎに小屋に辿り着くこと
ができた。
２日目、４尾根を登ることができた。な
るほどそのアプローチは最悪。崩れた大き
な岩までが谷を流れ出しそうな気配だ。４
尾根の取り付きまで石、岩を動かさないよ
うに足の置き場を一歩一歩確かめながら
神経を尖らせて下らないといけない。
滝谷はすごい岩場だった。右を見ても左
を見ても垂直に近い絶壁が遥か下のほう
からガーンと立ちあがっている。岩の色は
黒に近い茶色で確かに荒れた感じがして
いる。崩れ行く滝谷は巨大な岩の墓場とい

ったところか。すばらしい岩場なのに真に
おしい。
登攀自体は最後の一手を除きそう難し
くはなかった。Ａ０でいけば自力で這い上
がれたと思うが先にプロテクションをは
ずしてしまっていて、かなわなかったのが
残念。他は少し難しいところもあったが、
適度な緊張感で登ることができて楽しめ
た。怖かったのは、もう数ピッチでお終い
というところで雨が降り出した時。岩が濡
れてきて足を乗せてみるとズルッと滑る。
思わず先月行ったチベットの仏様を思い
出して「雨を止ませてください」と拝んで
しまう。それと、登攀途中にも岩はかなり
浮いていて大きい奴がグラリと動くこと
が多いのにも参ってしまった。
４尾根は１０ピッチ以上もある長い尾
根、疲れるが楽しみも長く続く。今回はリ
ードができる登攀を心がけて登ったつも
りだが、ルートファイのことなど意識し忘
れたことも多々あり今後の課題。

Ｃ沢の下降

4 尾根下部

３日目、前２日で疲れきった僕は皆さん
より先に下山。涸沢までの急下りに改めて
驚き、涸沢ロッジの鯉のぼりを間近に見て、
上高地に下りてからは河童橋の近くの食
堂で生ビールを飲み、コーヒーをお替りし
ながら次々に窓の外を通り過ぎる観光客、
ザックを背負った登山者を眺めて皆さん
の下山を待った。
思い起こせば楽しい３日間だった。クラ
イミングはいい！あの緊張感が体に程よ
いテンションとリズムを与えてくれるよ
うだ。
この計画に誘って下さったリーダの英
明さん、４尾根でザイルを組んだＭ尾さん、
そして皆さん、たいへん、お世話になりま
した。次の機会にまたよろしくお願いしま
す。
２５年ぶりの本ちゃん

松尾

Ｓ口光恵

天下の滝谷に行けることとなった。あの
滝谷である。氷壁の舞台の滝谷である。
岩登りに入ってしまえば、ロープが前に
ある限りはカラビナでもなんでもつかん
で登ってしまえばいいと開き直っていた
が、私の最大の不安は北穂小屋までのアプ
ローチである。だいたい涸沢に行くのも何
十年ぶりで、行くたびに涸沢まででバテて
いた気がする。それが今回は北穂まで上が
るのだ。とにかくみんなについて行くしか
ない。
涸沢までは人の列の中でゆっくり歩け
たおかげでそんなに疲れることはなかっ
た。しかし涸沢から北穂への急登に入った
とたんに足が上がらなくなった。１０歩、
歩いて休んでいたのが、５歩、歩いて休む
ようになる。これじゃあまるで高所登山で
ある。忍耐、忍耐これのみだ。なんとか明
るい内に小屋に着けた。ご褒美は親切な店
員さんが入れてくれた生ビール。お・い
・し・い！
岩登り第一日目は四尾根、次の日はドー
ム中央稜。２５年ぶりの本番の感想は、も
っといろいろ練習しなければいけませ

鉄鉋

光恵

ん！ということです。でもダイナミック
な景色、気持ちの良い高度感、素晴らしい
経験ができました。やっぱり穂高はいいな。
明るくてカラッとしていて。
英明さん、Ⅰ原さんありがとうございま
した。Ｍ尾さん、Ｔ鉋さん、楽しかったで
す。神田のＨ川さん、Ⅰ嵐さん、お世話に
なりました。
ドーム中央稜と百恵ちゃん

Ｍ尾惠

昔『鳥も飛ばない・・・・・』と言われ
た滝谷。大キレットから、北穂−奥穂の縦
走路から、飛騨沢から、そして対面する笠
が岳から、何度となく眺めていた滝谷。暗
い、陰湿、怖いと言う印象だけの岩場。で
も、怖いもの見たさで１度は登ってみたか
った滝谷。
「ついに、行ってきました！登ってきまし
た！？？？」
「２度と来ないぞ！」と思った前日の４
尾根へのアプローチ。足元が崩れたら自分
ごと吹っ飛んでいきそうな C 沢左俣の下
降。剣の池ノ谷ガリーなんて比べものにな
らないほどのガレガレルンゼだった。でも、
中央稜へのアプローチは１０倍、ラクでし
たー！
でも、登攀が大変でしたー！トポにはⅣ，
Ⅴ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴとなっている。それなのに、
１ピッチⅣ級から超必死！先行 P、リード
の英明さんが上のクラックでアブミを出
している。我 P リードのⅠ原さんが「ア
ブミ、回収できなかったー！」と叫んでい
る。何でⅣ級でアブミなの？と思いながら
登る。ムムッ！手、無い！足、無い！・・・
ラッキー！・・アブミがあった！アブミを
掴んでゴボウで登り、必死でアブミに足を
かける。「フゥー！これで一安心！」でも、
まだまだ核心は続く。アブミを残置するわ
けには行かない。チョックストーンを左か
ら回り込み、左手でガバを掴み、落ちそう
になりながら必死で右手を伸ばす。
「外れ
ないよー！ちょっと待ってー！アッ、外れ
た！あれぇー！動けない！なぁーんだ。ヌ

ンチャク、もう１つ付いてたー！」ゼーゼ
ー言いながら何とか狭―い終了点へ。“ま
ったくー！これってほんとにⅣ級？岩ト
レ不足の私には１０a に思えるよ！
続く２ピッチ目、４ピッチ目、５ピッチ
目も各１箇所づつ核心部がある。２ピッチ
目、アブミに乗ったまでは良かったが、狭
すぎて腰から下が挟まって抜けない！足
の入れ替えができない！２分くらい、もが
きにもがく。４ピッチ目、フェースが細か
すぎて A０に次ぐ A０。ハーケンに足がか
かる。５ピッチ目、初っ端からガバが遠く
て届かない！「ジャンプ一発！」なんて言
われたけど、そんなこと、できるわけがな
い。ヌンチャク掴んで、細かいスタンスに
ソーッと乗り、エイッ！抜け口手前はツル
ツルの右トラバース。Ⅰ原さんはヌンチャ
ク掴んで振り子で行け！と言うが怖くて
できない！ヌンチャク掴んでその上のハ
ーケンにヌンチャクかけて・・右手を伸ば
してガバを探る！ヒィー！助かったー！
怖かったー！ 面白かったー！“お疲れ
さーん！”
約束なしの お別れです
今度はいつと言えません
あなたの燃える手
あなたの口づけ（誰？）
あなたのぬくもり
あなたのすべてを
きっと 私 忘れません
後姿 見ないで下さい
Thank you
for your kindness
Thank you
for your tenderness♪
なぜか気がつくと、百恵ちゃんの「さよ
ならの向こう側」を口ずさみながら登って
いた私でした！
“滝谷よ、さようなら！”私、アルパイン
ともそろそろお別れです。（冗談よーん。
毎週、行くことに決めました。氷も毎週行
くもんね。）

北壁連ちゃん

Ｈ川泰敏 （ 神 田 山 の 会 ）

北壁は右ルート、左ルート、北西カンテ
の３ルートを持ち、各ルートとも人工を交
えると言ってもいずれも３ピッチの短い
ルートである。しかし、標高 3 千メートル
の場所で、ギャラリーも豊富？なオキラク
＆快適なクライミングが出来る。特に縦走
路からのアプローチも短く、４尾根取り付
きのような岩雪崩の巣窟を下らないだけ
でもありがたーいルートである。
今回は下山日のクライミングであるが、
右から回り込んでの左ルートと右ルート
の２本を登った。
取り付きは縦走路の鞍部から分かれる
踏み跡をたどる。少々下ると懸垂支点があ
る。１本目は懸垂で下降（50ｍザイル１
本）してから緩傾斜帯を北壁基部に向かっ
て歩いたが、２本目は懸垂せずに支点脇を
通り抜け、そのままトラバースして基部へ
到達できた。１箇所微妙そうな場所がある
が、初心者がいなければ懸垂の必要は無い
と思われる。
３本のルートは三つ峠のゲレンデのよ
うな感じで３本横並びになっており、取り
付きは分かり易い。
１本目、狭いチムニー登りのある右ルー
トに取り付く。さすがに３千ｍ級の朝１本
目のクライミングは冷え込む。そのため
「チムニーはカッパが破けるからフリー
スを貸せ」というⅠ嵐の訳の分からない問
答の末、結局しぶしぶそのままⅠ嵐がトッ
プで取り付く。
出だしはフリーで、初めちょっと苦労す
るが、さらに上部の狭いチムニーに入ると
今度は「体が動かない」と言うことでにっ
ちもさっちも行かない状態になり、そのま
ま右ルートは諦め、トポにもある、
「右か
ら左ルートへ」のトレースで左ルートに出
たところのビレイポイントで１ピッチを
切る。
２ピッチ目は人工ルートＨ川リード。や
や寝た壁なのでむしろアブミへの足入れ
がしにくい箇所もあったが、ハーケンはベ

タうちで安心(^^♪。フリーに移る場所も
難しくなく快適に２ピッチ目を切る。
３ピッチ目は３級のフリールート（Ⅰ嵐
リード）。ここは上部終了点に近づくほど
浮石が多く、落石、浮石に注意しながら登
る。最後は慰霊プレートの打ち込まれてい
るビレイポイントに向かえられて終了。
のんびり休憩後、中途半端な残り時間の
ため２本目はどうするか、と考えながらド
ームの頭を巻いて縦走路に戻り、再び北壁
基部へと向かう。時間もあまりないので、
「右ルートの攻略」を行い、ダメだったら
懸垂で戻るということで、今度はＨ川リー
ドで取り付く。
取り付きは右側にハーケンが打ってあ
るので、右から登りたくなるが、左から取
り付いた方が楽。狭いチムニーはⅠ嵐より
も小柄な体をめいっぱい活用して、フリー
でチムニー内をもぞもぞのぼる。チムニー
下段から見える最上部のハーケンまで行
かずにチムニーを右に一度抜け出したと
ころでピッチを切る。Ⅰ嵐は大きな体格、
荷を背負っているというマイナス面から
セカンドでもチムニーを抜け出せずにか
なり苦労していた。

雷鳥

２ピッチ目は人工。一瞬チムニーに戻っ
てから右壁を人工で登る。左ルートと比較
すると右の方の壁が寝ており、やや難しい。
セカンドであったが、途中シュリンゲもち
ぎれて肝を冷やす場面も。人工からフリー
に抜けるところでは浮石も多いらしく、ト
ップのⅠ嵐がなかなか進めない。ちょうど
そんな時、ドーム中央稜を終え、下山途中
の英明パティーがギャラリーとして加わ
る。「なかなか動かないなー！」のきつい
一言。「は、はいッ、もっと人工の練習し
ます！！」と呟く。
３ピッチ目はＨ川リードでまたまた浮
石の多い３級のフリールート。落石、浮石
に注意しながら進む。終了点は見覚えのあ
る（左ルートと同じ）慰霊プレートのビレ
イポイントであった。
結果的に下山日にもかかわらず、午前中
を利用して２本登ることが出来た。またこ
の３連休は天候にも恵まれ、ぶなの会の
方々とも楽しく交流が出来て楽しく、充実
した（下山の駆け足も含めて！！）連休を
過ごす事が出来ました。企画＆総Ｌの英明
さんありがとうございました。そして、ぶ
なの会の皆さん、また機会があればよろし
くお願いいたします。

中国から帰ってきたばかりでボーとしていました。確か
この計画は６月ごろからあったように思うが、山行直前ま
でボケッとしていたため、リーダの英明さんを初めメンバ
ーの皆さんにご迷惑をおかけしました。すいません。
滝谷登攀は初めての経験。１５年以上も前の一ノ倉かバ
ットレス以来の岩本番。ボケッとしながらも楽しみと不安
の入り交じった気持ちで山行を迎えた。
装備表にエイリアンとかあり、奮発して買おうかと思っ
たが英明さんからお借りできた。実は、下手クソのくせに、
昔はこんなもの使わずに登ったのだから、いらないや、な
どと、内心少しイキがっていた。でも実際に、３級程度(階
段程度)の部分が５メートルもノーピンで続くと、これが
ものすごく重宝というか、心強い存在であることがわかる
とともに、自分のアホに少し気がついた。やはり奮発する
しかない。
滝谷へのアプローチの下降は話のとおり落石の危険が
大きかった。
４尾根。緊張しました。トポとなかなか一致しないので、
少し途方にくれるが、縦走路にひょこっと出たときは安心
した。小屋へ向けてビール、ビール。
ドーム中央稜、５級。いままでリードしたことのないピ
ッチが２つもある。朝になったらおなかが痛くならないか
なぁーとか、高熱が出やしないかと、職場をポカする理由
に近いものを考えながら前夜は寝るにいたった。
当日、メンバーの一人が下山するといことで、思わず便
乗を試みるが、英明さんを除く全員が私もと言い始めるの
で、黙るしかなかった。取り付きを見つけるのに少し苦労
した。かえりましょ、の言葉が石原の頭の中にさ迷い続け
た。「取り付け発見」の英明さんからの朗報に覚悟を決め
た。１ピッチ目。英明さんはアブミを出して登っている。
続く石原もまねをする。５級とされるピッチはＡ０および
Ａ１の連打で登り、フリーのレベルの問題ではなく、なん
とか終了できた。感慨ヒトシオといきたいところだった。
しかし、今日中に帰京するという、おろしたてのパンツ
を履くような、厳しい難題が待ち構える中、高年登山者の
歩きの速さに脱帽しつつ、家に辿りついたのだった。

石原

五十嵐

長谷川

ドーム北壁

人工からフリー

ドーム中央稜

終了点にて安堵＆笑顔

