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夏山合宿 八ヶ岳縦走  8/18（金）～20(日)  
   大町労山会員の大結集を‼  

美濃戸-赤岳天望荘－北に向けて縦走し－オーレン小屋または鉱泉 

日帰り・1泊・2泊・途中参加‥‥多様なコースを設定 

  
  八ヶ岳を舞台に、可能な限り多くの会員が参加できることを最大の目標とする 

2017年夏山合宿の概要が決まりました。 
 
コースは美濃戸を入・下山口とし、1日目赤岳天望荘泊、2泊目オーレン小屋ま 

たは鉱泉の予定で検討中です。 
総合リーダーは鶴川栄さん。行程中、読図講習等の研修を行います。 
 

多様な参加形態を設定 
1；全コース参加 
2；1日目に赤岳だけの日帰り 
3；2日目に美濃戸から硫黄経由などでオーレン小屋合流泊（または日帰り） 
4；その他 

 

第一次集約；7月23日 ～ 鶴川さん・谷口さん・鈴木さんまで 
1日目のみ日帰り・2日目のみ日帰り、１日目のみ泊、2日目のみ泊・2泊のい   

ずれか、または全く参加できないかをご連絡下さい。後日の変更も可としますの  
で、23日までに鶴川さん、谷口さん、鈴木さんのいずれかにメール・TELで。 
 

 
最終決定は 8月 16日例会にて 
8月 2日の例会で概略を決め、8月 16日の例会で詳細の最終決定とします。 

なお、2日以上雨が予想される場合は１週間順延、山行途中雨の場合は１泊 
での下山を検討します。 
稜線上では幕営できませんが、希望者は行者小屋幕営も考えられます。 
 
様々な参加の仕方で、1人でも多くの会員が八ヶ岳に結集しようではありませ 

んか‼ 

第 7 回 例会報告 (7 月 4 日の例会は悪天のため中止しました ) 

 

山行・行事実績等について  6月 11日～7月 19日  

6月 24日(土) 白馬大雪渓；鈴木・森田 

6月 24日(土) 燕岳；津田 単独                              

6月 24日(土) 県連理事会；横田・尾形  

6月 25日(日) 県連各会担当者会議；横田・尾形・谷口・鈴木 

7月 1日(土)～2日(日) 県連スキルアップ講座(物見岩)；鈴木・前田 

7月 2日(日) 美ヶ原・鷲ヶ峰；鶴川・神津 

7月 7日(金)～8日(土) 皇海山；谷口 

7月 9日(日) 霧ヶ峰； 

石井・桑原・神津・鈴木・津田・鶴川・細田・宮島・森田高 

7月 16日(日) 天狗岳；石井・神津・古畑文・谷口・津田・鶴川・細田・宮島 

7月 日( ) 蝶ヶ岳；細田 
 
7～8月の山行と山行希望    

 7月 18日(火)～26日(水) スイス・ブライドホルンほか 鶴川栄子・他 
 8月 北海道の山 宮島 ／ 他・略 

 

活発な山行活動を展開～多数の山行記録に感謝デスッ!    

燕岳   6月 24日(日)    津田広一 

6月23日、夕方の天気予報を見ていて「明日は梅雨の晴れ間」と聴き、思い立って急

ぎ登山計画書をFAXする。 

当日 6：00 には中房登山口の駐車場に着く。車は 8 割がたの入りで登山客もまばら。

去年、取りつきの石積みなどが荒れていたが、今年は新しく造りなおされていた。 

今年は残雪が多いと聞いていたが、富士見ベンチの手前でも残雪が見られた。 

合戦小屋には登山客も4～5組見られた。ここからは雪道歩きとなる。夏道は使えず、

燕山荘の裏へ出るルートで進む。大天へのルート上も残雪が見られる。 

燕山荘にザックを置いて頂上へ向かう。雪が多いせいか花も少ない。快晴ではなかっ

たが、360度見渡せた。燕山荘に戻り、食事をして下山する。中迫登山口14：00着。 

梅雨の晴れ間で混雑もなく、一人のんびりと楽しめた一日でした 
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美ヶ原周遊 7月2日（日）曇り メンバー 鶴川 神津  

メンバーが一人お休みと言う事で 鶴川リーダーと二人山行になった。 

松本里山辺から三城いこいの広場駐車場へ。日曜日だがお天気のせいか他車無し。レ

ストラン脇の登山口から歩き始める。キャンプ場、オートキャンプ場を通り、登山道を

入って左手に渓流。しばらくはしっとりと苔むす鬱蒼とした森。この辺りは風が通らず

湿気で汗が流れたけれど、自然のままの優しい森で、沢音が心底心地よく、ウグイスの

声にも癒されながら気持ちよく歩くことが出来た。ほどなく広小場。前日の大雨で悪路

を覚悟してスパッツを付けていたけれど、良く手入れされた歩道は歩きやすかった。広

小場からは少し傾斜を増して鉄平石のジグザグ登り。先ほどまでと違って風が良く通り、

景色もよく、汗も出なかった。塩くれ場ではレンゲツツジのオレンジが眩しいほど美し

かった。風が流れて雲の様子が変わりポツンと雨が当たったので、リーダーの判断で茶

臼山は行かず、気温が下がっているので上着を着込んでピストン下山。再び車を走らせ

て八島湿原へ向かい、来週のコースの下見を兼ねて鷲ヶ峰へ。曇りではあったが雲が高

く 美ヶ原では荒船山や遠くフタゴ山（きっと鶴川Rだからこそ分かる山） 鷲ヶ峰で

は富士山まで見る事が出来た。山に詳しい案内人（鶴川L）と花や景色を堪能しながら

行く、なんとも贅沢な山行でした。美ヶ原へのコースは是非お勧めです。  Miho 

（薄川小松橋で合流 三城登山口9：15 小広場10：15 岩下11：5 山頂11：15～下山開始

11：45 広小場食事30分 登山口13：45 鷲ヶ峰登山開始14：36  

鷲ヶ峰山頂15：10 湿原15：45  P16：00発（風呂無し） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両神山  6月 10日           前田昌也    

参加者；尾形、勝野、津田、鶴川、細田、前田 

6月 10日；夜に現地入り。上落合橋登山口でテント泊予定だったが、場所が狭か

ったのでその先の八丁隧道を出たところにある登山口まで移動。こちらの登山口は

駐車場が広くトイレも併設されており宿泊場所に決定。尾形さんの車の中で小宴会

を行い 23時頃就寝。 

6月 11 日；5時前に起床。上層の高い雲のみで晴れ。5：45朝食を済ませて登山

開始。先頭勝野さん、続いて細田さん、前田、津田さん、鶴川さん、尾形さんの順

に隊を構成。   

6：47、八丁峠着。ここでルートを間違い、両神山とは反対に八丁隧道の方へ向か

ってしまう。八丁峠で先行グループが両神山方面の道を塞ぐようにして休憩してい

たため一本道と勘違いして反対の方角へ誘導されてしまった。後から誰もやってこ

ないこと、赤テープの表示が途中からなくなってしまったこと、尾根に出るはずが

尾根を巻くようにして高度が上がらないことからおかしいと思い確認したところ、

ルートが間違っていることが分かった。コースを引き返し 8：05再び八丁峠。 

一本取って気をとりなおして登山再開。雲が少なく良い天気で、稜線は展望良く、

遠く後立山、穂高、八ヶ岳まで見通せた。日差しは少し暑いくらいだったが、時折

吹くそよ風が冷たく心地よい。途中鶴川さんが足の違和感を覚えるも細田さん持参

の漢方ですぐに復活。その後は鎖場の連続する難所を快調にクリアして 10：48 山

頂到着。昼休憩を挟み 11：14下山開始。鎖場の降りは注意を要し、登りと同じくら

い時間がかかる。13：48八丁峠、14：43登山口着。 

八丁峠でのルート間違いが悔やまれる。振り返ってみれば、事前に地図を確認し

ていて峠では一本道ではないことを知っていたし、先行グループが道を塞いでいた

にせよ、あそこで地図を確認していれば間違うことはなかった。基本の大切さを再

認識した。 

隊後方の鶴川さん、尾形さん、

津田さんトリオの止まる所を知

らないトークが難所続きの山行

を盛り上げ、楽しい山行となっ

た。また、みなさんコンパクトな

ザックのどこにしまってあるの

か休憩のたびにご馳走がどんど

ん出てくる。おかげで持参した

行動食はほとんど食べずに済ん

だ。ご馳走様でした。 

手形千鳥 一薬草 
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針ノ木岳  6月 4日（日）   イクばば 

参加者  谷口、小山、鈴木、横田、宮島、尾形、勝野、森田、桑原、仙波、細田 
（敬称略、並び順は、登山計画書より） 

 

6時 30分 小松原さん宅を尾形さん、横田さんの車に分乗して出発。総勢 11人の

大所帯。森田さんは、扇沢の駐車場にて合流。慎太郎祭という事もあり、森田さん

が取っておいて下さらなければ、停めようが無いほど無料駐車場は満杯。来年は、

集合時間を早めようと意見が出る。 

それぞれ準備の後、７時半、扇沢駐車場から登山道に向かって出発する。谷口会

長から、山頂付近の天候次第で、一般組（スキーで下山する人以外）は、針ノ木峠

迄のピストンになるかもしれないと話しがある。天気予報はずっと山頂付近の強風

を示し、前日に降った雪も条件の悪さに加わる。私も今回は、条件が悪かったら峠

で帰るつもりで来ていた。昨年は初参加で、雪も少なかったし蓮華岳へ登った。針

ノ木岳は、初めてで雪も昨年より多い。それに、強風となると、とてもついていけ

ないと思っていた。 

 

慎太郎祭の受付を横目に、雪渓に向かう。後から来る登山者に道を譲りつつ、ゆ

っくりのペースで登る。息が切れずに話しが出来る速度なので、最後まで体力を保

つ事ができた。慎太郎祭会場では沢山の登山者が集まっている。その辺りからスキ

ー組はスピードアップし、差が開いて行く。一般組は休憩も取りつつ、変わらぬ速

度で登る。思っていた程寒くなく日差しが当たると暑い。時々吹き抜ける風が心地

良い。新雪も踏む。程よくつぼ足で登れるが、長い登り坂に疲れが出始める。休憩

も長く取ると直後は脚が上がらなくなる。勝野さんから出来るだけ同じペースを保

つ事が大切だと教えられる。 

急坂前の休憩でアイゼンをつける。やはり安定感が違う。登って来た所を見下ろ

すと随分な斜度だと思う。一歩一歩足場を確認しながら登って行く。12時 15分針

ノ木峠に到着。峠小屋は、雪に埋まり屋根だけが見えている。ここで、スキー組と

一緒になる。昼食を終えこれから山頂に向かうようだ。峠は風も穏やかで天気も良

く、一般組も頂上に向かうこととなった。峠までのつもりで上がって来たので少し

覚悟が足りない。 

 

昼食も少量入れた所で、勝野さんが頂上に向かうと言うので、付いて行くことに

する。アイゼン歩行や、雪庇、狭い稜線の歩き方を聞きながら、注意深く登る。山

頂からバックステップで降りて来る人達を見る。ここを登るのかと思うとそれだけ

で緊張してくる。斜度がきつい。ゆっくり確実に登るしかないと、ステップを外さ

ないよう前だけを見て登る。幸い雪が降った後なので、蹴り込むと足場が安定した。  

最後のザレ場を上り 14時 10分山頂到着。山頂には雪が無い。360度の展望、途

中の天気が嘘のように晴れ間が見え、風もなく穏やかだ。勝野さんから登頂のお祝

いを受ける。諦めていた分喜びも大きい。残雪の立山連峰と剣岳、眼下の碧色の黒

部湖 を見る。登って来れて良かった。この美しい景色に逢うためにまた山に登りた

いと思う。 

 

14時 30分下山開始。初めての私の技量に配慮してくださって、勝野さん、宮島

さんと私はマヤクボ沢を降りる事に。はっきり言って、登ってきたルートを降りる

ことにはかなりの不安を覚えていた。とは言ってもここの下りもかなりきつい。途

中のザレ場をアイゼンで下るのも、きつい下りをトラバースして行くのもかなり緊

張した。とにかく二人について慎重に行く以外は無い。 

所々の真っさらな新雪も踏みしめられて、とても気持ちが良かった。それにして

も帰りはかなり遠く思えた。昨年も降りているはずなのに、雪の量が違うせいか、

今回の方が大変に思えた。 

大沢小屋を過ぎ、登り始めの入山届ポストに辿り着いたのは 17時 20分になって

いた。駐車場にて合流し、上原の湯にて疲れを癒して帰路に着いた。 

不安の中の山行でしたが、教えていただきながら、山頂にたどり着けた事、素晴

らしい景色に行きあえた事に感謝 感謝です。 

イクばば 
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県連スキルアップ技術講習（物見岩）の感想 
前田 昌也    2017年7月1日(土)～-2日(日) 

2017年7月1日(土）、7月2日(日)の2日間に渡って開催されたスキルアップ技

術講習会（岩稜・登攀編）に参加した。これから目標とするバリエーションルート

の岩稜・岩壁を登るために必要な技術を習得するのが講習の目的の１つであり、大

町労山からは鈴木さんと前田の 2 名、佐久山の会から 3 名（古川さん講師）、松本

労山から3名、上小山の会から4名、まみくとい山の会から1名が参加。 

7 月 1 日(土）、今回始めてお会いした鈴木さんに長野駅でピックアップしていた

だき、集合場所のロック＆ブッシュ会事務所へ移動。当日はあいにくの雨により物

見岩での講習から事務所内での室内講習に変更となったためだ。屋内講習ではフィ

ギュアエイド、ダブルフィッシャーマンズノット、クローブヒッチ、ムンターヒッ

チ、オートブロック、バタフライノット等の基本的なロープワーク、ロープのしま

い方、支点構築に使用する流動分散・固定分散やセルフビレイに使用するデイジー

チェーンの特性、懸垂下降システムの構築、確保器ガイドモードの解除について学

習。支点構築は流動分散と思い込んでいたが、安全性の面からは固定分散に対して

劣ることや、懸垂下降では下降器に加えてオートブロックを併用することなど、新

しい気づきがありとても有意義だった。 

講習後は近所の温泉へ入り、スーパーで夕食の買い出し。ロック＆ブッシュ事務

所にて焼肉で懇親会。山岳会の悩み、山岳小説・映画等様々な「山ネタ」で盛り上

がった。 

7 月 2 日（日）、明け方まで雨が降っていたが朝には止んで物見岩での講習催行。

朝食で寄ったファミリーレストランでのレジ故障、トイレで立ち寄ったコンビニで

の若者によるトイレ占拠問題などトラブルがあったが、10 時前には講習会を開始。

講習会では前日の講習内容に加えて中間支点のとり方、クライムダウン、マルチピ

ッチでのトップ、セカンドの手順を実践。屋内の講習会では分かったつもりになっ

ていてもいざ外岩でやってみると間違いや抜けがある。実践での繰り返しは大事だ。

これから登攀にチャレンジしたく、マルチピッチクライミングの手順を覚えたかっ

たのでトップの練習をたくさんさせていただいた。ペアを組んだ鈴木さんのご協力

に感謝。一時パラパラと小雨が降ることもあったが、日がさし暑いくらいのよい天

気になった。15時ころに現地にて解散。 

事故が起こると今まで良しとされていたものが見直され、新しいメソッドや道具

が開発される。支点構築時の固定分散や懸垂下降時のオートブロックの併用はこの

講習会に参加していなければ知らなかったことだ。このような講習会に定期的に参

加して最新の知識を身につけておくことが大切である。新しい技術の習得と新しい

気付きが得られ、大満足の講習会であった。また機会があれば参加したい。（前田） 

 

唐松岳   6月 18日（日）   イクばば 

参加者  鈴木さん、細田    曇り   

8時のゴンドラ運行開始に合わせ、白馬のビックに 7時半集合。鈴木さん顔パス

の駐車場に停める。さすがに鈴木さんの顔見知りばかりだ。割引券をいただいて

往復のチケット購入 2610円。8時の運転開始を待つ。残念ながら昨日の青空とは

違い、今日は曇り空で上部は霧がかかっている。 

ゴンドラの後、2本のリフトに乗り、8時 35分登山開始。相変わらず上空は、

すっきりしない。9時 30分第三ケルン。八方池は雪に埋まり、観光客もいない。  

一昨年、梅雨に唐松岳に登ったが、その時は景色は見られず今日に期待をして

いた。が、中々見えて来ない。雪の急坂を登るが、今のところアイゼン無しでも

登って行かれる。 

11時 5分、丸山ケルン到着。 12時近くなった頃、所々ガスが取れ、不帰の嶮

も見えて思わずシャッターを切る。 

尾根道を行くと唐松岳頂上山荘が眼下に見える。山荘に寄らずそのまま頂上に

向かう。すると、目の前に雷鳥の雄が岩の上に乗ってさかんに鳴いている。近づ

いてもそのまま動かない。その内、さーと横を通り抜け、後ろの登山者の目の前

で止まり、そのまままた鳴きはじめた。人間など眼中にない様だ。 

12時 30分、唐松岳頂上に到着。ガスが取れ剣岳、立山が目の前に見える。雪が

残る山々が美しく、登って来て良かったと実感する。13時、唐松岳山荘にて昼

食。所々ガスっては来るものの、ゆっくりと眺める事ができた。 

13時 30分、下山開始。雪の上のトレースを辿って降りて行く。登って来た道と

は違うルートになる。途中、前を歩いていた人は上に見えたが、雪のトレースを

辿って行くと、どんどん降って行ってしまう。道を外れた事に気がついて戻る。

頭上に、布でつけた印に気がつかず、降ってしまった様だ。 夏道と冬道が交錯し

ていて分かりにくい。気をつけなくては。 

15時 50分、リフト乗車。周りはガスに包まれ、あまりよく見えない。今回、ガ

スに阻まれはしたものの、頂上では景色を堪能できた。企画してくださった鈴木

さん、ありがとうございました。              イクばば 
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白馬大雪渓・8000歩  6月 24日(土)   木偶野呂爺 

 「大雪渓に行きませんか」との呼びかけにおそるおそる手を挙げ、トレーニング

を兼ねて大雪渓の偵察に行く。「13時タイムリミットでける所まで」とし、馬尻の

少し先で鈴木さんを見送ってからはマイペースの 1人旅となる。 

 

 猿倉荘の登山口発 5：34。白馬尻に向かう登山道に入って 10数分で雪渓が現れ、

その上を歩いて 10分で山荘着。アイゼンを装着して6：50発。小屋から先の道は完

全に雪に覆われている。   

 夏の大雪渓は上部にできる大きなクレバスに遮られてここから葱平の山道に入

るのであるが、今はまだクレバスができていないのでそのまま大雪渓を直上するこ

とができる。 

 9：32，先行する鈴木さんが一旦は夏道方向に進みかけた後、思い直したように左

に折れて直上するルートを選び、左手の岩場の際を登って行くのが見えた。あまり

差はないように見えたが、その辺りから雪渓は傾斜をまし、上に行くほどカール状

に立ち上がって斜面に体がくっつくかと言う登りになる。その急勾配を 50～100歩

の間隔で立ち止まっては息を入れながらしばらく登り、10：17に先刻来目標にもな

っていたその岩場にたどり着いて長い休憩をとる。(～11：03) 

 45分もの休憩を取った後、再び雪渓を登り始めたが、あまりの急登にたまりかね

てすぐにまた岩場に逃げ込む。時刻は 11：30。 

 その岩場はクレバスができるまでの僅かな期間の登山道と思われ、階段や蛇篭、

ペイントの目印等があるその道を、アイゼンを外して上がってくる人もいた。ここ

でも 20 分も休み、後から来るすべての登山者が追い越して行った後を追ってまた

雪渓を登る。 

 そこから先の雪渓は一段と立ち上がって傾斜を増し、何度も休んで息を入れなが

ら 11：57にようやく岩場の先端に出る。 

上から慎重に、というよりおっかなびっくりで降りてくる人があり、急斜面での

すれ違いを避けるためにその人を待ち、さらにもう 1人の下山者を交わすために 10

分あまりの待機となる。その先(上方)はガスで何も見えない。 

 斜面を抜けて少し上がると、大きな雪面をトラバースする長い踏み跡があり、無

視して直上すればすぐにも稜線に出るのではないかと思われたが、そちらに登った

足跡は 1つもなかった。 

しっかりしたその踏み跡はやがて直上するかのように上に向かい、それを辿ると

雪に埋もれた小さいけれど頑丈そうな避難小屋があった。 

12：36にその脇を通過。まっすぐ稜線に誘導されるのかと思ったが、踏み跡は上

に向かう気配はなく、どこまでも稜線に並行しながらゆっくり高度を上げて村営山

荘に向かっているものと思われ、「稜線まで」の思いはここで潰えた。 

 丁度上から降りて来た人に聞くと、山荘までは 40～50 分はかかるだろうとのこ

と。時刻は 12：40。タイムリミットが迫ったのでそこまでとして昼食を食べ、予定

通り 13時から下山する。 

 

 ここからの下りはちょっと恐かった。アイゼンをフラットにして一歩一歩確実に

降りる‥，つもりだったが、3～4歩ごとにピッケルでアイゼン団子を叩き落としな

がらの歩きとなってリズムに乗れず、慎重になる分だけ普段使わない大腿直筋に負

担がかかってたちまち踏ん張れなくなる。そんな感じでこの急傾斜の下りには手こ

ずり、またしても先刻の岩場で休む。 

 その先も急傾斜はしばらく続くが、葱平下辺りからは嘘のような緩斜面になる。

だが長い。最後のやや急な斜面を下ると馬尻の小屋であるが、開業に向けての作業

中なので休まず通過し、雪渓末端でようやくアイゼンから解放される。 

 工事道路まで下って待っていると「15：06 に馬尻を通過した」との電話が入る。

鈴木さんもペースが上がらず、村営山荘から引き返したとのこと。15：23に合流し、

15：58猿倉に下山となる。 

 馬尻の小屋でアイゼンをつけてから歩数を数えながら登った。稜線下の避難小屋

を通過した辺りで 8000歩だった。 

 

 上から見ると夏道の大雪渓は距離こそ長いが楽勝の緩斜面でそこまでは前段，そ

こからが本番だったと言える。結果論であるが、もう 1時間早く出ていれば山荘ま

では行けた気がする。多少のトレーニングにはなっただろうか‥。 
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小川さゆりさん著 

『御嶽山噴火 生還者の証言』を読んで   鈴木 均 

 

 労山会員でもある小川さゆりさん著の『御嶽山噴火 生還者の証言』を読んだ。 

 ２年前だったか、小川さんの講演を長野県連の会議でお聞きした。そのときもそうだ

ったが、あの生き地獄の中を「死ぬかもしれない」と思いながら生還した本人の言葉は

真に迫った。 

 「第一章 運命の一日、第二章 噴火の実態、第三章 噴火の爪痕」までは、本人の

感情は抑制的である。印象に残ったのは、第三章の「取材と報道」のところで、マスコ

ミは本人の意思とは違う方向に持って行くと言うこと、またマスコミは、本人から取材

した言葉を脚色する。事実を変えることは当然できないが、読者や視聴者が興味ありそ

うな内容にアレンジしてしまうということだ。時として、それは本人が言いたかったこ

ととは違う方向に一人歩きする。本では具体的な記述はないが、ガイドであるが故にパ

ッシングもあることは講演の中でお聞きした（「ガイドなのに、なぜ一人で生きて帰っ

てきた」など。当日は、小川さんは単独プライベート山行だった）。 

 全体の中で、最も印象に残ったのは、「第四章 噴火の教訓」である。この章は、生還

できたものでしか言えない（書けない）内容で説得力がある。登山する者は、この章だ

けでも読む価値があると思う。多くの火山関係者は、様々なことを語っているが、小川

さんはそれらは否定しない。例えば、ヘルメットやシェルターがあればよいと単純には

言わない。つまり「物」だけではなく、前提としての登山者の持つべき意識を強調して

いる。 

 「①噴煙を見たり、異変を感じたら即座に命を守る行動に移る。②自分の命は自分で

守る。③危機意識を持つ。」とまとめられているが、これらの文字だけを見れば、そんな

ことわかっているととらえられるが、その言葉の奥に登山者としての経験と危機に対す

る意識の持ち方を最重視している。 

 「『ここで、もしこういうことが起きたら・・・』というイメージを、いつも一人一人

が持って行動すること。行動時だけではなく計画時においても、常にこういう姿勢が必

要だ。」と、力説されている。その意味で、この本は（ハイカーではない）それなりの一

定の登山経験がある人と一般の人が読むのとでは違った感想を持つような気がする。悪

く言えば、小川さんの思いを誤解する読者があるだろう。 

 自然災害に対する生死の分かれ目は「意識」だけでは簡単に片付かない。どんなに危

機意識があったとしても、火山礫にあたれば生きる可能性は薄い。それを「運」と言っ

てしまえば何も教訓は生まれない。 

 山の遭難にかかわる本はたくさん出されているが、その一つに『山の遭難 生きた、

帰った セルフレスキューの秘訣』（永田秀樹編・東京新聞 2005）というのがある。こ

こでも「危険に対する想像力」を強調している。「『何がどう危険であるか』を予測しう

る想像力を持っているかどうかにかかってくる。危険を予測しうるからこそ、個々の道

具や技術が意味を持ってくる。そして、その想像力は自然に得られるものではない。経

験の蓄積、それも常に自分で考えるという蓄積のみが、想像力をもたらしてくれる」と

している。この本では、火山の事故を想定していないが、小川さゆりさんの言いたいこ

とと同じようなことが書かれていると思った。 

 私自身も何回か遭難に近い、死んでいたかもしれないことを経験したが、仲間に支え

られ、あるいは自らの判断で幸い危険から脱出できた。 

 御嶽山噴火による犠牲は、他の山の事故と同列に扱うことはできないが、山である以

上「絶対に安全」ということはないということを肝に銘じておかなければならないだろ

う。危険予知、危険に対する鋭い想像力・洞察力が必要だ。山に行かなければ危険な目

に遭うことはない。 

 私は無雪期の焼岳には何度か登っているが、御嶽山には冬山か山スキーでしか登った

ことがない。頂上までの登山規制が解除されれば、ぜひ登ってみたいと、この本を読ん

で思った。 
 

追記 裁判になっている御嶽山の危険「レベル」に関しては、小川さんの書では触れ  

ていないし、私の意見も控えたい。 

 

 夏山と言えど‥ 

  

7 月 14 日に白馬大雪渓で滑落した方が亡くなった。17 日には八方尾根 2200ｍ付近

で、同じく滑落して亡くなった。これまでの山の「常識」では、夏の大雪渓や唐松まで

の尾根で滑落するのは考えられないことだ。 

 今年の大雪渓は雪が多く、固い雪の急斜面では滑落はあり得る。それにしても唐松の

稜線付近ならともかく、報道によれば扇の雪渓付近と言うから岩場や雪渓からの滑落の

可能性はなかなか理解できない。外傷はほとんど無いため病死の可能性とも言われてい

るが、42歳の女性で、登山経験のほどはわからないが、以前考えられなかった遭難が起

こっているのではないだろうか。 

 天狗の小屋は雪害で営業できず、鑓温泉小屋もオープンを延期して 7 月 25 日から正

式営業だ。ことしの天気も不安定だし、夏山も侮れない 


