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戸隠西岳は想像以上に厳しかった    鈴木 均 

                 

 10月８日、横田・有岡両氏と３人で戸隠連峰の西岳に登った。 

３年前に単独で行こうとしたが、入山口からのルートは廃道になっていて、参道経由

に変更したが時間不足を焦って断念してしまった。いつでも行ける山ではないので、単

独でもと思っていたら二人が同行してくれた。鏡池から右回りでも左回りでも、標準コ

ースタイムはほとんど同じ11時間程度で、休憩を含めて12時間と計算し、遅くとも日

没までに下山できるだろうと予想して、塔渡り経由の左回りで行った。ところが、最高

齢の自分だけが本院岳手前でばてはじめ、西岳からスピードが出ず、最終的に 15 時間

かかってしまった。 

岩稜の幅が 30 センチ程度の蟻の塔渡り・剣の刃渡り（過去２回通過）を越えて、八

方睨みで休憩した。すべてのパーティは、ここから東へ向かうが、我々だけが西へ。こ

こまではコースタイム通りで順調だった。しかし、笹を刈っただけの本院岳までのルー

トからスピードダウン。西岳ピークでは１時間以上の遅れ。加齢による体力の衰えとス

タミナ不足を思い知らされた。 

途中に避難小屋もなく、エスケープルートもないため、もどるわけに行かない。前に

進むしかない。17時45分ヘッドランプを点灯。朝6時に鏡池近くをスタートし、車に

もどったのは、午後 9 時になってしまった。「なめんじゃないよ。おまえの登る山では

ない！」と、戸隠の神様から強烈なパンチを食らわされた。これからは、年齢相応の登

山を思い知らされた。本院岳から伸びるダイレクト尾根の紅葉は圧巻だったが、じっく

り眺める心の余裕はなかった。最後に沢沿いを行くが、登山道は幅 50 センチくらいだ

ろうか、緩いトラバースで左は急斜面で、滑ればおそらく沢まで止まらない。明るけれ

ば、大きな問題はないのかロープもなにもない。慎重にすすむ。ずうーっと有岡さんが

後ろに着いてくれた。 

西岳ルートは、西穂～奥穂の縦走に匹敵またはそれ以上と言われ、いわゆる一般登山

道ではない（長野県の「信州山のグレーディング」リストでは除外されている。西穂か

ら奥穂へは２回半（半分というのは、岳沢から天狗のコル経由）登っているが、個人的

感想としては、レベルはそれ以上と思われた）。歩ける道も笹を刈っただけの所も多く、

下りは滑りやすい。しかも、長さ10ｍ以上で、ほとんどバーチカルに近い鎖場が上り下

りに何カ所もあり（数えていないが鎖は10数本か？）、アップダウンが激しい。このア

ップダウンは地形図では読み取れず、甘かった。 

観光でも信仰でも戸隠山は知らない人がないくらい有名で、「蟻の塔（戸）渡り」も多

くの人が耳にしているし、登った人もいるだろうが、西岳にはほとんどの山屋さんは未

踏ではなかろうか。 

 

まだまだ大町労

山のアルピニズム

に賭けてみたい。     

蛇足 蟻の塔渡

りでは、2名のガイ

ドが、ハーネスを着

けた若い女性を各

2 名ずつ確保して

いたので、少しだけ

待ち時間があった。                 
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西岳付近から見た本院岳ダイレクト尾根の紅葉 
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  瑞 牆 山  2017年 11月 5日(日)  古畑文子   

参加者 6名 尾形 勝野 鶴川夫妻 宮島 および筆者 

コースタイム 

松川道の駅5：30－田淵記念館5：45－6：00安曇野IC－須玉IC7：00－ 

瑞牆山 登山口8：05－9：05富士見平小屋－11：15山頂12：05－15：00登山口 

 

3日の坊主岳の下山中に栄子さんの予備日(3日雨天時→5日)どうする? の一言

から「行く行く。どこにする？」「瑞牆山はどうだい？」「いいネェ‥」となってそ

の日のうちにも6名の参加者が決まり、鶴川夫妻の計画で瑞牆山登山となりました。 

5：30、松川を尾形号で出発。田淵記念館で宮島さんを乗せて安曇野 IC-須玉 IC

へ‥。瑞牆山荘登山口を 8：05に出発。ゆるやかな登り道を、落ち葉を踏みしめて

歩く。道の両側に霜柱が立っていてとにかく寒い。 

手が冷たいと勝野さんが言い、やさしい栄子さんが暖かい手袋を貸してあげては

めているところに、若いお姉さんが 2人登ってきた。すかさず鶴川父ちゃんが「こ

のおじさん。手が冷めてぇだってせぇ～、お姉さんの手で暖めてやってくれねぇか

い」と声をかける。すると 1 人のお姉さんが笑顔で勝野さんの手を握ってくれた。

お姉さんのノリの良さに一同感激。手も心も暖まったひと時でした。今日も労山お

しゃべり〇〇のメンバーが揃い、笑いながらの山行が始まりました。 

30分ほど登った峠は木が切り払われ、目の前に瑞牆山がせまる絶景ポイントでし

た。富士見平小屋 9：05 着。テン場には色とりどりのテントが張られていました。

ここから行き交う登山者が増えてきます。小川山分岐まではゆるやかな登り。そこ

から天鳥川までは下りで、石が多い所もあるが歩きやすい道でした。天鳥川のすぐ

先に「桃太郎岩」と言う大きな岩があり、その横のハシゴを登ると大小の岩場の連

続となります。しっかりした岩で登りやすく、所々に鎖場もありました。 

登山者がさらに多くなり、道を譲りながら登ります。すれ違う登山者の 8割は若

者で活気にあふれています。 

大ヤスリ岩に到着し、岩のところで記念撮影。クライミングする人もいるそうだ

がつるつるの岩でとても登れそうには見えなかった。 

ヤスリ岩から先は更に急登となり、大きな岩がゴロゴロと続き、鎖場もある岩を

よじ登りながら進む。山頂まで 10 分の看板がありもう一息。山頂直下の鎖場は順

番待ちで頂上は人で溢れていました。天気は快晴。山頂からの景色は最高。富士山、

南アルプス、八ヶ岳、雪の鹿島槍・五竜岳から白馬岳までも見えました。 

50分の休憩後下山。私達の傍を小走りで駆け下りて行く若者達を横目に、シニア

ペースでゆっくり下山し、登山口着 15：00． 

帰りは安い入浴施設の看板を見落としてしまい、入浴を諦めてみどり湖 IC でラ

ーメンを食べて帰路につきました。 

鶴川夫妻に感謝感謝の瑞牆山初登頂でした。 
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坊主岳       2017年 11月 3日  尾形昌昭 

参加者 12名 

勝野 桑原 神津 古畑 鈴木 谷口 津田 鶴川夫妻 細田 宮島 および 筆者  

 

6：00 集合地、松

川道の駅に着いた

時に、ハイエース

「尾形号」がパンク

していることが発

覚‥。何と言うこと

か、よりによって今

かよ‥‥，最悪!  

でも見方を替え

れば高速道・国道で

の走行中でなくて

よかったのかも‥。 

急遽、古畑号に乗

り替えて出発。漸く

天候に恵まれ、参加者も 12名と楽しい山行になりそうだ。 

奈良井宿経由、坊主岳登山口へ。頂上までの高低差は 900ｍ。登り始めから急登。

ジグザグ道ではなく直登に知己登山道。落ち葉もあり、滑りやすく注意しながら喘

ぎ喘ぎ登る。後方の鶴川さん、宮島さん達はいつもながら賑やかだ。途中落葉した

梢越しに御嶽山、乗鞍岳が覗ける。 

樹林帯を抜け、頂上に出ると雲一つない快晴。木曽の山並が幾重にも重なって見

え、御嶽山、乗鞍岳、槍・穂高連峰、経ヶ岳‥，素晴らしい眺望だ。 

美味しい豚汁で昼食をとり、全員の記念写真を撮るのに鶴川栄さん，近くにいた

ご夫妻の奥さんにシャッターをお願いするが、奥さんの手が冷たいと言って手を握

り、その手を頬ずりまでしてしまう凄いサービス‥。俺にはできないなぁ‥。 

最後に今月 11月 3日は桑原さんの御年 82才の誕生日。この急登を 3時間かけて

登って来た。80才過ぎても現役。実に素晴らしい！下山は少し疲れた様子でしたが、

1歩 1歩ゆっくりだが自分のペースで歩かれる姿に、桑原さん 82年間の生き様を垣

間見た気がした。駐車場についた時の顔は安堵感、達成感と誇りに満ちたりた、い

いお顔でした。私も 80才まで歩きたいなぁ。 

 

11月例会報告  11月7日(火)  

1；新会員さん紹介 

 黒岩佳美さん‥佐久より移籍です。 

2；山行・行事実績････9/11例会以降                 

① 10月22日(日) 京ヶ倉募集山行‥

中止 

②  10月 27日(金) 唐松岳：鈴木 

③ 10月 29日(日) 風吹岳‥中止 

④ 11月 3 日(祝) 坊主岳：12名  

  尾形・勝野・桑原・神津・古畑・鈴木・谷口・津田・鶴川夫妻・細田・宮島 

⑤ 11月 5日(日)  瑞牆山：6名 尾形・勝野・古畑・津田・鶴川夫妻・宮島 

 

3；これからの山行・行事等 

① 11月 19日(日) 日向山に変更 ② 11月 25日(土) 黒斑山  

③ 11月 30日(木) 戸倉山    ④ 12月 2日(土) 忘年会  
⑤ 12月10日(日) 県連気象講習会     
⑥ 1月20日(土)～21日(日) 県連登山学校＆雪崩講習会 

希望の山を出して下さい (例) 

日帰り：妙義山・十石山・乾徳山・御座山・浅間隠山・蝶ヶ岳  
  前夜泊：八海山・至仏山・巻機山・燧岳/奥秩父・上州・上越・新潟・関東の山/西沢渓谷 

・飛騨天生湿原・金峰山・木曽与川道・南木曾岳等 
 
 
その他の確認事項 

(1)11月 19日 四阿山 11月 25日 黒斑山 11月 30日 戸倉山（糸魚川市） 
  それぞれ参加希望の方は、事務局または会長に連絡お願いします。 
(2)12/2 忘年会  

場所；松川 中華の喜喜（よしよし）時刻；6時～ 
会費；4000円（呑まない人 3000円）予定 
希望者は、シュラフ持参で鶴川さん宅に泊まらせてもらいます。 
忘年会は人数予約が必要なので、11月 21日会で確認します。例会に出席できな
い方は、それまでに連絡下さい。 

(3)新年会や 12月の山行、恒例の富士山を見る山、18切符で行く山なども 11月 21 
日の例会で相談します。守屋山や年末年始の山行やスキー・スノーシュー（里山 
は３月以降？）の希望等を積極的に出して下さい。 

(4)遭難対策基金の変更等は全国連盟へは 11月締め切りのため、検討中の方は至急 
谷口会長まで連絡下さい。 

坊主岳山頂にて 

坊主岳山頂を下る 
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19.1㎞のミステリー  つくられなかった記憶 ～ 一過性大健忘 

11月 9日深夜のこと‥。 

ふと目覚めて、自分が全く身に覚えのない場所に車を停めて眠っていたことに気

づいて驚き、次の瞬間ゾッとなった。その場所は国道 8号線の親不知付近、先ヶ鼻

と言う洞門に差しかかる西側の空き地で時刻は午前 1：00。 

 

確かに自分は前夜21時頃、国道8号線を入善から糸魚川に向けて走ってはいた。

がしかし、その場所までどのように走っていつ辿りついたのか、まったく記憶がな

く、キツネにつままれたような妙な感覚に襲われた。と言うよりあまりの不思議さ

に混乱し、いくつもの憶測が頭を駆け巡った。 

最初に頭をよぎったのは「とうとう来たか‼」と言うもので勿論認知症のことであ

る。次に思ったことは「眠りながらここまで運転してきたのだろうか‥?」と言う疑

問である。その 2つの可能性を考えるとゾッとしたと言うレベルではなかった。 

がしかし、全く記憶にないほど眠りこけながら深夜の曲がりくねった道を運転で

きる筈がないとそれを打消した。実際に居眠り運転で「死に損なった」経験がある

し、時々居眠りしてはみ出したりもするのでそれはよく分かる。 

次に考えたのは誰か第3者に車を乗っ取られて気絶させられたままここまで運ば

れて放置されたのではないか‥、と言うようなことだが、荒唐無稽で現実性がなく、

また目の前には財布があって数枚の千円札がちゃんと残っていた。第 1強盗するな

ら車ごともうひと押しすればその先は数十メートルの断崖である。 

あまりの不思議に訝りながらも取り敢えず糸魚川に向けて走り始め、青海の駅近

くまで進んだ時点で、「やはりこれは検証すべきだ」と思って引き返し、先ヶ鼻の駐

車点まで戻ってそこから思いだすことはないかと辺りに気を配りながら西に進ん

で 2時 10分に前夜買い物をした入善町のスーパーまで行き着く。 

前夜そこを出発したのは 20時45分でそれは記録してあるし記憶にもあった。(自

分は停車した時のすべての発着時刻と走行距離を記録している)。 

 

そこから改めて糸魚川方面に向けて検証しながら走る。走り始めて 4分で朝日町

に入るとそのすぐ先にコンビニＬがあり、前夜はそのコンビニを見てコーヒーを飲

みたいと思ったが、そのコーヒーは自分に合わないのでコンビニＦを探しながら走

っていたことを覚えていた。その 2㎞先の左手にコンビニＳがあったがそのコーヒ

ーも合わないのでここもパスしたような記憶がある。ところが何とそのすぐ先にコ

ンビニ Fがあり、そこにはまた「糸魚川へ 31㎞」の案内標識が立っていた。  

しかるに、コンビニＦと 31 ㎞標識の記憶が全くない。あればコーヒーを買って

いた筈である。そう言えばスーパーを出た直後には糸魚川へ 35 ㎞の標識があって

それはハッキリと覚えていた。そこから先はほぼ直線ないし曲がりのゆるやかな道

が続き、城山の長いトンネルを抜けて宮崎海岸に沿って走り、境川の峠を越え、市

振の関を過ぎてその先の三段滝・赤碕と言う2つの洞門を経て先ヶ鼻 Pへ至るので

ある。そこは親不知の核心部である天嶮トンネルよりも手前だった。  

自分の車はそこに海向きに停まっていた。サイドブレーキはしっかりかけられ、

ライトを消して暖房をかけていた。眠くてたまらない時にはライトさえ消し忘れて

寝てしまい、バッテリー切れになることもよくあるのに比して、これは完全に仮眠

の態勢である。つまりここに来た時にはヘロヘロの状態ではなく意識があったもの

と思われた。そしてメモ帳にはやっと読み取れる字で「ねむい‥」と言う字と共に

「21：45」と言う到着時刻が明記されていた。 

これによるとスーパーからその場までの距離は 19.1㎞、時間は丁度 30分で、検

証した距離、時間ともほぼ合致していた。これらを考え合わせると、記憶はないが

意識はしっかりしてちゃんと運転していたらしいと言うことになる。 

 

後日、この奇妙な出来事を広島の知人(看護師)に話したところ「一過性全健忘」

と言う症状を教えてくれた。それによると、意識と記憶の形成とは別のメカニズム

で、意識下にある行為・行動のすべてが自動的に記憶されるのではなく、記憶は脳

の海馬で形成されるものなのだそうで、極度の疲労やストレスによって、海馬への

血流障害が起こると記憶が形成されない場合があると言うのである。 

名前の通り殆どは一過性で、数時間から長くても 1日以内に回復し、再発の可能

性も極めて低いとのこと。つまり人生に一度も経験しないか、しても 1回だけと言

うようなもので、認知症とは全く無関係だと言うことである。 

俗に言う記憶喪失は、何らかのショックなどに依って記憶を失うものであるのに

対し、本例は記憶そのものが形成されないのだから喪失ではない。自分の例は明ら

かにこれに該当すると思われた。記憶が形成されない人がいると言うことは知って

いたが、一時的にせよ、まさか自分がこうなるとは‥と驚いている次第。 

因みに自分は 10月 27日から、九州の青の洞門－国東半島磨崖仏－阿蘇－五木・

椎葉，四国の佐田岬・伊方原発－足摺岬－四国カルスト－面河渓を廻って、松山－

広島－鳥取－若狭湾－北陸と13日間3622㎞を走ってきた途上でのことで、その間、

持参のテントは使わず、すべて道の駅での車中泊で、やや疲れ気味ではあった。 

かくして謎の 19.1㎞,30分の「記憶」は自分の人生には「なかったこと」とされ、

二度と復活することはないらしい。                木偶 


