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Mt. LOGAN 

「アラスカハイウエー」とは名ばかりの泥を固めただけの道路。全く人気のない荒
涼とした風景の中を、時速100キロメートル前後でひたすら走り続ける。雪解け
時期であったため、延々と続くぬかるみの中をドロしぶきを上げつつ前進する。

単調なハイウエードライブ
で起きたハプニング。スピン
をした自動車はスタート地
点のバンクーバーへ向いて
しまった。幸いにも大事には
至らず、タイヤのバーストだ
けで済んだ。

バンクーバーから装備を満
載した大型ステーションワ
ゴンでアラスカハイウエー
を北上。一日に500～600キ
ロメートルのドライブをし
ながらキャラバンを続ける。
約４ヶ月にわたるカナダの
山旅のなかで屋根の下の
ベッドで寝たのは、わずか10
日ほどであった。

キャラバン５日目にユーコ
ン州ホワイトホースに到着。
日系二世マガミ氏宅の裏庭
をお借りし、東京から空輸し
た約200キロの荷物を登山活
動用に区分け梱包する。近
所の子供達が物珍しそうに
集まり、手伝ってくれた。



標高3360メートルのベースキャンプ。春の息吹の感じられる下界より、一時間ほどのヘリコプターフライトで一気に雪と氷の世界へ飛び込み、心身ともに困惑する。
スケールアウト、白夜による体内時計の狂い、一瞬にしておきるホワイトアウトとブリザードそしてクレバスに神経を使う。正面はキング・ピーク北壁、標高差は約1200メートル。



写真左　キングコルのキャンプ１の正面
に見えるローガン南西の氷瀑。氷の断面
は高さ300メートル程あり、ここから氷瀑
は崩壊し、轟音とともにセワード氷河ま
で一気に2000メートル落下する。

写真右　キャンプ１上部のセラックス帯
を越え、アイナピークの斜面をルート偵
察する。前方のアイスビルディングの先
はセワード氷河に向けて氷河末端の崩壊
が始まっている。

白夜　午後10時頃から数時間におよぶ夕焼けが始まる。それは午前3時頃には朝焼けへと変化し、地平線近くにある太陽は再び天空へ昇ってゆく。



雲を抜けると、そこはどこか別の天体にいるような光景だった。ダイヤモンドダストに包まれながら山頂へ続く雪稜をゆっくりと登っていく。丸い虹とキラキラと輝く大気
の中で、かつて体感したことのない何かに包まれるような安心感と至福の時間が穏やかに流れていった。



6月18日10時15分登頂　入山以来34日目、その間晴れた日はわずか7日。平均気温
零下20度、悪天候の中の荷上げ、凍傷、高度障害。入山当時の安易な気持は、ことご
とく破られるような悪条件の登山であった。顔はむくんでいるが、山頂にたどり着い
た喜びがどの顔にもあふれ、一人一人としっかりと握手をした。頬を流れる涙が、い
つしか冷たく凍りはじめていた。
大久保隊長はザックの中の小物入れよりフィアンセの写真を取りだし「着いたよ！」
と話かけていた。高林と斉藤は執念で運び上げたタバコに火を付けようとしていた。
清水は低温で切れそうなフィルムの装填に手こずりながら記念写真の準備をした。
そして次のようなメッセージと４人のサインを入れたクラブ旗を山頂に埋めた。

　　　We came from great distance to skiing down Mt.Logan

写真右　キャンプ3と2を撤収し、キャンプ1へ滑降する。雪質は重く変化しており、
荷物も増えたため慎重に滑降を続けた。





日数不足のため登頂は断念し、ビバーク地点で穏やかな夕焼け空を眺めていた。眼下に見える巨大なクレバス、遙か南に広がるアイスフィールド、どこまでも連なる山並みと
沈まない太陽。悠久な宇宙の営みの中で、ここしばらく胸の中に張りつめていた何かが癒され、消えてゆくのを感じた。



セラックス帯の上部に広がる緩やかな斜面の荷揚げ（4400m付近）。高度障害が出はじめ息切れが激しい。
振り返るといつも美しいキング・ピークの姿があった。

スキー滑降を成功しキャンプ１へたどり着くと、米コロラ
ド隊が「Excellent!!」を連発し、派手に祝福してくれた。

キャンプ1の上部にあ
るアイスビルディング、
これを左に巻き込むと
セラックス帯が始まる。
ヒドゥンクレバスに細
心の注意を払いつつ、
氷塔の間の迷路をぬい
ながら高度をかせぐ。

６週間ぶりに大地に降
り立つ。緑の臭いのす
る濃い空気を胸一杯に
吸い込み、ようやく地
に足が着き安心した。











第2便がベースキャンプに到着

初対面にもかかわらず入山前
の手続きとか交渉、準備に暖
かい援助をしてくださった。
　ローガンは、アラスカ・ハイ
ウェイの最も近い所からでも
直線にして120kmほど奥にあ
る。そこから山麓へたどり着
くには、凶暴な熊や野生動物
の生息する樹林帯、ブッシュ
帯を抜け、さらに南極、グリー
ンランドに次ぐ大きな氷河を
溯上らなければならない。し

かし、ヒマラヤのようなポーターは皆無で、通過には危険と多大な時間を必要とする
ため、ヘリコプターとか軽飛行機による入山が一般的になっている。
　16日の午後、チャーターしたジェットヘリコプターで野生動物の緑の王国を飛び越
えて、白銀の世界に入った。時速200kmの飛行も、周囲のスケールが大きいため景色
はゆっくりとしか変化しない。一面雲海のように見える広大なアイスフィールドを横
切ると、前方に上部を雲に包まれたローガンが見えてきた。ヘリコプターはその北壁
沿いに、揺れながらいくつもの鋭い雪稜や岩稜すれすれに通過し、ベースキャンプ予
定地に着陸した。そこは、キングピークとローガンにはさまれた3360mの氷河である。
　ベースキャンプの近くには、アメリカとカナダのパーティがやはりローガンを目指
しキャンプを張っていた。アメリカ隊は一週間も風雪にとじ込められ、天幕は強風で
引き裂かれ、行動中、クレバスに落ちて宙吊りになる隊員も出て、さんざんの様子で
ある。カナダ隊は同じ日の午前中に入山していたが、隊長は昨年斎藤がカナディアン
ロッキーを訪れた際に、登山のアドバイスをしてくれた国立公園管理人のフューラー
氏だった。まさか、マウント・ローガンからのスキー初滑降という同じ目的で再会し
ようとは、夢にも思わず、お互いあっけにとられて言葉が出なかった。アメリカ隊は
７名、カナダ隊は10名と、どちらも強力なパーティである。
　２回のフライトで、隊員４名と450kgの物資の空輸が終わった。しかし、たった一
時間ほどの間に春の息吹きの感じられる大地から、急に写真でしか見たことがない岩
と雪と氷の大自然のまっただ中に置かれ、身も心も困惑した。
　ベースキャンプの正面にはキングコルへ続く氷河が見えた。その氷河に左からロー
ガン西稜の末端が切れ落ち、右にはアイガー北壁を二つ重ねたような岩壁をもつピラ
ミダルなキングピークが眺められた。　
　ここは北緯60度よりやや北に位置し、一日のうち3～4時間ほどしか太陽が沈まず、

その＜白夜＞のために私た
ちの生活のテンポも変化し
た。薄暗くなる午後11時ごろ
に眠り、太陽がかなり昇って
いる午前８時頃に起き、出発
は10時すぎ、帰幕は、下界の
極地研究所と定時交信のあ
る午後７時前という、今まで
の山行では考えられないよ
うな生活になった。
　出発の準備は手間がかか
る。冬山用の完全装備を着て
外に出てから、パラシュートに使うような上下続いた安全ベルトを締める。二人ずつ
のペアに分かれ、ザイルを20m間隔で結び、ザイルにユマールをセットしてそのロー
プを片足に通す。スキーにはシールを貼り、スキーの締め具を歩行用に踵が上がるよ
うに調節し、それからザックを背負い出発である。
　氷河のない日本の山ではこんな装備は不必要だが、クレバスに墜落したことを考え
るとこれが最低限の装備になるのだ。体中に色々なものを付け、登るだけでも苦痛な
のに、ザイルを結んだままのスキー滑降は、スピードもあり、お互い息が合わないと
スキーどころではない。ヒドンクレバスがあり、一緒に並んで滑るのは危険で、常に
斜面に対して上下の間隔を保たなければならない。もしパートナーがクレバスに落ち
た場合、瞬間に停止し、スキーを履いたままの不安定な姿勢で確保態勢をとる必要が
ある。
　入山前に聞いていたように、今年は例年にない悪天候で連日風雪、ブリザードが続
き気温が低い。それでも歩けないほどの悪天候でない限り、私たちは第一キャンプ予
定地のキングコルへの荷上げを実施した。
　キングコルへのルートは、特に問題になるような所はなかった。しかしはじめのう
ちは周囲の大きなスケールに惑わされ、予想時間の２倍もかかった。
　激しい降雪の日であった。キングコルへあと一時間ほどの所を重荷にあえぎながら
ラッセルしていると、突然鳥の鳴き声が聞こえた。振り向くと、三羽のツバメが風に
逆らって飛んでいた。一羽はかなり弱っているらしく、幾度も雪面に落ちそうになっ
た。すると、他の二羽がそのツバメの下に入り込むように、励ますように飛び、コル
の方を目指し霧の中に消えて行った。この100km四方は、氷雪に閉ざされ、山を登る
人間以外生物はいないと思っていただけに、4200mの峠を越えて行ったツバメに、心
暖まるものを感じた。

KASKAWULSH GLASIER



　入山して9日目の5月24
日、私たちはようやくキン
グコルに一張りの天幕と、
イグルーの第一キャンプを
建設した。その間、晴れた
日は、19日の一日だけで
あった。
　26日、いつもキングピー
クとローガンにたれこめて
いた雲が流れた。大久保、斎
藤は装備、食糧のチェック
をしてから、コルをはさん

だ反対側のキングピークへ続く尾根に登り、ルート偵察に行った。清水、高林はコル
の上にあるセラック帯のルート工作に出かける。コルより急斜面を登ってゆくと、
ローガンの南面からボブの操縦するヘリコプターが飛来し、コルの上部で旋回し、
ベースキャンプの方に飛んで行った。見ると、カナダ隊のキャンプはすでに人っ子一
人なく、アメリカ隊も下山をはじめていた。彼らはまだ日数が二週間近く残っている
が、この悪天候に見切りをつけ、下山して行ったのだろう。
　急斜面を登り、アイスビルディングを右にまき、不安定なスノーブリッジのかかっ
た深いクレバスを二つ越え、さらにその上の斜面を一時間半ほど登って、セラックス
帯の手前まで行った。その日の偵察はそこで引き返した。
　28日、対岸の尾根から偵察した結果、二番目のセラックス帯の右端に、一カ所だけ
上部の斜面へ抜けられるルートを発見した。
　30日、31日と珍しく二日続きの快晴だった。4570m地点にあるクレバス帯の中に雪
洞を掘り、第二キャンプを建設した。ここより上部へは、うまくクレバスを避けてゆ
けば、問題なくアイナピークの左に出られそうである。
　6月3日、快適なスキーができそうな斜面を稜線直下の5500mまで登り、荷上げと
ルート偵察を行う。
　7日、第二キャンプの食糧はいよいよ底をつき、第一キャンプへ補給に下るか、それ
とも稜線直下に荷上げした食糧のところまで登り、そのまま頂上へ向かうか、岐路に
立った。朝方ローガンの南面を厚く被った雲が動き出したので、アタックを決行した。
　時たま視界は悪くなるが、上空は晴れている。３ピッチで食糧デポに着き、それら
をザックにつめた。これから先は氷化した斜面のため、スキーをぬぎアイゼンに履き
変える必要がある。
　強風の吹き抜けるアイナピークの西の肩を越え、北側の斜面に出た。しかし、大き

なシュカブラや氷の段が
あり、スキーは使用でき
ず、アイゼンのままピー
クをからみつつアイナパ
スに下った。それより北
側の高所台地の緩斜面を、
ふたたびスキーを履き、
登りはじめたが、天候は
しだいに悪化。やがて風
雪となり、視界はきかな
くなってきた。パスより
３ピッチ目で動きがとれ
なくなり、クレバス帯の斜面に雪洞を掘った。かなり穴を広げたところで、底が見え
ないクレバスに当たってしまった。場所を変え、再び掘りはじめたが雪は堅く、掘る
そばから雪にうめられ、作業は一向に捗らない。気温は零下43度を下っていた。骨の
髄から締め上げられるような痛みを伴う寒気で、頭が冷やされたためか、思考力が鈍
り、睡魔におそわれる。一本のスコップを交代で使った。待つ間、息が髭に、顔面の
うぶ毛に、氷となってくっつく。
　雪穴にもぐり込み、靴をぬぎマッサージをしてみたが、全員足の感覚が戻らず、と
くに清水は指が紫色に変色し、水泡ができ、第二度の凍傷になっていた。
　翌8日、小康状態となったので雪洞を抜け出て登りはじめた。しばらく進むと低温
のためか、高林はきのう同様、腹痛で動けなくなってしまう。ツェルトを被って休ん
でいると、視界がきかなくなり雪洞へ引き返した。
　全員、高所衰退がひどく、頭痛、吐き気、倦怠感、食欲不振に苦しめられた。ロー
ガンは6000mちょっとの山であるが、地球の自転運動によって、極地に近いここは赤
道付近に比べ空気の層が薄く、赤道付近の7000mの山と同じである。酸素が肺内に入
る時は平地の1/3～1/4の薄さである。
　9日も晴れず暴風雪となった。食糧も切れ、これ以上この高所にいると、それこそ体
が衰弱して動きが取れなくなる恐れが出てきた。午後になってから意を決して、暴風
雪の中を下山することにした。
　雪洞を出てまもなく、斎藤は強風が雪煙と共に吹き抜けた時「雪崩だ！雪崩だ！」と
叫びながら、雪崩に巻き込まれたかのように雪面に倒れ、もがいていた。また、あた
り一面乳白色に包まれているため、体の平衡感覚がおかしくなり、転倒しやすくなっ
た。本人は滑っているつもりでいるのだが、滑降姿勢のまま止まっているのを、他の
人から教えられ、それに気がつくこともあった。約80m間隔に標識用の竹竿を立てて

気温は－40℃を下りはじめていた



おいたが、それをも見失いがちの下降を夜中まで続けた。第二キャンプにやっとたど
り着いた時は、全員極度の疲労から、しばらく放心状態で雪洞の前に座り込んでしま
い、大久保は咳と共に胃の中の物を吐いて、顔をゆがめていた。

頂上から40度の壁を
　16日、第一キャンプ、ベースキャンプへと下り、食糧、装備の補給と休養をし、一
週間ぶりに再び第三キャンプへ登った。17日は風雪であったが、夕方より晴れ間が見
えはじめた。
　18日、朝7時に出発。歩きはじめるとまもなく霧が出はじめ、稜線は見えなくなり、
そのうち高所台地もすっぽり霧に包まれてしまった。しかし食糧、燃料も乏しく、今
日がラストチャンスなのでおして前進を続けた。すると、幸運にも稜線の雲が流れ、高
所台地の上部が雲海の上に出た。今まで山頂に近づくたびに天候が悪く、どれが中央
峯か判別がつかないため、前方の大きな雪峯に登ることにした。
　雪峯から北側に伸びた稜線をたどって行くと、空一面が白いベールを被ったように
キラキラと輝いていた。氷の小さな結晶が空気中に漂い、太陽の光をうけて輝く、ダ
イヤモンドダストという気象現象であった。その氷の結晶のため、太陽の周りには七
色の虹の輪ができ、どこか、他の天体を歩いているような気持ちがした。
　スキーをアイゼンに変え登って行くと、左に東峯が見えてきた。下から見えていた
峯に登ると、さらにその先に鋭い峯が現れた。
　その鋭い山頂に立ち、周囲を見まわしたところ、他には高い峯も見当たらず、そこ
には前年に登頂した人のものと思われる標識用の竹竿があり、中央峯であることを確
認した。午前10時15分であった。
　入山以来34日目、その間晴れた日はわずか7日。平均気温零下20度、悪天候の中の
荷上げ、凍傷、高度障害。入山当時の安易な気持は、ことごとく破られるような悪条
件の登山であった。顔はむくんでいるが、山頂にたどり着いた喜びがどの顔にもあふ
れ、一人一人としっかりと握手をした。頬を流れる涙が、いつしか冷たく凍りはじめ
ていた。
　山頂で記念撮影をしていると、北側に安定していた雲海が動き出し、山頂は雲の上
に浮かぶ島のようになり、早々に下ることにした。山頂は狭く、ナイフエッジになっ
ているので、一段下った肩の所からスキー滑降を開始した。
　シュカブラにスキーをとられ、アイスバーンに流されながら尾根を滑り、西側のコ
ルへ落ちる40度はある斜面に滑り込んだ。しかしこの斜面は、薄黒くなった氷の部分
がかなりあった。高度の影響で体の運動機能は弱っており、息切れも激しい。安全を
期して斜滑降で滑り、キックターンをくり返し、それより北面の台地に向け、長い斜
滑降を続けた。

　視界はもうかなり悪くなって
いる。立ち止まって振り向くと、
後の二人もザイルを上手に操り
ながら、霧の中からぼんやりと
現れてくる。スピードを出しす
ぎてルートを誤らないよう、時
たま全制動をかけ、クリスチャ
ニアで滑降をする。もうこの頃
になるとアンザイレンスキーも
すっかり板に付き、先頭の滑り
に合わせ、つかず離れずスムー
ズにできる。交代で標識用の竹竿を回収し、快適な滑降を続けた。
　アイナパスで休憩し、アイナピークの登りになるが、足腰が効かない。やっとのこ
とで稜線に登り下を見ると、氷河の研究で登って来た極地研究所のメンバーが見えた。
「成功！」と叫びながら下って行くと、歓声が上がり、粉雪をけって駆け寄り「おめで
とう！よくやった！」と肩をたたき、手をにぎり、成功を自分のことのように喜んで
くれた。
　水、干果物、ジュースと次々に出されるものをたいらげ、再び第二キャンプへの滑
降がはじまった。この付近は不思議と雲がなく、太陽が顔を出して視界がよい。膝下
までもぐる軽い雪の中を、叫び声をあげながら、飛ばす。
　ふたたび雲の中に突入し、第二キャンプを撤収して、ずっしり重くなった荷を背に
第一キャンプへ向かった。しかし荷上げをしていたころとはうって変わり、雪質が悪
くなり、一回転する度に息が切れてしまう。どうにかセラックス帯の上まで滑り、そ
こでスキーをぬぎ、すっかりクレバスが広がったその中を慎重に下り、第一キャンプ
へたどり着いた。
　三日後、降雪の中、キスリングザックに入りきらない荷を袋につめ、ザイルで引き
ずってBCへ最後の滑降をおえた。
　23日より、西稜からキングピークの登攀を開始したが、大半の装備、食糧をローガ
ンに費やしたため、4420m地点までしか登ることができなかった。そして6月30日、
一ヶ月半ぶりに緑の大地に降りたった。
　帰国後、登頂した峯について疑問を持ち、私たちの下山後、東稜から西稜への縦走
に成功した大阪の泉州山岳会に問い合わせたところ、私たちは西峯を中央峯と誤認し
ていた。6月18日の登頂日は、中央峯が南面からわき上がる雲にかくれ、その存在を
見失っていたようである。西峯の標高は6000mを少し出ているとのことであった。

（清水敬示  記）

ハイ・プラトーを快適に滑降（5800m付近）









モレーンレイク展望台からのテンピークス。当初の計画ではテンピークスの第1峰から第10峰までを縦走する予定であったが、岩稜の風化作用が著しく、岩が脆く、
あまりにも危険を伴うため縦走を中止し、第1峰，2，3，4，5，6，7，9峰を個々に登攀した。　（左より2，3，4，5，6峰）

Canadian Rockies TEN PEAKS



7峰から下降し、ウエンクチュマナ・パスへ向かう途中に通過したプロスペクター・バレーの美しさに感動した。この谷間で出会ったのはトレッカー3人のみで、太古から
の自然がそのまま残っている。Keep Canada Clean のキャチフレーズどうりゴミなど全く落ちてない。





雪まじりの悪天候のため避難
小屋で停滞。夕方、天候が回復
し、眼下のモレーンレイクに
美しい虹が架かった。

９峰の南壁を下降する。クライ
ムダウンと40メートルいっぱい
の懸垂下降を４回くり返す。水
成岩でできた岩壁は風化が激し
く、長いアイスハーケンの支点
も引き抜けそうで、あまり良い
気分ではなかった。

9峰の北側は標高差1000メートル程のすっきりした岩壁。右手の岩稜を登攀。
ここのキャンプサイトは大らかな雰囲気で気分がよい。　（左より7，8，9峰）

モレーンレイク上部のウエンクチュマナ氷河はモレーンのみの氷河地形で、テン
ピークスを展望しながらのトレッキングには最適のコースだ。　（左より1～7峰）

谷間には色とりどりの高山植
物が咲き乱れていた。



1峰から北側へ派生している氷まじりの岩稜を行く。
山頂より舌の形をした氷河が2本下りている。

９峰の登攀　雪壁をトラバースし、右手の岩稜をまわ
り込み、正面の９峰から北西にのびる岩稜をつめ山頂
に至る。

１峰上部の氷壁を登行する。この部分は
北西に面しており夕方しか陽があたらな
いため、アイゼンの爪がよく効く。

７峰の下降　上部の氷河を下り、下部岩壁は懸垂下降す
る。別天地のようなお花畑を通り、眼下に見えるカウフ
マンレイクへ下る。



ユーコン州ホワイトホース在住の日系二世のC.J.マガミ氏（故人）。ローガン登
山では親身になってお力添えをいただき、忘れがたい人柄であった。

ローガンのカナダ隊々長のフューラー氏の自宅を訪ねる。ジャスパー国立公園の
レンジャーとして活躍している。

ユーコンで最も腕利きのヘリコプターパイロット、ボブ・ダンバーとその家族。
予備スキーと引き替えにフライト費用をディスカウントしてもらう。

レイクルイーズの奥にあるティーハウス。26年後、斉藤が家族と再訪すると、
この姉妹は女主人としてカフェを切り盛りしていた。



５月２日 東京羽田発
５月２日 バンクーバー着
５月３日 食糧買い出し、レンタカー交渉
　  〜
５月５日
５月６日 バンクーバー発
　  〜 アラスカ・ハイウェー北上
５月10日 ホワイトホース着
５月11日 ユーコン州政府に入山届提出

ヘリコプター・チャーター交渉
　  〜 別送品通関手続き

食糧買い出し
５月14日 物資梱包
５月15日 ヘインズ・ジャンクション着

山岳アドバイザーグループにて装備・食糧の点検。
極地研究所にて無線機を借用。高林、斎藤は物資
の半分と共にバーウォッシュ・ランディングに移動。
大久保、清水はヘインズ・ジャンクションに戻る。

５月16日 大久保、清水はヘインズ・ジャンクションよりマウ
ント・ローガンへヘリコプターで飛行し、3360mに
着陸。第二回目の飛行で高林、斎藤はバーウォッ
シュ・ランディングより入山。
ベースキャンプ建設。

５月24日 第１キャンプ（キングコル  4200m）建設
５月31日 第２キャンプ（4570m）建設
６月７日 第２キャンプより登頂に出発し、山頂まであとわ

ずかまで接近するが、悪天候となり、5640m地点
まで引き返し雪洞（第３キャンプ）を掘る。
この時、気温は－43℃まで下がる。

６月８日 再び山頂に向かうが、悪天候になり第３キャンプ
へ戻る

６月９日 食糧・燃料切れのため、暴風雪の中を第２キャンプ
へ下山

６月10日 第１キャンプへ下山
６月11日 高林、斎藤はベースキャンプへ食糧等の補給に往復
６月12日 第２キャンプへ登る
６月16日 第３キャンプへ登る
６月18日 つかの間の晴れ間を狙い午前10時15分マウント・

ローガンへ全員登頂。10数分で視界が悪化し、早々
に山頂よりスキー滑降を開始。第３・第２キャンプ

を撤収して第１キャンプまでスキー滑降。
６月21日 スキー滑降にてベースキャンプ着
６月23日 キングピーク西稜登攀開始。4270m地点に雪洞を

掘る。
６月25日 キングピーク西稜の4420m地点まで登攀するが、

日数不足のためベースキャンプへ下降。
６月30日 ベースキャンプよりヘリコプターでヘインズ・ジャ

ンクションに下山。
７月１日 ホワイトホース着
７月２日 装備の発送、その他後片付け
　  〜
７月４日 高林、空路バンクーバーへ向う（７月11日帰国）
７月５日 アラスカへ休養もかねてドライブ
　  〜
７月11日 ホワイトホースに戻り、それよりカナディアン・

ロッキーに向けアラスカ・ハイウェーを南下
７月16日 バンフ着
７月17日 テンピークス入山
７月18日 ウェンクチュマナ・パスへ荷上げ
７月19日 第２・第３峰間より稜線に登りグラハムクーパー

避難小屋へ入る（これよりこの小屋を基地に第１峰
から第５峰まで登攀）

７月20日 第１峰登攀
７月22日 第２、第３峰登攀
７月23日 第４、第５峰登攀
７月24日 第６峰登攀
７月25日 第７峰登攀。プロスペクターバレーに下降。
７月26日 ウェンクチュマナ・パス
７月28日 第９峰登攀。第８、第10峰は岩が脆く危険なため

登攀を中止。
７月29日 モレーン・レイク着
７月30日 バンフへ下山
８月１日 カルガリーにて休養
　  〜
８月３日
８月４日 バンクーバーへ向け出発
８月６日 バンクーバー着
８月８日 サンフランシスコ着
８月11日 清水、帰国（成田空港）
８月18日 大久保、斎藤はアメリカ西海岸を見学し、帰国



　「勇気」をもらった山行　　　　　　　　　清水 敬示

　この山行を計画推進した原動力は、自分の生まれてきた意味を知りたいという
欲求であった。その当時、 私は何のためにこの世に生まれ、何をしたらよいのか、
簡単には答の出ない迷路に入り込んでしまってい た。それで、元気を取り戻す
ためには、山にこもり、自然の中に身をおき、体を通して考えることが良いと
思った。 Mt.Loganの計画は国内の山行とは異なり、「出発」できるかがキーポイ
ントであった。約１年ほどの準備期間の前半は常に綱渡りの連続であり、孤独で
もあった。多くの人々の暖かい支援に支えられ、出発の１週間前にようやく資金
の目処がつき、１つ目のハードルを越えることが出来た。

　ヘリコプターで入山してからは、いつもの山行のように各メンバーが役割分担
をきちっとこなしてゆけ ば、登山計画は前進していった。 １回目のアタック敗退
以降、ある種の一体感が４人の中に芽生えはじめた。それは、チームそのものが
１つの生命体のような感じがするのである。４人はそれぞれの個性をもった別の
人格であるが、有機的に統合した生命体 のような１つの意識を共有していた。こ
れは今までに体感したことのない不思議な感覚であった。

　40代半ばを過ぎたころ、不覚にも大病を患ってしまった。入院中の臨死体験
は、ローガン山頂直下のダイヤモンドダストの中で感じた不思議なものと、全く
酷似していた。その至福感は、けっして日常では味わえるものではなく、意識は
限りなくクリアーな世界であった。肉体はこの世に生まれてくるための仮の姿で
あり、精神（スピリッツ）は時間・空間を超越したものであることを、そのとき
確信した。

　勇気をもって決断し、自分を信じ、諦めないで行動し続ければ願いは必ず成就
することを、この山行は教えてくれた。カナダの山旅から帰国後、それまで学ん
できた「造船」から陸に上がり、気持ちよい居住環境づくりを目指して「建築」
を志すことにした。 ここ数年、伝統的住生活の知恵と現在のテクノロジーを融合
させ、住まいの内外を夏涼しく冬暖かい、心地よい微気候を形成させる「微気候
デザイン」という手法を確立し、その啓蒙普及をライフワークにしている。それ
は30年前に多くの人々に支えられ、貴重な体験をさせていただいたことへの恩
返しであると考えている。

　ローガンから３０年　　　　　　　　　大久保　善雄

　中学2年､14歳で初めて3000ｍの北岳に登ってから41年たち、やっと2003年
5月3日に千丈岳に登り､大千丈沢をスキーで滑降して日本の3000mを全部登り
終えました。

　1973年のテンピークス以降、岩登りはしていませんがスキーは続け、子供達3
人とも背負ってスキーに出かけました。
　40歳半ばから子供達と行く家族スキーの他に、残雪期の山スキーを再開し、鳥
海山、月山、吾妻山、会津駒ケ岳、平が岳、至仏山、火打山、四阿山、乗鞍岳な
どを滑り頑張って楽しんでいます。
　だけど！！！　思い返して見ると、ローガンでスキー登山をする前に何処へ
行ったっけ？？？

　山岳部の合宿の延長が、キングピークの雪稜登攀やテンピークスの岩登りその
ものだったが、スキーは卒業直前の3月から始めたゲレンデスキーがなんとかさ
まになり、山スキーは剣沢や立山、八方尾根くらいしか体験しておらず、ザイル
を繋いでのスキーは、岡本さんの住んでいた白樺湖のスキー場で少し練習しただ
けの、スキー歴3年めの大冒険だった。
　ローガンでは胸までの新雪をアンザイレンしたまま滑れたので、スキーが少し
上手くなった気がしていましたが、帰国後、上越の足首ほどの積雪にさんざんて
こずり、実力のほどを知りました。
　車の免許も初心者のままで、雪解けの砂利道のアラスカハイウェーでスピン
し、タイヤをバーストさせるほどの腕前でした。

　忙しいなか会社を3ヶ月も休み、帰国後、同僚の冷たい視線に耐えしのぎなが
らも早々に結婚し、3人の教育費（後一人）もやっと終わりに近づき、孫も二人
生まれましたが、人生まだまだこれからです。
　いまだに山とスキーの関係の仕事ができ、何とか生活できているのも、ローガ
ンが出発点だったと今にして思いますが、確実に老眼になりました。

　山スキーも車の運転もかなり上達しましたが、体力は下山中です。せめて水平
歩行を続けられるようにしたいものです。



　親父　先輩　家族　　　　　　　　　　　　齋藤 純一

　卒業後に家業を継ぐ約束で、日本山岳会学生支部の海外登山に行かせてもらっ
た。この登山中に清水先輩からMt.Loganへの参加要請の手紙がきた。遠征参加資
金のことは心配するな、と内容があったような気がする。カナダの山旅から帰国
してすぐ、親父に「来年もまたカナダの遠征に参加したい」とはなかなか言い出
せず、悶々としていた。カナダ最高峰からのスキー滑降の計画は具体的に動き出
し、返事をしなくてはいけない時期に来ていた。
　「親父、先輩から海外遠征隊員になれって言われてんだけど.....。一年遊ばせて
もらう約束が少し伸びちゃうんだけどさあ.....」。しばし親父は僕の目を見ながら
考えていた。ややあって、「純一、先輩から声が掛かったんじゃ行かねえ訳にいか
んだろう。お前、行って来い！」と結論が出た。ところが遠征資金免除の約束は、
なにもなかったように各自分担になった。そんなわけで、僕はまた、親父のすね
をかじることになった。

　第３キャンプからの敗退は、今までに体験したことのない世界だった。ホワイ
トアウトと高度障害のため、平衡感覚が狂ってしまい、恐ろしい思いをした。暴
風雪のなかを滑降中、雪崩に巻き込まれたような衝撃が体をおそった。「ナダレ
ダーッ！ナダレダーッ！」と叫びながら必死で雪の中をもがいていた。
　「斉藤！大丈夫か！」「おい、斉藤！」と声が聞こえ、先輩たちが僕を取り囲ん
でいた。ほっと安心したのもつかの間、第２キャンプへの遠い道のりはまだ始
まったばかりだった。
　無事第１キャンプまで下山した翌日、「齋藤！たばこあるか」。「ヤバイ！ベース
キャンプにおいてきました」。「じゃ、回収だ！」。高林先輩の強引な一言で、大事
な休養日が取り消しになった。疲労と脱水状態で、無事にタバコを回収して第１
キャンプに戻ったときは、さすがの大久保隊長も呆れたような顔をしていた。そ
の、大久保先輩とは、今でも仕事の関係でお付き合いしている。

　５年前、家族を連れてカナダを旅した。バンフからちょっと入ったところにあ
るレイクルイーズの奥に、夏だけ開いているティーハウスまでハイキングをした。
当時５～６才の可愛い娘さんは、女主人になっていた。お世話になった御礼に置
いてきたスキーは、暖炉の上の壁にそのまま掛けてあった。息子に僕の若いころ
の体験を話すことも出来たし、２年続けて山に行かせてくれた親父の気持が分
かったような気がした。ローガンは人の繋がりの大切さを教えてくれたようだ。

　夢と仲間　　　　　　　　　　　　　　　　　高林　潔

　久しぶりに写真や岳人の記録などをみた。高度障害で苦しんだこと、強烈なブ
リザードや氷点下30～40度の世界、遭難寸前だった第１次アタックの敗退、登
頂成功の喜びとスキー滑降などは、不思議と別の世界の出来事であったように感
じられる。
　むしろ、飛行機が離陸した時の感動、バンクーバーの美しい町並み、アラスカ
ハイウェーのドライブや道中の珍事件が昨日のことのように思える。それは、私
がしばらく山から遠ざかっているせいかもしれない。

　清水と富士山の頂上からスキーで滑るなんてホラを吹いたのが、Mt.Loganの
きっかけだったような気がする。富士山のスキー滑降は、氷化した急峻な斜面を
落ちてゆくようなものであった。なんとか成功し、その下山中にどちらかともな
く、次は海外の山のテッペンから滑ろうと夢を語った。
　夢を現実にすることでは名プロデューサーである清水が動きだした。隊長は、
何事にも「平気だよ」と楽観的なようで、実は緻密で妙なリーダーシップがある
大久保さん。隊員の中では後輩であるために、時々ブツブツ文句を言いながらも
確実に実務をこなす齋藤君。そして、なんとなく皆についていった、どちらかと
いうとムードメーカー（いやトラブルメーカーか）の私。４人の素晴らしい仲間
が揃った。

　あれから30年。酒をこよなく愛するヨッチャン隊長は孫２人、大病を克服し
仙人のような風貌の清水、資金繰りの苦労を競馬で解消している齋藤社長、そし
て趣味に生きる極楽トンボの私。長い付き合いである。
　不思議に仲間と合うと、暗黙の了解でお互いの役割ができ、また、付かず離れ
ずのここちよい関係が続いている。その仲間も中年から初老へ。セカンドライフ
は、Mt.Loganでのあのエネルギーを思い出し、豊かで楽しいものにしたいもの
である。
　そして、素晴らしい仲間を大事な宝物として大切にしたい。
　Mt.Logan―「夢と仲間」をありがとう



計画実施にあたり、登山隊の会計帳簿の中で
動いた金額は下記のとおりですが、これ以外
に相当数の物資の支援や、惜しみない人的エ
ネルギーのサポートが多数あったことを明記
しておきます。金額に換算できるものだけを
試算してみても、それは総費用の２倍を越え
る金額に達していました。
1973年のオイルショック当時、都心から１時
間以内の場所で、50坪の土地に30坪程度の建
て売り住宅物件は、1100～1200万円ほどで購
入することが出来ました。ちなみに1＄は300
円の頃でした。

アラスカ・カナダスキー登山隊は、多くの方々の暖かいご支援に
よってその計画を達成することが出来ました。ここに限りない感
謝と友情の気持ちをこめて、記憶にとどめたいと思います。

（順不同、敬称略）
ホープ株式会社
日本交通公社
カナダ太平洋航空会社
東京新聞出版局「岳人」
株式会社日本シリコーン商会
山幸
森永製菓株式会社
味の素株式会社
エスビー食品株式会社
丹渓
尾西食品株式会社
太洋漁業株式会社
三井物産株式会社
マミヤ商事株式会社
株式会社ザンター

The Alpine Club of CANADA
Government of The YUKON TERRITORY
MITSUBISHI CANADA Limited
HERZ Rent a Car
Trans North Turbo Airlines
Bob Dunber
C. J. Magami（故人）

東海大学同窓会
東海大学後援会
東海大学教育研究所
東海トラベルビューロー
東海大学体育会
東海大学体育会山岳部OB会

若き日の夢は、多くの人々に支えられ実現しました。
私たちの想いと暖かい支援が連鎖し、大きなエネルギー
となり、勇気と希望を与えてくれました。
その後、４人は社会に戻り仕事をこなし、家庭をもち、
子育てをしながらこの時の気持ちを大切にして10年、
20年と走り続けてきました。お陰様で一人一人充実した
人生を心がけ、歩んで来ることができました。
30年の節目を迎えるにあたり、何か目に見えない大きな
力に支えられた青春期の１シーンを振り返り、これから
の人生をどう生きてゆくかを考えるため、記念誌を作り
ました。

登山隊メンバー　大久保 善雄
清水　 敬示
高林　 潔
斉藤　 純一

編集担当　清水　敬示
連  絡  先　164-0003　東京都中野区東中野 1-16-1
　　　　　Tel／ Fax   03-3363-7136
発　　行　2003年6月

○費用 渡航費 1,040,000-
滞在費 500,000-
交通費 250,000-
装備費 300,000-
食糧費 200,000-
輸送費 250,000-
ヘリコプター費 450,000-
渉外費 150,000-
記録費 200,000-
医薬品費 60,000-
諸雑費 75,000-
合計 ¥ 3,475,000-

○収入 寄付金収入 1,450,000-
雑収入 55,000-
個人負担（4人） 1,970,000-
合計 ¥ 3,475,000-

表紙写真：パウダースノーの斜面を快適に飛ばす（ア
イナピークの南西斜面5500ｍ付近）。後方はセント・
エライアス山脈中最大のセワード氷河をはさんで右
手にマウント・セントエライアス、左側マウント・オー
ガスタの後方にはアラスカ湾が遥かにのぞまれる。

松前  達郎
尾郷  良幸
柳澤  三郎
五條  吉和

岡本  龍行（故人）
直江  亨　（故人）
永田  壮三
足立  允
湯本  鐐三
松田  宗一郎
石井  宣夫
高橋  誠二
原  雄二郎
福田  俊夫
小川  博久
鈴木  政孝
中村  武夫
落合  公生
三浦  藤夫
蓬莱  泉雄
和田  博文
長浜  道広
佐々木  富雄
大野  安彦

大久保  孝則
錦織  秀雄
文部省登山研修所　伊藤  茂
日本山岳会　吉沢  一郎


