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山名 :1ヒ岳 バットレス Bガリー～4尾根

形態 :アルパイン

メンバー :勅使河原 鈴木

報告 :鈴木

日本第二位の高峰北岳   バットレス…。この岩壁を山雑誌のグラビアで見て一 日ばれ

今では 登りたいルートは沢山あるが この岩壁が登りたくてアルパイン始めるために

渓嶺会に入会したと言っても過言ではない

ルートは初めてという事で基本の4尾根を選択

31日 夜 雨…・23時近くに芦安駐車場に向かい出発 31日 3:00頃 になつたか ?到着

車中仮眠 早朝 広河原行き始発バスに乗る

6:10曇天の中出発する 登山口に雪渓に残雪が多いと書いてあったが

その時は私は状況の詳細が理解できず…・

8:40分 二俣到着 ここに荷物をデポして バットレスの取付偵察に向かう

大樺沢は残雪で覆われている…… コレかぁ…・

本来ここの沢筋を人本歯のコル方面につめるようだが

雪渓を歩いたり 右側に巻き道らしきふみ跡をあるいたりしながら

10:30たぶんここがC沢 ?という所までくる

ガスつて見えなかったバットレスの岩壁がガスの切れ間から時々目の前に見れる

下部岩壁が日前に見えたので ここをつめればいいのかな ?なんて話しながら

取付まで行かずに戻る(これが明 日の失敗になる(苦笑))

デポした荷物を回収し 白根御池に戻る途中降りだした土砂降りの中 ガヽ屋に到着

あまりの土砂降り&明 日の天気予報が雨という事で このまま戻るか ?という話も出たが

「明 日朝降つてるかどうか確認するまで帰りたくない」の私の一言でやつとテント設営

夕食を食べ 明 日朝は早いのですぐに寝付く

8月 1日 深夜2:00前 勅使河原さんの「星が出てる…・」の声に目を覚ます

満天の星…… 流れ星まで見る事ができた事に大感激…・

どうせ起きたし いつ雨が降り出すか解らないから もう出発しようという事で早々に2:10頃出発

時間帯のせいか お腹空いてるせいか 私はかなリバテ気味 勅使河原さんに気合を入れられ

ながら C沢をつめ

5:00朝 日を浴びた下部岩壁が日の前に……ところがつ

足元に雪渓の急斜面が・…・ 冬装備がない私達は 無理して雪渓のトラバースを断念 雪渓沿

いに下りる事にする…

結局かなり下り 雪渓の下を潜れそうな所があつたのでそこを潜り また取り付きに向かつて登る

最初からバットレス沢をつめれば良かった事が判明 昨 日の下見の甘さがちょつと悔やまれる…・



1時間ロスして6:00やっとBガリー取り付きに到着 後続パーティがいたがとりあえず1番のり

最後まで追いつかれる事なく先頭をキープできてよかつた

ここにも雪渓がある…… たぶんあそこかな?と思われる取り付きは雪渓の上… `

1ピッチ ロ 6:05勅使河原さんリード 雪渓があるので正規の取付点よりかなり手前から

取り付いたためのため残置支点などはなく…・いきなリカムを使用 なくてもいいと言われたけど

その後も何度が使用 持つてきてよかつた    クラックを30mロープを伸ばして

ピッチを切るはずだつたが 結局トラバースを経たため50mロープをのばしても 届かず

クラックを登りきる前にピッチを切る

2ピッチロ 6:40鈴木リード 残りのクラックからカンテ上

記念すべきバットレス初リードはなんなくこなす

3ピッチ ロ 7:10勅使河原さんリード 凹状部を経て緩傾斜帯を 4尾根取り付きに向かつて
コンテで左上する ここを横切るルートは何本かあつたのか ?

自分達は1番踏み後の濃いルートを選択

Cガリーにでるとまたまた雪渓…・本来はCガリー沿いに登れば多少 簡単だつたと思われるが

ここでもロープを出す事に……

4ピッチ ロ 勅使河原さんリード 雪渓の左岩壁をロープを50mいっぱいだして取り付きテラス前

のスラブ帯下部ヘ

5ピッチロ スラブ帯がびしょぬれで 気分が萎えた私は右から登ろうとしたが 最初の支′点を取る

前にスタンスの岩が崩れ ひるんでしまい ここで無理して時間を掛けても仕方ないと

勅使河原さんにびしょぬれのスラブをリードしてもらう 途中安定した所でピッチを切つて

6ピッチロ あそこがテラスかな?と思う所までほんの少し 私がリードして

かなり広めの取り付きテラスに付く やつと4尾根に取り付ける…・

7ピッチロ 9:05勅使河原さんリード クラック～スラブを登る フォローで登つたがクラックに

フットジャムがきまるものの痛くて 難しさ倍増 (汗 )

8ピッチ ロ 9130鈴木リード 草付き混じりのフェースを35mロープを伸ばす

なんてことないフェースだが 途中からロープが異様に重くなる

どうやらクラックにはさまつた模様で どうにもこうにも重過ぎる 手でひつぱつて…・登る・・・

を繰り返しなんとか 35m伸ばしピッチを切る

支点ビレイでは たぶんロープをひっぱるのがかなり大変かも?と思つたのと 次へのスピードUP
も図れるので 初めてアルパインでボディビレイをする その方が引つかかつて重くなったロープ

を身体全体でひっぱれたので多少スムーズにいけたと思う その後も何度かボディビレイする

9ピッチロ 10:00勅使河原さんリード 白い岩のクラックからリッジ状ヘ

10ピッチ ロ 10:20 鈴木リード フェースから第一のコル～第二のコルヘ 第一のコルは

これかな?と思うほど狭い 第二のコルに支点があつたため やはリアレだったのかと思うほどに

感じられた

11ピッチ ロ 10:30勅使河原さんリード 三角形の垂壁～リッジ状をつめる 三角形の垂壁は

フリーにすればなんてことないのだが ザックを背負いまわりの高度感もあいまって

難易度がました感じ(汗)  マッチ箱の懸垂地点に到着

懸垂の支点は2つあつたが ハーケンではなくリングボルトの方を選択

そこそこ手際よく懸垂のセットができたと自分では思う

11:15鈴木が先に 12ピッチ ロ取り付きまで 懸垂下降する

12ピッチ ロ 11130勅使河原さんリード 途中まで懸垂した壁を右にさわりながら

その後 リッジ状をつめる  枯れ木のテラスまで50M伸ばして1ピッチでもいけるとあつたが

実際は1歩及ばず 手前の岩角でピッチを切る



13ピッチ ロ 12:00鈴木リード 枯れ木のテラスまでちょつと登るが その先の岩の割 目を

飛び越える所が見えて それにひるんで ピッチを切つてしまう

14ピッチロ 12,15勅使河原さんリード 岩の割 目越えは下から見たとおり やはり怖かつた

15ピッチ ロ 12:45鈴木リードでハイマツ帯…・終了点ヘ

13:00終了点到着 !!!! 無事登攀部を登りきる

空が怪しくなってきたので 早々に片付けて 山頂へ向かう

13:40北岳山頂へ到着 !! 夢の北岳バットレスを登れたお礼を 勅使河原さんに

握手と共に一言…・雨がぱらついてきたので早々に自根御池に向かい下山…・

途中またもスゴイ土砂降り・…0雷もなりだしたので 肩ノ小屋で停滞する

雷の音が段々遠のいてきたので 雨の中下山を続け 15:30頃テントに到着 !

ビールで乾杯し 就寝

8月 2日 5:00前後頃 ?起 床

朝ご飯を食べ 6:00下山開始 鳳凰三山を眺めながら 7:30広河原下山

8:00発の乗り合いタクシーに乗り 芦安駐車場へ…・

温泉にはいったら 3日 で なんと6キロ近く痩せていてビックリ!!

帰りは下道でのんびり・…という事で途中 甲州名物「ほうとう」で早めのランチで お腹も満足

更に途中道の駅にて「行者にんにくソフトクリーム !?」 なる物を体験し

無事帰宅とあいなりました

今回 想像以上雪渓が残つていた事や この不安定の天気の中 1日 の午前中 登攀時だけ

晴れるという 奇跡的な天候に恵まれ 良かれ悪しかれ 想定外の事を体験し

アルパインの難しさを体験できた

なかなか思い切つた登攀が自分では できなかつた事を反省

私的にはいろんな課題ができたが 今後 1つ 1克服すべく精進して行きたいと思う

いつか後輩を連れて行ってあげるようになりたい

最後に 勅使河原さん 昨年からお願いし続けて 準備山行から 装備 スケジュール相談に至

るまで 大変お世話になりました ありがとうございました


