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丹沢で面白い話といえば・・・

丹沢はははは全山爆撃
関東地方に就職した後、お登りさんとし
て名所を訪ねる事が楽しみの一つでした。
その頃は東京近郊で働いていたので、奥多
摩へのハイキング用に、靴・ザック・雨具
等を用意していました。後に丹沢も有名だ
と知り、ユ ーシン を中 心に雨山峠 、塔ノ 岳、
丹沢山、蛭ケ岳と、主脈の一周を考えまし
た。登山地図を読むと、どうやら一泊する
必要があると判明。友達と私はオートキャ
ンプ用の四千円という安物テントと、ブル
ーシートをフライシート用に購入し、ユー
シンまで車で乗り付けました。
考えてみれば、兵庫県や京都府にいた頃
は、ハイキングといっても雨具も持たずに
必ず晴天の日を選び、物見遊山していた程
度。就職後は経済力が付いたとはいえ、テ
ント用に発売されてまだ１０年のゴアテッ
クスは高嶺の花で、ゴム引きに近い雨具で
しのいでいました。
安いけれども思い装備を背負い、雨山峠
から鍋割山の辺りまで辿り着きました。小
屋も固有名詞ではなく、幾つかある小屋の
一つといった程度の認識しかありませんで
した。

どの辺りでしたでしょうか、突然、背後
で小屋に泊まっている我々は、場違いだっ
の薮から、おじさんが現れたのです。そし
たに違いありません。
て、
「君たち、丹沢は全山爆撃なのを知らんの
か」と言われたのです。
「爆撃ですか？」我々が問い返すと、
「違う、幕営（ばくえい）だ、テントを張
る野営の事だ。丹沢は全山幕営禁止なのだ
よ」と教えてくれました（丹沢は国定公園
で保護されています）。
登山用語を聞き間違えるくらい、我々は
何も知らなかったのです。そして、銀マッ
トを持ち、一見してテント山行とわかる自
分たちの格 好に気 づき 、赤面した のでし た。
同時に、小屋泊まりとなれば重い荷物を苦
労して担ぎ上げた意味が全く無くなるとい
う衝撃も味わいました。
山小屋に泊まる費用を予定していなかっ
た我々は、おじさんの指摘を素直に受け入
れる事がで きませ んで した。塔ノ 岳を過 ぎ、
暗くなったらビバークしてしまう構えを見
破ったおじさんは、我々の後から執拗につ
いて来るのです。
そして遂に塔ノ岳までご一緒することと
なり、重い荷物に負けて一泊する事を決め
（１９８６年、尊仏山荘の改装工事）
たのでした。
これが私 にとっ て初 めての山小 屋でし た。
テント禁止の山域で、明らかにテント装備
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当時、塔ノ岳にある日の出山荘が運営さ
れていたか定かではありませんが、塗装の
緑色が鮮やかで、田舎の山にはない山小屋
が二つも備わっているすばらしい山なのだ
と感じました。当時の尊仏山荘は改装工事
中で、泊まったのは横に残ったスレート葺
きの平屋で二段式かいこ棚だったと記憶し
ています。
爆撃といえば、キューハ沢に米軍の爆撃
機が墜落した残骸のエンジンが今でも見ら
れるそうです。あの時のおじさん、お元気
でしょうか。丹沢山・みやま山荘の写真も
載せておきます。

都会のののの方方方方がががが豊豊豊豊かな自然？？？？
話が前後しますが、東京にいたころ初め
て奥多摩へハイキングに行ったとき驚いた
のは、広葉樹林の存在でした。田舎で森林
といえば、ことごとく植林されていて、杉
とヒノキの暗い林ばかり。あとは柿や庭木
しか見たことの無かった私は、明るいブナ
林と、その下に広がる豊かな中低層の草木
に都会を感じたものです。
今から考えれば、田舎でも林業に向かな
い場所は、さすがにブナ林ではないにして
も、手つかずの薮山なのです。そんな所に
は用も無く、行った事がないだけだったの
です。丹沢も奥多摩も下のほうは林業に利
用されてお り、田 舎と 変わりない のです が、

みやま山荘）

私の主観的体験世界は、かくも狭かったの
です。

（当時の

それから

その後、引越しして神奈川県に住むこと
となりました。山登りは、そのころ道楽の
中の一つに位置づけていましたので、年に
何回か大きな山に登ることができればよい
と思っていました。あの重いテントとブル
ーシートで５月の尾瀬、夏の白馬縦走、立
山と、妻といっしょに歩きました。
子育ての頃は大変で、山へ行くことはあ
りませんでした。それでも運動不足解消の
ため、日帰りで丹沢へ出かけるようになり
ました。

丹沢の沢へは知人と時々行く程度でした
が、その人が山を卒業してしまい、単独か
山岳会に所 属する かの 選択を迫ら れまし た。
結局、両方やってみて、思いたった日に
行ける単独スタイルがほとんどとなってい
ます。安全のため、リードする事にはこだ
わらず、トップロープにしています。滑る
ので、無理をしても危険なだけです。
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本当はははは怖怖怖怖いいいい丹沢
ＨＰで丹沢を紹介する私ですが、やはり
アウトドアには、それなりの危険があるも
のです。たいていは何事も無く帰ってこら
れるのですが、運悪く帰ってこられなかっ
た方もおられるのです。後悔しないために
は装備・計画・体力・技術・システムが必
要です。ただ、行程が長いだけに、隙の入
り込む余地は多いのです。
できるだけ、自分を笑ってもらいたいと
ころですが、事例となると、どうしても他
人様の話に及んでしまいます。お許しくだ
さい。

持病で倒れたのか、倒れて打ち所が悪か
ったのか、大倉尾根を下っていると倒れた
人に声をかけている人がいました。
倒れた人は目を開けたまま、全く動かな
いので、これは危ないと思って状況を聞い
たところ、 呼吸も 心臓 も停止して いる様 子。
これは大変だ、心臓マッサージと人工呼吸
をせねばと思いました。
偶然、すぐ後に救急救命士の方が降りて
きており、即座にプロへお任せしました。
私は言われるままに足を上下させて血液を
心肺の方へ送る係りになりました。斜面で
はなかなか姿勢が安定しませんが、上下方
向に寝かせ、下側の足を持ち上げて蘇生を
試みました。
救命士は手ぬぐいを介して呼気を送って
おられまし た。似 た職 業の知り合 いがい て、
後で聞きましたところ、人工呼吸での感染
リスクを避けるため、現場で職業的に人工
呼吸をする人は、口と口の間に専用のパイ
プをあてがうそうです。
大きな声で名前を呼びかけながら蘇生を
試みました が、瞳 孔が 少し変化し ただけ で、
残念ながら蘇生しませんでした。私は途中
で解放させていただきましたが、結局ヘリ
コプターを呼んで、ご遺体を運搬して頂い
たようです。

後で同じところを通ったとき、花が供え
てありました。
おくやみ申し上げます。

丹沢でも、何箇所かひっそりと遭難碑が
あったりします（尾根道には見当たらな
い）。遭難の多い山では、これ以上遭難碑
を建てない よう指 導さ れているよ うです が、
丹沢もきっとそうなのでしょう。古い遭難
碑が、気を抜かないよう無言の指導標とな
っています。そういう意味で、たいへんあ
りがたいです。場所を明らかにする目印に
もなります。
山岳会で も、事 故の 教訓を聞か されま す。
アルパインクライミングを行う山岳会の多
くが死亡事故を経験しているようです。極
限において、どのスポーツでも勝利と健康
は必ずしも一致しないものです。山は特に
リスク管理、つまり遭難対策費用や体制、
万一の場合の計画を明確にしておく必要が
あり、山岳会の意義があるのです。それが
できない個人や同好会は、アルピニズムを
採用すべきではないという事です。

私の場合、まあ大丈夫だろうという範囲
で、その要素を楽しむ事にしています（本
当に大丈夫なのかがリスクです）。
事故の話は、いくらでもありますので、
この辺にしておきましょう。
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怪談
ある夏の日、水無川の本谷を遡行しよう
と、戸沢林道から本谷右岸を一人で歩いて
いました。その日は雨が降りそうで暗く、
増水した場 合のエ スケ ープルート が厳し い。
そこで、Ｆ１まで行って判断し、引き返し
て懸垂岩に変更する選択肢を思い描いてい
ました。
大倉から歩くとおなかがすくので、少し
行動食を食べました。谷底なので、振り返
ると茂った木の下は真っ暗で何も見えませ
ん。
その時です、闇を背後にして岩の上に何
か白いものが立ち昇りはじめました。
「うわーっ！」心の中で叫びました。
中央が太く両側に２本、棒状の白いもの
が、揺れながら、しだいに長く上に伸びて
いきます。すると、
「こんにちは」
帽子とザックの登山者が現れました。暗
いので、シャツの胴体と腕だけが見えてい
たのでした。
目を丸く し、パ ンを 口にしたま まの私 は、
一般ルートを聞かれて、再びおどろきまし
た。この辺りは昔、鉱山があったそうで、
当時の道かトロッコ跡が登山道に見えるの
です。それを一般道と間違えて登ってこら
れたのです。それにしても、途中は道が無

い所もあり、道ではない旨の標識が必要な
のかもしれません。

自然へのインパクト
沢ルートは岩が多く、植物を傷つけるこ
とが少ないのですが、薮こぎになると、か
なり環境へのインパクトがある登山形態と
なってしまいます。ただ、登る人数が限ら
れているので問題にされていないだけだと
思います。獣道を人間が利用するくらいで
すから、鹿の採食も含めた自然発生するイ
ンパクトに比べて少ないと言い聞かせなが
ら歩いています。
そんな登り方をしておきながら、尾根道
で登山道を外れて歩く人に向かって、登山
道を歩くようお願いする私です。根まで傷
んでしまうと、土が雨に流され、侵食が進
んでしまうからなのです。
人のことを言えた自分ではないですが、
罪ほろぼしと自称してお願いしています。
かつて丹沢ゴミひらいや、最近は自治体か
ら委嘱されたボランティア活動で罪ほろぼ
しをしているつもりです。

コックちゃんのＨＰには、次のようなコ
ンテンツも ありま す。 読んでみて くださ い。
「その他」のページに自分の話で
・怖～い話（こっちは本物の怪談）
・やっぱり中岳沢は怖い（雪崩）
「沢」のページに
・くちびるから夢を（事故の劇画）

２００９年５月、２０１１年１月

「コックちゃんマガジン」は主観的な体
験世界を表現しており、誇張や事実の無
視などによる一方的な見解を楽しむ読み
物です。
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