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同名の柱状石理群に行く。柱状石理は溶岩がゆつくりと固まる時に出来る断面が6角 形の柱状の岩石で、日本に

もある。僕は世界遺産に成つている物をLdandで 見ている事もあり、また何よりも今回の最大の目的は踏破で

あるので、そちらに行かず、真つ直ぐに南を目指す。問もなく500メ ー トルほど下方にそれらしい物が見えて

くる。垂直に立ち上がった岩石群で傍で見れば更に素晴らしいに違いない。

今日はどんな景色が見られるのかを楽しみでルンルン気分で下つて行く。道は経石の砕けた細かい砂で、以前

にも増して歩くと挨がでる。Rainbow滝 の分岐を確認 して更に下つて行く。この辺りは道幅も広く、沢山の人が

いる。中には街中と殆ど変らない恰好の人も居る。前方には焼け残つた黒い立ち木が残って居る広大な山の斜面

が見える。前を歩いていた男女の2人 組が熊が居るという。焼け跡で殆ど植生の残つていない見通 しの良い所で

熊が道を横切り悠々と歩いている。大きくは無いが人間は丸で眼中に無いようだ。

更に左右の焼け跡を見ながら谷合を緩やかに下つて行く。1992年 落雷により広範囲に渡る山火事の後で焼

け跡は何キロにも渡つて続く。カツフォルニアは山火事と地震で有名な所で、山火事はこの辺りだけでも年間4

00-500件 起るそうだ。多くの場合、人命や人家に影響がない場合は消火せず、自然に任せるのだという。

これから先も殆ど全行程に渡つて火事の痕跡を見ることになる。それは炭化した立ち木や倒れた木に見られ、ま

た辛うじて生き延びた木の幹に残る焼け跡にも見られる。こうして生き残った巨木を見ると、自然の生命力の偉

大さに緒愕と感動を覚える。

相当下つた後キツイ登りに差し掛かり間も無く、工事をしている男女に出会う。山の中の重労働に女性も従事

しているのである。この先も何組かの作業グループに出会つた。彼らは一切機械は使わず、昔ながらの道具で山

道の整備をしているのである。お礼を述べ通り過ぎる。

代分降りて来たので雪は無いが景色は素晴らしく、花も締麗だ。途中右手に大きな川が流れて居 り、川の傍の

高 針に大きなテントが幾つか見える。釣り人達の物と思い通り過ぎる。更に ドン ドン下つて行く。こんなに降る

訳 ドない。随分長い問分岐の表示を見て居ない。何かおかしい。薄葉さんと荷物を残 して、最後の工事現場まで

戻 り、確認する事にする。自分たちの現在位置が地図上でも確認出来ない程、歩き過ぎたのだ。工事現場には4

人 まど居たが、JMTか らは大きく逸れており、11キ ロ余り戻る必要があるという。時間は3時 を過ぎており、

そ こまで戻るのは無理なので途中で泊る必要があるともいう。僕の持っている地図の範囲外に来ており、現在地

の めかる別の地図を呉れた。Camp地 はどこが良いだろうと尋ねると、兎に角荷物を持つてここまで戻つて来

い という。急いでまた下り、荷物を持って戻ると、一人だけが待つていた。他の連中は皆作業を終えて帰つてし

ま ったのだ。残つていた男は、C a III p地は3キ ロほど戻つた道の左手の業の中で分かり難いので、目印の石を

置 r てヽ行くからと言つて先に行つてしまつた。言われた通り進んで行くと、其れらしい石が見つかり、叢を入つ

て 行くと上等のCamp場 があつた。

例日に2度 の失敗をして反省をし、分岐地点の確認は不可欠としていたが、その後3日 間問題をおこしてない

ので、この基本を忘れて居たのだ。モット手前で工事の人や、行き会った人に尋ねるべきであつた。往復 22キ

ロ余り、丸一日分を失つたことになるが、起こつて仕舞つたことは取り返しが出来ない。回り道をし、御負の観

光をしたと思えばいい。今後何日か掛けて、日程を合わせるしかない。

C a IIl pに着くと程なく,4頭の騒馬を連れた馬方が馬に乗つて通り過ぎた。馬糞はよく見たが実際に馬と照馬

を見たのはこれが初めてだ。これらの馬はこの道を歩く人の為の食糧などを運んでいるのだ。今日のC alnp地

は不明、達成距離は0。

仁8月 11巴 r昨 日来た道を戻り出す。3キ ロ程戻ると昨日見たテント村がある。釣 り人のテントでは無く、エ

事の作業者用の物であつた。 10人 余りの作業者が揃いの作業者を着て、準備体操をしていた。 100メ ー トル

程離れて居り、向こうで気が付いたかどうかは分からないが、大声で感謝を述べ、手を振つてその場を離れ、先

を急ぐ。

今回の山行計画では同じ道を2度 通る所はMt.Whitney真 下から2キ ロ強、往復4.5キ ロのみであ

つた。不注意で道に迷い、これ程長く同じ所を歩くことは全くの想定外である。愚痴つていてもしょうがないの

で、同じ景色でも反対方向から見ると、変わつて見える等と思い、登つて行く。思い掛けず中くらいの鹿に出会

う。耳が非常に大きく角は無い。じつとこちらを見ていた。

広大な山火事の広がり見えると、本来の JMTは そう遠くない。程なく、昨日の馬方と廓馬の群れに出会う。

馬の来た方に暫く進むとJMTの 分岐が確認出来だ。

昨日この先に分岐で良く注意していれば、ここは間違う筈のない場所であつた。地図を見れば南東に進みしか

も登りとなる所である。昨日我々はこの前の分岐で直進略真南に下つて行つてしまったのだ。

起こつて仕舞つたことはしょうが無い。ここからが今日の始まりだ。遅れは何日か掛けて取り戻せば良い。挨

の多い道を登つて行く。小川を4つ ほど渡ると坂がきつくなる。赤茶色で円錐形をした頂部が丸い出が2つ 見え

てくる。Red Conesと 呼ばれている山で明らかに火山であり、噴火の跡と思われるクレーターが側面に

見える。

暫し針案樹の中を歩く。樹木の無い日の当たる所は緑が美しく、締麗な花が咲いている。周りに見える山は殆

とが火山で22万 年から300万 万年前に出来た山で、Sierra Nevadaの 大部分を占める花問岩の

出と比べると選かに新 しい。辺りの地名も、Crater MeadOw等 火山に由来する名前が付いて居る。
正規の JMTに 戻つてから2時 間半程で分水嶺 (2810m)に 出る。ここはMadera― Fresnoの

岩境でもある。山はまた隆起した花簡岩出できている。(この水系の移動距離、36Km,登 り下りの合計、+
1219m、 -1524m)

新しい水系に入り1時 間程歩き野営することにする。モット歩けるが、この先登りとなり、Camp地 が少な
しからだ。D e e r Creekの 分岐点。標高は2774m、 累積距離 :103.5キ ロ。

2日 掛かつて 13キ ロしか前進出来なかった事になる。道に迷つて失った距離は1.5日 分に相当する。計画
Kの余裕は3日 あるので、それ程焦らずに少しずつ遅れを取り戻すしかない。最悪全く取り戻せなくとも、何と
力このまま行けば日程内で踏破は出来る。
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E重 巨王互亘]テ
ン トを張つた所は平らな岩の上に砂の溜まつた所であり周 りにはあま り木の無い所であつた。

ここで初めてガスバーナーを使い御湯を沸かし、朝食を取る。陽が登りだし、山頂が映え上がる。

歩き出すと直ぐに川を渡り、九十九折れを登つて行く。針葉樹が疎らに生えており、日の当たる地面には色々

な花が白い岩の間に咲いている。岩石の色が変わり出す。大山性岩石から又花問岩帯に入つてきたのだ。山道は

乾いており、歩くと挨が舞上がる。幾つかの川を渡り、ほぼ3時 間登って行く。高度は3000mを 超えている。

其の先上り下りを繰 り返 し、徐々に高度を上げて行く。疎らに針葉樹の生えた山道は美しく、森林浴をしている

気分になる。湖、渓流、滝も彼方此方に現れ、飽きることが無い。毎日が美しい自然の造形を指能出来る歩きだ。

急峻な絶壁の下には大量の岩鎌が見られるが、それらは氷堆石では無く、岩石氷河だという。この深部にある氷

は今までの氷より更に古い可能性があるそうだ。

前方に雪の山が見えてくる。あの山の何処かの鞍部が今日超えるSilver峠 であろう。可なりの幅の川を

渡る。流れは緩やかで、大きな石伝いに渡られた。川を超えると直ぐ雪がある。念々峠を目指して雪渓を歩く。

Silver峠 (3277m)を 超えると、別の水系になる。(この水系の移動距離、27.7Km,登 り下り

の合計、キ1326m、 -853m)歩 き難い九十九折れの急斜面を用心しながら下る。同名の湖に出る前に緩

やかな下りとなる。今日は随分歩いた、出来るだけ低い所まで行きたい。大きな花岡岩の大地を歩き、美しい滝

に見とれる。

共の先は厳しい九十九折れと、激流の渡河がある。 2つ 目の川を波つた後、野営することにする。幾つかのテ

ントが張られており、空いている所を見つける。条件は似たりよつたりだ。今日初めて周りに人のいる所で寝る

ことになる。薄暗く成りかけていたが、薄葉さんは釣りに出かける。許可証は入山後 10日 間となっているので、

ウズウズしていたのであろう。今までも魚が見える川や湖を見てきているので、良く我慢したものだ。歩くこと

が先決で釣りの余裕が無かつたのであろう。僅かな間に3匹 ほど釣つてきた。木の枝に刺し、焼いて食べた。釣

りたての虹船は微妙な香 りがあつて美味しい。

歩き出してから丸 1週 間今までに無い疲れを感 じた。川からバケツに水を汲んでテン トまで運ぶ石だらけの不

整地を歩いていると、ヨロヨロし、脚元が定かでないのだ。バケツの水は精々8キ ロ足らずだ。疲れた証拠と考

えて、それなりの注意をしなければならない。薄葉さんも腰の不調を訴えて居り、お互いに身を労わつて、最後

まで動き続けられる様にしなければ成らない。

Mott Lake分 岐点、標高2737m、 累積距離 135,7キ ロ

四
歩き出すと直3輸 麗な花が途のm4 R l lに咲いている。黄色いユカま他でな見たことが無い。今日

も新しい景色を見ることが出来るのだ。ジグザグの道を下つて行くと、雪崩の跡があり、小さな木しか生えて居

ない。度々雪崩が起こる所の様だ。渡河も何回かある。歩いていると絶えず水の流れる音が聞こえる。それは直

ぐ傍の花簡岩の一枚板を流れる水音であったり、見えない遠くからの滝の音である。出発一時間ほどで、4人 組

の若者が追い抜いて行く。彼らとは何回か前後しており顔見知りだ。この先でEdison湖 をFreeyで 渡

り、食料補給の為急いでいるだという。

出発から3キ ロ程は下りで、その後は長い登りとなる。5キ ロで高度が600m高 くなる登りだ。こちらの九

十九折れは非常に大きく、長い所では500mほ ど同じ方向に登つて行き、そこで向きを変えまた登つていく。

傾斜は馬が歩ける様に作つてあり、四つん這いで登る様な傾斜は無い。 1041

ジグザグと急な斜面を登つて行くと珍しい花が咲いている。動物の糞も時折見かける。熊の業はそれと分かる

が、毛の混じつた物はCoyoteの 様な肉食動物の物であろうか?リ スも彼方此方で見かける。木に登らず地

べたで生きている様だ。略登り切る辺りにBear Ridge Junction(熊 尾根分岐点)が ある。

其の後は5キ ロほど下り、また登り出す。右手下方に流れる川はBear creckの 名が付いて居る。この

他地図を見るとBear Twin Lakesの 表記があり、この辺、りは熊の多い所の様だ。 Bear

Creeと の分岐点からはまた登りとなる。同名の川に沿つて登つて行く。Upper Bear Creek

Meadowは 締麗なお花畑であつた。

幾つもの小さい川を渡り徐々に登つて行く。Meadowも 2つ 通り過ぎる。ここの花も綺麗だ。Mea―

dowと は比較的平地で水が豊かで草の生え茂つた場所をいう。草地なので放牧に良く使われる。元々JMTが

整備された原因を探れば、移動式放牧に行きつく。 JIMの 中には今でも放牧が認められている所もあるが、そ

れらは良く管理されており、再生の為の休養地等の看板を目にする。この先も次の分水嶺までは登りであり、あ

まり高度の高くならない内にCamp地 を探す。Rose Lakeの 分岐点にCamp地 があり、火も焚ける

ので、ここに決める。他の人たちのテントもあり、万一熊が出ても心強い。

今日もまた虹館にありつけて有難い。之がここでの唯一の生鮮食品だ。鮮度は飛び切りに良い。僅かな時間で

はあるが、釣つる間に滅茶苦茶に蚊に指されると言う。

明日は念々距離的に中間点を超え後半部に入る。送つて置いた食料も受け取れる。残つている食料は少なくな

つているが、明日はまた熊缶に入らない程の食糧が補給できる。勿体無いが、余分な食料は焼却する以外にない。

熊や他の野生動物に人間の食べ物を与えることは厳に避けるべきなのだ。粉砕カリントウは全部焼却処分した。

初めて3000mを 超えた地点での野営で寒さ対策のため、何時もより多く重ね着をして寝袋に入る。持って

きた寝袋は軽さを優先したので零度までには対応出来ないのだ。時々は下着も水洗いし、体も拭いたりしている

が、日本ではこの程度では、寝袋に入つた時ベ トツキ感が間違いなく出るが、ここではそれは無い。昼間は可な

り汗をかいているので、もつと不快感が出ても良いのだが、それが無く、有難い。空気が非常に乾燥しているか

らなのであろう。

Rose Lakeの 分岐。標高3059m、 累積距離 :158.2キ ロ。

)石羽 14日 1少 し登つて行くとRose湖 が右手前方に見えて来る。更に行くと、左手にMarie湖 が見

える。昨日超えたSilver峠 より若干高いSelden峠 は近い。Marie湖 の西岸を暫く歩くと傾斜は

一層きつくなる。気にする程の雪はなく峠越えが出来た。最初の峠からは100キ ロ以上高に来ているからかも

しれない。Selden峠 3319m、 この水系での移動距離32.5Km,上 り下りの合計、+131lm、 -128

0m。

やや急な坂を降りて行くとHeartの 形をした湖が見える。其の東岸を歩き更に下つて行 く。程なく

Salie Keyes Lakesと 名付けられた双子の様な湖があり、その真ん中を通り、更に南下する。

大きく蛇行しながらの登りで、Sengar川 の川越もある。更に下つて行くと急な山の斜面を大きくジグザグ

しながら下つていく。

傾斜がなだらかに成ると、右下に大きな川が見える。San JOaquin川 である。Meadow状 の所

も多く、花も奇麗だ。荷物も今 日が一番軽くなっており、快調に歩を進める。問も無く食料の補給が出来る

Muir Trail Ranchに 着く。ここは僅かな寄り道で補給の出来る場所で、ほぼ中間点にあるので

好都合だ。

ここで食料が届いていないことが分かり、PT然とする。食料はバケツに入つた物が大量にここに運び込まれて

いる。全部探したが自分達の物は無い。管理をしている御姿さんがコンピューターで所在を調べて呉れたが,モ

ノが何処にあるかすら分からない。悪いことは重なるもので、日曜日なので郵便局とも連絡が付かないのだ。御

婆さんは心配する事無い、ちゃんと山を越えらる様にしてやるからと云い、一つのバケツを指さす。日本人の依

頼品だが期日までに現れず、既定の料金 も払つて居ないので処分しても良いと言う。勝手に開けて気に入つた物

を持つて行けという。開けてビックリ、僕の山歩きには全く不向きなものが沢山入つていた。其れでも薄葉さん

にはアルファー化米等が入つていたので其れなりに役には立った。


