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僕に向いた物は無いと言うと,他 のバケツを探せと傍のテントを指さす。 10個 程パケツがあり、それなりに

仕分けして食料が入つていた。取りに来なかつた人も多く居る様だ。好みの物は無いが、代替品で間に合わせる

しか無い。選択の基準はあくまでもカロツー :重量 ・嵩の比の少ない物だ。熊缶の空間に空隙が出来ない粒状の

物だ。粉末ココア、味付きの米や豆類の入つた物、ナッツ類、粒状に成つたおやつ、それにサラミツーセージで

あつた。何とかこれらを缶に余る程選んだ。

更に問題がもう一つあつた。送つたバケツの中には後半に必要な常備薬が入つているのだ。之が無いと腰にヘ

ルペスが出た場合大変な事になる。この旨を御婆さんに話すと、自分は元看護婦であったので事情は良くわかる、

郵便局に連絡を取り、山を下りてすぐ利用できるように、物をLone Pineの 郵便局に送る様に連絡をし

て置くと言つた。

補給が終われば直ぐに出発である。しかし、焦つていたのでここでも道を間違え、1つ 手前の小道を右に入つ

て行き、1時 間ほど大汗をかきながらあらぬ所を歩き回つた。冷静に成つて考えれば問違いに直ぐに気付く筈だ

つたが、四つん這いになって、大きな石を登つたりしたのだ。JMTは 馬が通れる様に出来ているのをモット早

く思い出すべきであつた。感違いに気づき引き返し、本来の道に戻つた。緩やかな登りが始まる。1時 間程歩き、

川を超えた所でCampす る。他の人のテントもあり、安心できる。

夕食時に困つた事が起こる。持ってきた食料は簡単には食える様に成らないのだ。山の携行食は短時間で食え

る状態になることも重要な要素だ。御湯を注ぎ、2-3分 、精々長くとも15分 位で食える様に成らなければ話

しには成らない。所が、代替品として貰つて来た物は ドレも通常の調理時間が必要な物ばかりであつたことを知

り、愕然とする。最初は知らないのでお湯を注いで、待った後日にしたが、コメなどは全く生のままで食えたも

のでは無かつた。時間の節約の為、夕方明朝のものも一緒に作ることした。最低 30分 調理にかかる。熊缶に入

り切れなし`食べ物は本に吊るす事にした。Puite Creek分 岐点、2456m、 累積距離 :177km

8月 15日 :今 日は終始登りで、次の峠を目指す。陽が差し出し、正面の山は白く舷いばかりだ。 30分 程す

ると、巨大な岩山が出道から立ち上がつている。この山道の名前でもあるJohn Muirの 名を関する岩塊

の山だ。右側にSゴ n JOaquinの 急流が見えて来る。花問岩の一枚板の上をWater Slider

の様に流れている様は圧巻である。小さなMeadOwを 通り、更に登つて行く。黒色の岩石も見られ火山の影

響を受けた地域はまだ終わつて居ない様だ。急な斜面で雪崩は頻繁に起こる様で途中には大規模な跡が見られた。

また氷河の産物、懸谷もよく見かける。

この様な岩だらけの土地にも大きな松が生えている。成長するに従い周りの岩を押しのけ様としても、叶わず、

幹が大きく岩に食い込んでいるものある。又この辺りも火事があつたらしく、幹の大半が炭化 した状態で生き続

けている木もある。生まれた所で何とか生き続けようとする、生物の生命力は計り知れない。驚異である。

ややあって水量が多く、自流となっているSan」 oaquin川 の鉄の橋を波りのその右岸に出る。この川

3ミJohn Muir自 然保護区とKings Canyon国 立公園の境である。

歩き出して初めて牧柵を見る。道を遮る柵が出て来たので最初は驚いた。しかしMeadowは ここが観光地

として管理される以前から、放牧地として使われていたのだ。高地で草の成長も遅いので、極期間を限つて今も

利用しているのであろう。簡単に開閉でき、通つた後は元通りにしておいた。

川を2つ 渡ると、九十九折れの登 りである。岩石の土地に疎らに生えた針葉樹の中を登つて行く。Ranger

Stationの表示を見たが何処にあるか分からずに通 り過ぎた。偶々後ろを振り返ると木立の中に小さな木造の小

屋があつた。出来るだけ自然への負荷を減らす為、必要最小限の建物としているのであろう。 Rangerの 仕事

は自然保護と山行者の安全であろうが、積極的に山行者と接触する意図は無いようだ。StatOnの 傍の山道にそ

こを通過する人や馬の数を確認する為に記帳する様に紙が用意されていた。

又大きな岩が物の見事に真っ二つ割れているのもある。風Tヒの過程である時突然割れるのだろうか?雪 崩とか

土石流の現象は我々も知っているが、岩石流という現象がある事はこの年にになって初めて知った。お恥ずかし

い話だ。実はモット注意していれば、何年か前に知り得たのだ。Norwayの Fjordは 隆起した岩盤を氷

河が削った後跡である。数年前Swedenの 友達とNorway北 部に釣りに行つた時、岩山の大崩落跡を見

ている。大音響と共に瞬時に崩れ落ちたという。その時は現象のみを見て何故それが起こつたかには考えが及ば

なく、そのままになつていた。

岩石流は雪崩や土石流と同じ様に、岩盤内のある面が重力に抗 し切れす滑り出す現象だという。予測は非常に

難しく、ある時突然崩落が起こるという。最少にみてきたHalf Domeな どもこれにより、釣鐘を真つ二

つに割つた姿に成つたのではなかろうか?

San 」 Oaquin川 に沿つて登つており、それに注ぎ込む支流の数も多く,そ の都度、川越がある。橋

がある場合もあるが、丸太や石伝いを渡つたり、靴を脱いで渡つたりする。周 り道をして渡り易い所を渡る。大

事な事は安全第一だ。

2時 間程登り川から離れ、ジグザグに登り、Evolution Valley(進 化谷)に 入り進化川沿い

に緩やかに登る。この谷も水の豊かな所で、Evolution川 に注ぎ込む支流の川越がある。Meadow

も沢山あり緑が鮮やかだ。色々な草花に混じり、薄紫の花の咲く韮類もある。背丈が高く葉の幅もlcm程 ある。

摘まんで食べると可なり辛い。又時期が遅い為が、中々回い。生の野菜は10日 以上食べて居ないので、時々食

べた。川沿いに3時 間余り歩くと、また急な九十九折れに成る。この手前でDarwinの 名を関した峰が右手

に見える。

雪渓を登るとEvolution湖 で、湖面の高さは3256mあ る。長さ約 1キ ロの湖の北岸から東岸に沿

つて歩き、その南端の流水日で渡河する。そこから更に登つた所の緩やかな流れの傍に設営地を探す。花聞岩盤

の土地で砂地は少ないが、何とかテントの張れる砂地を探すことが出来た。流れの緩やかな川の傍にの僅かな砂

地の上であった。寒くなつているが、流れで体を洗い、洗濯をし、石の上に干す。今日も魚が釣れたが火は焚け

ないので、水煮をした。新鮮であれば調理法はどうでも良いのだ。

今日の景色も索晴らしいかつた。峠を越えて下がつた所で宿泊したかつたが、荷物も重くなつており、予定の

距離を歩いた所にテントを張はつた。Evolution Lake入 り日、3308m、 累積距離 ;197,

lkm

標高が高いので朝は寒い。動いていない水は凍つている。谷合を徐々に登つて行く。両側の山に

は雪が見える。氷河の作つた大小の湖沼が無数にある所だ。昨日から今歩いている辺りも壮大な氷河活動の跡だ

という。気が付かなかつたが進化谷そのものが懸谷で、氷河の本流であつたGoddard渓 谷やMcCee湖

への入り日はより深く挟り取られて段差が出来ているという。

流れに沿つて登つて行くと、Sapphire湖 、名無し湖 [地図には名前が我つていない]、Wanda湖 、

第二名無湖の岸を通 りる。この辺りの出の名前には進化論に貢献した学者の名前が幾つか付けられている。又こ

の辺りから岩石の色が黒くなりだす。黒色のピラミッド状の山はMt.Goddard。

Mcdermand湖 を左に見て、 更 に登つて行くとモルモットが石の上で日向ぼっこをしていた。その先

で傾斜がややきつくなる。ゴロゴロ大きな岩塊のある道で歩きにくい。雪渓も見えているが中々辿り着かない。

暫くすると案内書に出ている石室らしきものが見えてくるが,確 信は持てない。 1キ ロ程先の様だ。傾斜はそ

れ程きつくないが、歩き難い道と雪渓の為進みは遅々として、中々小屋らしい物に近づかない。荷物と低酸素の

為歩みは鈍くなっているのだ。其れでも前進を続け、小屋に近づいて行く。
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やつと小屋に辿り着き、中に入つてみる。人角形の建物で屋根も含め全てこの辺にある石を使つて作られてい

る。緊急避難小屋で風雪に長く耐えてきた建物で、一面には暖炉があり火が焚ける様になっているが、この辺に

燃料となる木は無い。真ん中は空間となっており周りは腰掛になっている。この腰掛や真ん中の空間を利用すれ

ば、20人 程度は寝ることが出来よう。更に少し登つた所がMuir峠 、3652m、 である。今までで一番高

い峠の分水嶺である。峠に辿り着けば一安心と思う人は多く、何人かの人と頂上で会い言葉を交わす。Mexi

co国 境からPCTに 沿つて遣つてきた男も居り、雪の降る前にCanada国 境まで行きつけそうも無いと言

つていた。皆思い思いの歩きをしているのだ。Mu士 峠 3652m、 この水系での移動距離42.4Km,上 り下

りの合計、+1494m、 -1158m。

峠からの眺めは素晴らしい。特に進行方向は視界が開けて居り、幾つもの湖が見える。下りに入るとややキツ

イ九十九折れとなる。雪が多く残つて居 り、注意しながら進む。傾斜がなだらかに成るとHelen湖 でその南

西岸を通り、緩や力寸こ降りて行く。ヘレン湖 (これと峠の反対にあるWanda湖 は Muirの 娘の名)の 先 2キ ロ

ほどの間にも幾つかの無名湖がある。

雪解け水が出て歩き難い所も多く、また渡河も何か所もある。周りに雪が無くなると樹林帯となる。歩いてい

るのはLe Conte Canyonで 彼方此方にMeadowが ある。疎らな村林帯と Meadowを 交互に

歩くような感じで、ドン ドン降りていく。左手に流れている川はKings川 の上流である。峠から2時 間半下ると

Big Pete Meadowと Little Pete Medowがあるが、この間 1キ ロは気の荒い熊が多いと案内書にあったが、熊を

みることは無かった。2500m近 くまで一旦下り、又登り出すことになる。これから暫くは毎日この繰り返し

になる。雄大な山、家快な激流、綺麗な車花を見るにはこれ以外方法は無い。

予定の Camp地 のヤヤ手前で激流下りを楽しむ人たちにあう。ここを訪れる人は山を歩く人達だけでなく、釣

り人に加え、彼らの様に激流下りを楽しむ人もいるのだ。また Camp地 すぐ手前で2頭 の鹿に出会い、彼らもこ

ちらをシカと見ていた。CalnP地 の名前はDeer Meadowで あり、根拠のある名前なのだ。Camp地 は焚火が出

来る所で、今日も釣りの分け前を頂くことが出来た。想定外の御馳走だ。

Deer Meadow Creek分 岐点、2691m。 累積距離 :2 28Km.1日 半の遅れを出したが、その後5日 か

けて、徐々に遅れを取り戻しつつあり、今までの平均移動距離は辛うじて20キ ロを超えるようになつた。この

まま順調に推移すれば、後 5日 程で、完全に当初の行程に戻れる筈だ。

ど夏巨王三亘]11キ
ロ先のMather峠 を目指して木立の中を登つて行く。直ぐに鹿にであう。じつとこちらを

見ている。鹿の習性だ。彼らに安全な空間があれば、こちらの動きを観察しているのだ。小一時間花の咲く木立

の中を緩やかに登つて行く。その後、岩石だらけの悪路になり傾斜もきつく成る。左側は急峻な崖で、その岩盤

をそぎ取つて道にしたようで、不規則に蛇行して行く。傾斜が緩くなると、Palisade湖が見えてくる。この辺り

で谷の幅が狭くなっており、両側の崖は急峻だ。Palisade湖は双子の湖で、同じ様な形をした細長い湖だ。幅は

2-300m、 長さは1キ ロ程であろう。その間は5-600m程 の川で結ばれている。この湖の北東岸を歩く。

流れ込む沢の川を度々渡る。暫く登つて行くと、樹林帯の外れとなり、雪も見えてくる。複雑にジグザグを繰り

近しながら、大きな岩石の道を登つて行く。途中で振り返って見ると景色は素晴らしい。前方の山は険しい表情

た 峠に近づくにつれ、傾斜はきつく成り、雪と大きな岩の悪路の中を登る。ここが」MTで も最も遅く開通し

た獲歩道で,開 削は難行した様だ、今まで一番標高の高い峠で、その分雪は多く、雪渓も長く続く所がある。峠

1着くと、万歳である。峠には標識も何もない。Mather峠 、3688m。 この水系での移動距離 34.7Km、

景り下りの合計、+1341m、 -1312m。

これから向かう彼方の出の表情も険しい。4200mを 超える山が6座 望める。ガレ場の道を用心しながら下

′て行く。暫く下るまでは周りに雪もある。水系が変わつており、最初の雪解け水の流れている所で、水の補給

7する。この水取りの行事はもうお決まりになつている。JMTに は 13の 水系があるが、その都度最初の雪水

‐乾きを癒し、ビンに詰める

この水系の谷幅は広く、その中に数多くの湖沼がある。渡河も多い。辺りの山は大分風化が進んでいる。岩石

夕細かい岩塊となつている。岩石は固まつた後地表に現れた瞬間から風化が始まる。隆起した岩石は最初は平ら

、あつても、雨風の浸食で削られてゆき、溝は谷となり、更に浸食が進む。巨大な岩石の山も次第に風化崩落し、

ラきな岩塊から砂や更に細かな粒子となり、河川により低地へ運ばれ、最終的には海に運ばれる筈だ。そこで気

`遠くなるような時間をかけ、再び砂岩や泥岩に成るのであろう。遠くの山には植色の岩石が見えて来た。遠い

|、何らかの地殻変動があつたのであろう。

峠から5キ ロほど下がり Kingsサ||を渡つた所がこの水系での JMPrの 最低点 (3060m)で あり、そこで

(mpと する。ここには他の人も来ており、火を焚いて居ると規子連れが話しかけて来た。彼らもJMTの 踏破

ィロ指しているという。少年は13歳 だ。この年で、時間を掛けてもこれだけ長い山歩きが出来るのは羨ましい。

1本では中学の 1年生であろうが、山のことは詳しいようだ。皿 の最短踏破記録は3日 だとも言つていた。

ギシュマロを持つてきて、僕らにも呉れた。枝に刺し、火にかざして焼いて食べた。こんな所でこんな物が食え

と々は思つていなかつた。Main SOuth Fork Kings Crossmg,3310m。 累積距離 :247, 7Km
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帰|に600mあ まり登ることになる。更に2度 の渡河の後、九十九折れの登りとなる。方向が変わると違つた景

キ;が見え飽きずに登ることが出来る。崩壊が進んだ山が多く、岩石の色が種色をしている山もある。斜めや縦に

1,が見える所もある。隆起の圧力の巨大さは計 り知れない。目指すはPinchot峠 (3697m)で 、昨日の峠よ

1若千高い。傾斜が緩くなると、右左に湖沼が見えてくる。 10程 はあるが、名前の付いて居るのは MariOrei

舟lだけである。 1時 間ほど歩くと、峠の登りに差し掛かる。思つたより雪は少なく、峠に立つことが出来、一体

ラ、天気は今日も晴天で見晴らしはいい。Pinchot峠 、3686m、 この水系での移動距離、 15.7Km,登 り

―「りの合計、キ6551n、 -640m。

峠からの最初の下りは何処も厳しい。歩き出してから11キ ロ余り、4時 間が経過している。この後、どこま

ギ下れるか?出 来るだけ距離を伸ばし、低い位置で C― pし たいものだ。降りていくとMeadOwと 湖沼群の中

,:歩く。右手には険しい尾根が続く。この岩場にはLonghom sheepの 生息地と聞くが、姿は見ることは出来な

デつた。野生の羊は足の生えた岩とも呼ばれ、岩場にジットしているので見つけにくいそうだ。 19世 紀には沢

|!いたが、放牧の家畜からの病気で激減したが、徐々に増えつつあるそうだ。

赤味を帯びた変成岩の出もある。毎日山を見ているが、決して飽きることは無い。どれ一つとして同じ山は無

| かヽらだ。歩く道も石や大きな岩がゴロゴロある歩きにくい所、延々と続く挨の立つ砂の道、それに渡河が頻繁

|:あり飽きることが無い。それに路傍に続く小さな花、これを見れば不思議と疲れを忘れるのだ。この区間は渡

i丁が特に多いが、もう者に成らなくなつた。

2-3日 前と比べらると、蚊の数もめつきり減つてきた。彼らはある時期大量に発生し、ある時急に居なくな

うという。 8月 も半ばを過ぎ、季節の移ろいを敏感に感じるのであろう。JMTを 歩く定番衣装は半そで半ズボ

/の様だ。それに偶には蚊よけの帽子を被つている人に出会う。暑いのでその様な恰好をしているのであろうが、

1によけや 日焼け止めを塗りたくるのは如何なものか? 僕 は全行程ダブダブなズボンを履いて居たので下半身

は殆ど刺されることは無かつた。タイツの様に肌に密着するものは蚊に対 しては何の防譲にはならない。


