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川を右手に見な りてきたが、この)ilに掛かる J 口ヽ 唯一の吊り橋 (1988年 完成)を 渡

ると登りとなる。橋は一人ずつ渡る様注意が出ている。 10m程 下は激流が流れており見るのも恐ろしい。ここ

がこの水系での JMTの 最低地点、2588m、 であるが、更に距離を伸ばす為に歩き続ける。これから先は余

りCamp地 は少ないが、まだ陽は十分高いので何とな成るだろうと登り続ける。30分 程すると、下がつて来る

Rangerに 出会う。Camp場 はと聞くと10分 ほど歩くと渡河があり、その先すぐ左の叢の中を探せという。登

り続けつる。程なく馬に乗つた3人 連れに出会 う。初めて馬方以外の人が馬に乗つて居るのに出会つた。一人は

馬方、後の男女は観光客であろう。こういう歩き方のあるのだ。

教えられた Camp地 は容易に分かつた。余 り使われていないが、2-3の テン トなら何とか張れる場所であつ

た。賀Ⅲ! !`'と直けでナ   う tいた跡があり、薪も豊富なので火を焚いて夕食とする。丸太に腰を下ろして5

分も座っていると腰に鈍痛を党える。この程度で最後までもてば良いと願望すると、同時に良くここまでこの程

度の障害しか出なかった事に感謝する。ザックの負荷による背中や肩の障害、足の肉刺等が出る物と予想して居

が、これらが出ていないのが幸いだ。

Camp地 は川から可なり離れているが、それでも流れの音が聞こえてくる。ここまで殆どのCalnP地 は川から

50メ ー トル程の所にあり、これら近くからの流れの音と、遠くからの滝の音が聞こえていた。ここも熊の多い

所であるが、これらを聞きながら眠りに陥る。Wbod Creek CrOssmg,,2588m,累 積距離 :266.6て Tn(実陳の
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1000m以 上上がる。Woods川 の支流を左手に見ながら2時 間程歩く。見えている山は典型的な花簡岩の山で、

ドーム状の物もある。樹木の背丈が低くなると、湖沼地帯である。先ず最初は左手に Donar湖 である。何故こ

んな所にお金に因む湖があるのかは分からない。金など有つてもここでは使 う場所は無い。

2-3の 無名湖をを過ぎるとDo■ar湖 よりやや大きな湖が右手にある。Arrowhead(胸 湖 (3137

m)で ある。之は形状からの命名で、南の方が尖つている。更に小さな無名湖を過ぎ、1キ ロほど歩くと、南北

に1キ ロ以上あり、途中の活れ部は水路で繋がっているRae Lakes(3212m)が ある。ここからの

眺めは絶景だ。西側に見えるドーム状の山、湖の色,ど れも索晴らしい。更にその上に大きな湖があるが、地図

には名前が載つて居なく、湖面標高[3213m]の みが載って居る。これらの湖は何れも川で繋がつている。こ

の辺りにもオオツノヒツジが居ると言うが見ることはできなかつた。

最後の湖を左手に見る頃登りがきつく成る。左手には黒、橙、自と多色の色をした山も見える。Paint―

ed Lady(3694m)の 名が付いて居る。道の左の方には更に高い湖沼地帯がありSよけLakesと 呼ば

れている。渡河を2-3回 し、九十九折れを30分 ほど登ると、やや傾斜が緩くなる。小さな名無し湖が右左に

見える所を暫く歩く。湖に部分的に氷が張つており、その上に雪が見える。氷や雪の状態を見れば、今ある氷は

年中溶ける事のない氷であろう。白い雪、薄青の氷、深い青色の水、其れに映る雪を纏う岩石の山は正に自然の

芸術だ。これらの湖群を過ぎると登りは一層険しくなる。ジグザグ瓦礫や雪の道を黙々と長いこと登つて行く。

やつと峠の頂上に着き、一体み。Glen峠 、 3639m。 この水系の移動距離 25,4 km、 登り下りの合計、

+1 1 2 7 m、 - 1 1 8 9 m。

昼食の時間でもあり、やや長く休憩する。その間に他の人たちも登つてくる。僕らとは逆に南から北に向かつ
…

居る老夫婦も到着する。御夫人の方は荒い息をしており、軽い高山病の症状だという。ここより遥かに高い

l[t.whitneyや Forester峠 ではこの様な事は無かったいう。多分この峠では最後の部分で急激

|:高度を上げた為では無いかと言い、暫く休んでいた。JMTを 歩いている人の年齢幅は広い。2-3日 前にあ
′)た13歳 の少年も居れば、70代 の人も居るのだ。歩きのスタイルも色々で、男女の連れ、家族や友人のグル
ー プもいる。単独行は男が圧倒的に多いが、女性も可なり居る。ある時それらの一人に聞いてみた。寂しくは無

しかと。結構人にも会うし、そんな事はないという。余程山が好きなのであろう。熊の多い山中でも物とはしな

し様だ。地図によつては熊の多い所はその表記がある。昨日渡つた吊り橋からこちらは多いと出ていた。

行く先下方を見れば、雪や緑に囲まれた湖が見える。雪と緑、夏と冬が混在する不思議な光景だ。降りていく

ラグザグ道は歩き難い。谷川の斜面は急峻で谷川に転べば、命は期待できない。30分 ほどは特に注意して降り

ていく。山の歩きは緩急があり、それに従つて神経を使い身体を動かして行かなければならない。

傾斜が緩やかになり、30分 ほど歩くと右手に湖が見えてくる。Charlotte湖 である。更に1時 間ほ

と下つて行くと、傾斜が大きくなり、ジグザグを繰 り返しながら降りていく。ガレ場が多く歩き難い。途中何回

t川 越をするが、難なく渡れた。Bubbs川 を渡る地点がこの水系での」MTの 最低地点であり、そこからは

ヌ登りとなる。Vidette Meadowに 入り、草と木立の中を快調に登つて行く。 JMTは Bubbs

)|に 沿い、その西側を登つてf3く。雪崩の跡が彼方此方見られ、なぎ倒された木がそのままになつている。

E ubbs川 は可なり大きな流れで、激流や滝も見られる。流れ込む支流の川越を繰 り返 し、Center

E asin Creekの 分岐地点でCampと する。標高 :3213m、 累積距離 :303.5 KIn。

疲れ以外は何処も異常なく、ほぼ順調に歩き遅れは完全に回復 した。明日の年前中には最後の峠を超え、登頂

α 日にちは22日 頃と予定が立つ様になった。

E巧
駒 20日 ′最後の峠に向けて登り出す。この峠を越えれば踏破に大手を掛けた状態になる。念々念願成就の

可能性が現実化してきた。峠までは7キ ロ余り、その間に標高は700m以 上高くなる。富士山を遥かに超える

清|さで、JMTの 中ではここが一番高い分水嶺である。Meadow部 を緩やかに登つて行く。右手はBubb

S川 でこの辺りの沢は典型的な氷河が残した産物で、立派はU宇 型をしている、ほぼ真南に2キ ロ程登り東に向

か う頃から傾斜が大きくなり、木立の中を大きく周 り再び南に向かつて登つて行くと、幾つかの湖がある。地図

にはどれも名前は付いて居ないが、水面の高度が記載されている物はある。樹林帯も終わりに成る頃、大きな鹿

が前方を横切る。大きな角を持った雄の鹿だ。体長 15cm程 の Chipmunk(シ マリス)が倒木の上を走り、道を

様t切つたりする。リスでは無く、ウサギの仲間で、冬は夏に用意した千し草を食い、岩の中で冬眠せずに生きて

いるという。ほぼ同じ大きさの Pi■aも 良く見るようになる。耳は丸いが、これもウサギの仲間で、ナキウサギ

と日本語では呼んでいるようだ。ここまでに渡河が数回ある。

標高 3500m過 ぎると矮小した松も見られなくなり、岩石と雪の世界に成る。湖面標高3734mの 湖が見

夕ると、登りは益々きつく成 り、最後は細かいジグザグを繰り返しながら、大きな岩石の道を登つて行く。雪が

汐)る所は跡を辿つて登るが、雪の消える所で本来の道を探すのは中々大変で、雪の境目の大きな岩石地帯は特に

進:意をしながら前進する。雪を踏み崩し、大きな岩の間に落ちたら大怪我は必至だ。ここまで来ても、岩の間に

和iが咲いている。やつと峠の頂上に辿り着いた時の喜びは特に大きい。 JMTの 最後の分水嶺で、Kings

CanyOnと Sequo五 国立公園の境でもある。後は下つて、また登り、最終の最高点Mt.Whitneyの

曇i頂のみとなる。Forester峠 、3883m。 この水系での移動距離 18.9輸 ,登り下りの合計+11

を81n、 -792m。

行く方を見ると、大きな自然が広がっている。視界の外れまでも自分の足で歩いて行くのだ。峠からの下りは

彫iしい。岩盤を削り、人の歩ける道にした先人達に感謝しながら、急な斜面をジグザグしながら居りていく。そ

オ′にしても斜面の傾斜はきつい。絶壁である。そこを開削して九十九折れの道を作つたのだ。1時 間ほど気を抜

力ヽずに安全第一で下りて行く。Tyndall川 を渡り,上 から見えて居た湖の横に出る頃には傾斜は可なり緩

式'かになつていた。この辺りで最初にMt.Whitneyが 見えてくると言うが、前方のどの峰が其れなのか

いi確認出来ないまま歩を進めた。樹林帯に入り暫く降りて行くと、又登りとなる。直ぐに広大な景色が広がる。

正ighorn Plateauで ある。高度 3500m近 くにある高原で、兎に角広い。湿地や池もあり水鳥
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もおおく見られた。その中の砂地を歩き、又下り出す。何回か渡河をし、最後にWright川 を渡つた所で野

営することにした。Mt.Whitneyの 山頂までは20キ ロの位置である。ここで登頂は22日 と最終的に

決める。明日は出来るだけ、山頂に近い所でCampし 、明後日登頂する。登頂したら必ず、Campで きる所

まで下がる必要があるからだ。Wright Creek渡 河地点、3261m、 累積距離 :314Km

「る月 21日 1山 頂に一番近いCamp地 はGuitar湖 だ。共れより上は水が無いからだ。そこまでは 12

キロ程度で、半日の行程に過ぎない。早く着いて、昼寝でもすればいい。

今までよりは全体に高い所を歩いているが、この間の景色は今までと比べると単調である。上り下りはあるが、

起伏は小さい。全体的には登つて行くが、標高差は300m程 度だ。ピインク色の岩石や緑の混じつた物を見る

ようになる。カ リウム長石を多く含むからだとい う。又緑は緑簾石だとい う。途中のCrabtree

Meadowで は表示版の傍に箱がある。これよりWhitneyを 目指す人はここから糞袋を持っていく。こ

こから先は排出物を地中に埋めることは許されないのだ。標高の高い上流で汚染が起こればその影響が大きいか

らだ。Campに ついて中身を調べてみると、以前Mti Rainierに 上った時に使つた物と余り変わらな

い物であった。大きなプラスチックの袋を広げて用をすれば、まず間違い無くその中に落ちる大きさがある。中

には消臭剤が凝固剤が入つている。これの入り口を閉じ、更にジップロックの袋に入れて麓まで持つていき、そ

こで処分するのである。この一式の中には殺菌用のナプキンと紙も付いており、十分な配慮がなされている。

渡河も2-3回 あつたが皆濡れずに渡ることが出来た。Timberline湖 を右手に登つて行くと30分

ほどでCamp地 の Guitar湖 に着く。ここまでくれば樹木は無い。花岡岩の大きなが岩がある所で、石の上か、

砂地を探して、テントを張ることが出来る。幸い我々は最初に到着したので気に入つた所を選ぶことが出来た。

やや風の強い所で、ガスバーナーを使 う時に風よけになる大きな石があるので大分助かつた。テン トも飛ばされ

そうなったので、石で固定した。後は小)11で洗濯をし、石の上に広げておいた。寝袋も同じ様に石の上で乾かし

た。どちらも小石を乗せ,飛 ばされない様にしておいた。陽が指しておリテントの中は暑い。裸でマットに横に

成り、ウトウト。

釣り師の薄葉さんはGuitar湖 の全周を周り釣りをしたが、釣果はゼロであった。引きは有るのだが、逃

げられてしまうという。間に合わせの年でしなりが十分ではないのだいう。

テントの周りにはナキウサギが良く来る。食べ物を狙つているのだ。段々に仲間が増え、20人 程がここに泊

まる様だ。明日は何時に出るのかと聞くと、多くの人が4時 から4時 半には出るという。山頂までは8キ ロ弱で

あるが、標高差は900mで 、高地の酸素の薄さを考慮すると、5-6時 間は見ておく必要がある。遅くとも3

時には起きなければならない。

夕食を済ませ暗くなる前に寝る事にする。寒さを考慮してあるもの全部重ね着して寝袋に入る。寝袋の足の部

分は空に成つているザックの中に入れる。之でも可なりの保温効果があるのだ。枕は今まで寝袋の袋に余った着

物と燃料のガスボンベ 2つ を入れて居たが、今日は枕の材料はガスボンベのみの状態だ。

(Guitar湖 、ギターの形をしている。確かな標高は分からないが、3500111弱 か。累積距離も定かでは

ないが、325Kmと した。正確な数値からはそう大きくは違わない筈だ。
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雪士山より更に高い所に行くことを考え、下は長タイツと長ズボン、上は長袖 2枚 の重ね着、更にその上にウィ

/ドブレーカーを着こむ。それ程汗をかく事は無いと思い、水は1リ ットルを携行することにする。

予定通り4時 半に歩き出す。前方には先を行く人のランプが幾つか見える。最初の内は緩やかな登りであるが、

一時間もすると、大きな九十九折れとなり傾斜は厳しくなる。ガレ場で彼方此方に雪解け水が流れて居 り、歩き

推い。薄氷が張つているが、動いている水は凍らず山道を流れている。九十九折れで方向を変える毎に見えるも

のが変わる。

Hitchcock湖 やその奥の同名の山、Muir山 [4271m]な どだ。どの山も風化が進み、急峻で険

しい表情だ。2時 間ほどかけMt,Whitney Trallの 分岐に辿り着く。標高は4 0 9 9Hlであるが、

石の間に小さな花が咲いている。この分岐はここに近い入山口Mt.Whitney Portalと JMTの

分岐である。

ここにザックを置き、登頂に必要な物だけを持て登ることする。既に10余 りのザックが置いてある。ここか

ら山頂までの往復は人が多い。まだ時間が早いのでそれ程でも無いが,麓 の入山口からは日に最大 150人 が山

頂を目指すという。

身が軽くなつて山頂を目指すが、一向に歩く速度は上がらない。高地のなので、平地の様に早くは動けないの

だ。大きな石の転がる中、一歩一歩登つて行く。山頂までは3キ ロ余り、標高差は300m余 りだ。

崩れ落ちた岩だらけの山肌を登つていく。途中には痩せ尾根が2-3か 所あり、両側の谷が見える。絶景だが、

この疎む所だ。急峻な岩を開削して道とした所もあり、先人の労が忍ばれる。雪渓も渡り山頂に近づくと、意外

と平らになる。転がつている岩石は平らなものが多く、砂で削られた様な凹みや固い所が長方形で残り浮き上が

つた物が多い。元は均質な砂岩では無く、その前に出来た棟を抱き込んで出来たのであろ。小屋が見えてから暫

く歩き、山頂に到達 した。2-30人 の人がおり、写真等を撮っていた。標高4421m、 ここがアメリカ本土

つ最高点である。Happy lslesか ら3 3 5 k lltL、ここが」MTの 南の起点である。之でJMTを 完全

踏破したことに成る。山頂には幾つかの測定基準点が岩石の中に埋め込まれていた。

山頂からの眺めは素晴らしい。麓の町Lone Pineも 見える。360度 の出や渓谷の全部が見えるのだ。

幻も無く、軽飛行機が上空を2周 して去って行つた。観光遊覧飛行であろうか?風 も無く、空は青く、爽1宍であ

る。

昼時に近くなっており、ナッツを醤つていると年配の男が手を差し伸べ話しかけて来た。Yosemiteを

俸同じ日に出発し、何回か出会つたという。こちらは全く記憶に無い。歩いているのは殆ど西洋人、それに昼間

よサングラス等をしている彼らの顔を覚えることは略不可能だ。あちらに取つては日本から2人組で其の内一人

よ髭面であれば意図せずして記憶に残つているのだ。話しをしているうちにこちらも会つた事を思い出した。名
1府の他に日本の何処からかと訊かれたことを奇異に感 じたからだ。一見の人であれば名前と国籍だけで十分では

:持いかと思つたのだ。こちらは名前も当然覚えて居ないので改めて尋ねる。」ohnと 言い、同道女性は家内の

うhristieだ と言つた。60前 後の夫婦の様だ。

頂上で又会えたのは嬉しい。Lone Pineま で自分の草で行かないという。僕らは山を下りて何処かで
13ampし

、2-3日 あとにLone Pineに 行くことを考えて居たので、相棒と相談する。良いんじゃな
1ヽ

のと言 うので、お願いすることにする。

彼らはオレゴシ州から車で遣つて来て、Mto Whitney Portalの 駐車場に事を置き、その後レ

/`タカーでヨセミテに行き、そこから出歩きを開始したのだ。八山や下山日からの移動の方法はこう言うやり方
常
bあるのだ。


