
 

ヨセミテ ワシントンコラム “The Prow” 

【報 告 者】天本、今村、双川、児玉、中井 

【日   時】平成 17 年 8 月 13 日～8 月 21 日 

【参 加 者】天本、今村、双川、児玉、中井 

 

Team Big Wall は約１年の準備期間を経て、ついに Yosemite で Big Wall

を攀ってきました。実際の経験・知識を持つ先輩が身近にいないため、登攀

するシステム、登攀方法、必要なギア、さらにはそのギアの使い方まで自分

らで考え、資料を集め、ビデオを研究しました。随分と無駄なこともやった

し、無駄なギアも買い込みました。登攀の練習も、ボルトがしっかりと打た

れた整備されたゲレンデで行うわけにはいかないため、最初はあちこち岩場

を探して放浪し、やっと見つけた苔だらけの岩場でマスクをしてやったこと

もありました。Yosemite での実際の登攀も楽しいものでしたが、今思えば、

それ以上にこの登攀を成功させるために費やしたこの 1 年間は本当に楽し

く充実したものでした。Team Big Wall の児玉さん、双川さん、今村さん、

天本さん、本当にありがとう。 

 

【初日】 

いよいよ出発の日。珍しく My Wife が空港まで見送りにくるという。なんか気味が

悪いけど、まー初めての海外、しかもでかい岩を登るということで心配らしい。福岡

空港に 10:00 集合し天本 Car からザックを降ろすと、あらためて引越しのような荷物

の多さにあきれつつ、出発の実感が湧いてくる。 

搭乗手続きのカウンターを我々のザックで占拠し、重量オーバー（一個 32 ㎏まで）の

ために荷物を詰め替えたり、ナイフ、ライターを取り上げられたりとドタバタしたあ

げく、やっと機内の人となる。見送りの皆さん（芹野さん、和田さん、竹中さん、双

川くん家族、みっちゃん等等）ありがとうございました。 

中部国際空港で UA 830 便に乗り換え、San Fransisco まで約 10 時間のフライト。

おー、機内食はどんなものかいなー、ビデオはなんが上映されるとかいなーとワクワ

クである。エアー枕をさっそく膨らませ、お上りさん丸出しだけど、そんなことお構

いなし。10 時間エコノミーの座席は狭く、寒く（本当に 1 枚長袖が必要）、長いので

ある。足もたいがい浮腫んで靴が入らなくなったところでSan Fransiscoに到着した。 

まずは、Immigration（入国審査）である。初海外の私中井の動向を 4 人はニヤニ

ヤしながら見ている。“中井さん最後にいきますか～”みたいな、あなどった視線を



 

はね返し最初に並ぶ。天本くんがこんな私の入国審査風景をビデオに収めようとした

ところで、deletedeletedeletedelete 事件事件事件事件は起きた。空港 Police に腕を捕まれ、別の場所に引っ張られて

いるではないか。 

「Hey, #$%&&%$$%&&, memory stick delete 」delete しかはっきり聞き取れないが、

ともかく入国審査の様子を写真やビデオに撮ってはダメらしい。 

ひたすら謝り、ビデオの問題個所を delete して、開放してもらうことができ胸をなで

おろす。 

モノレールでレンタカービルに移動し、

ビュイックのトランクルームにザックを

詰め込めば、一路 Yosemite へ出発だ。

なにしろ、左ハンドル、フリーウェイと

初物づくしで舞い上がるなというほうが

無理というもの。嬌声を上げる 5 人組を

乗せたビュイックは、片側 5 車線のフリ

ーウェイをヨタヨタと突っ走る。

Yosemite に近づいてきたところで、本日

の Motel を探す。Yosemite のテントサイト（Camp4）は朝から並んで手続きをしな

いと使えないのである。右側通行にもやっと慣れたころ、二軒目で本日の Motel が決

定。 

5 人 1 室、クイーンベッド 2 台、ソファーベッド 1 台、トイレ、バス、テレビという

設備で＄185 は安い。「Are you student？」と Motel のオヤジに聞かれ「No～」と答

えると、「金持ちは、こんなモーテルには泊まらんよ。」だって。 

荷物を Motel に降ろし、Yosemite に偵察に行くことにする。うねうねとした山道を

登り高度を上げてゆけば、深い緑に包まれ遠くにハーフドームが見えてきた。さらに

公園の中に車を進めると、遠近感が麻痺するほど巨大な岩峰エル・キャピタンが聳え

立つ。巨大すぎて、その大きさを比べることができないのである。実際、それほど大

きくないなーってのが私の最初の印象だった。カリービレッジ、Camp4 の下見をすま

せ、すっかり暗くなった 8 時すぎに Motel に帰る。併設のレストランでバドワイザー

で乾杯した後、ジャンケンに負けた私は、床にマットを敷き、寝袋で就寝した。（文

責：中井） 

【二日目】 

最高に居心地の良いモーテルで起床。6:20。ムム…6:20…。どう見ても 6:20…。や

ばい!! 予定では 5:30 起床の 6:00 出発だったではないか！何やってんだか、ビックウ

ォール部！しょっぱなから寝坊である。情けない！ 

【ビッグウォールの強力なサポート】 



 

ばたばたと荷を積め 15 分後にはモーテル出発。児玉のいつもの念入り化粧も車中で行

わざるを得なかった。 

6:50 ヨセミテ公園のゲートをくぐり、7:30 キャンプ４のテントサイト受け付け窓口に

並ぶことが出来た。どうやら 5 パーティ目くらい。一番先頭には、おじちゃん・おば

ちゃん達の日本人パーティが並んでいた。この方々を含め、キャンプ４で会った日本

人は 3 パーティだっただろうか。後の 2 パーティは若者の単独。数十のパーティがひ

しめくキャンプ４のなかで、日本人は少ないのである。 

8:30 受付のレンジャー到着。場慣れした今兄がスムーズに手続きをこなし、受け付け

終了は 1 時間後。それから指定したテントサイトにテントを張り、やっと朝ご飯にあ

りつく。天気も良いし、なんだかくつろぐ。本日のミッションは、取り付きまでのア

プローチの確認（片道約 1 時間）、取り付きまでギア類荷揚げ。それからリーダー中

井とガワっちで 1 または２ピッチのフィックス張りをして下山。残りの 3 人は早く下

山して登攀用飲用水の準備。まあ、ざっと見て 5 時間仕事。そう焦ることはない。ヨ

セミテは 20 時まで明るいのだ。そうこうしている間にキャンプ４出発は 10:30。ポー

タレッジを含めたギア類は相当重く、一人 20 ㎏位のホールバックを車に詰め込む。そ

して 10 分後アワニ−ホテルの駐車場に到着。取り付きまでのアプローチの出発ポイン

トであるこのホテルはヨセミテで一番高級なホテル。一泊一部屋 200 ドル以上。そん

なホテルの駐車場に今日のところはとめておくことになった。何かの資料で、「アワ

ニ−ホテルの駐車場にとめる際にはクライマーの車であるという匂いを消すべし！」と

書いてあるらしい。ギア類の残りやキャンプ４の駐車カードなどはもってのほか。全

て隠す。なんか悪いことしているみたいで楽しい。よく考えると、やっぱり悪いこと

か…。 

さあ、11:00 出発。我々のこのビックウォール１年計画の本チャンが始まる。アプロ

ーチとしては、普通のトレイルとホーストレイルを少し行き、クライマーと書かれた

看板とケルンを目印に左に折れ、そのままケルンを辿って取り付きまで、ということ

であった。所要時間は約 1 時間。何ちゅーか、日本で培われた山屋の感っちゅうもの

を頼りにトレイルをひた歩く。いやいや、歩いた歩いた。気付けば小１時間。完全に

歩き過ぎとる。山屋の感っていったい…ピナクルのツワモノが 5 人も揃って、情けな

い！しかし、看板もケルンも無かった。この日は天気が良く、空気も乾燥しまくって、

土ぼこりがデリケートな日本人の鼻の粘膜に張り付く。喉もからっからだ。ごくごく

水分を取ってしまう。トレイルを行ったり来たり探していると、今兄がケルンを発見！

行ってみると、どでかい岩の上にちょこんと２つ小石が乗っているいるだけのケルン。

甘い、甘過ぎるよ、アメリカのケルン！分かり辛すぎる。まあ、これでやっと取り付

きまでいけるってことで、そのケルンを辿り登って行く。しかし、人気ルートのアプ



 

ローチにあるまじき、藪漕ぎチックなこの感じ。踏み跡が無さ過ぎ。何か嫌な感じだ

が、目標となるプラウの姿が見えかくれし、確実に近付いていることもあり、皆頑張

って登った。そして大きなガレ場の脇をめちゃめちゃ登った後、プラウに向かってめ

ちゃめちゃトラバースし、めちゃめちゃ下降し、やっと取り付きに到着したのが 14:20。

出発から 3 時間以上かかっていた。我々はめちゃめちゃ遠回りをしてしまったのだ。

情けない！1 時間程度で到着するだろうと高を括っていた我々は余分な水も持ってき

ておらず、この時点で 5 人で 500ml くらいの水しか残っていない。情けない！ 

休憩もそこそこに登判部隊である中井リーダーとガワっちはガチャガチャと登攀準

備を始める。残りの 3 人はそんな緊張してきた空気を楽しみながら、特等席で観戦、

という気分だ。だんだんと曇り始めてきた天空と遠くから聞こえるカミナリの音が緊

張感を増幅させる。そして、第一歩、中井リーダーが登攀を始める。沸き上がる歓声！

とうとうヨセミテビックウォールの始まりだ！「いや〜、ボンバ〜！」いつも冷静を

身にまとう中井リーダーも、この時ばかりは何か声が裏返っている。 

15:00 リーダーが 5m 程度登ったくらいで、今村、天本、児玉の 3 人は下山を始めた。

取り付きの下にははっきりとした下山路があった。もちろん、我々が辿ってきたルー

トとは全く別物である。まずまずしっかりとした踏み跡のあるルートを下ること 40 分。

アワニ−ホテルに着いた。めちゃめちゃ近い。 

2 時間前くらいから登攀部隊のために、行動水を飲まなかった我々はもう喉がからから。

車ですぐにビレッジストアーに行き、先ずはコーラをがぶ飲み。それから、明日から

始まる本チャンのための水を買った。一人１日 3ℓの計算で 5 人×3 日×3ℓ＋予備で大

体 50ℓくらいを購入。アワニ−ホテルの駐車場に戻り、その水をペットボトルに移す作

業を始める。日本のペットボトルが一番丈夫らしい。引っ掛けるためのシュリンゲを

つけて、頑丈にガムテープを巻いたペットボトルを潰してわざわざ日本から持ってき

たのだ。駐車場に座り込み、沢山のペットボトルに囲まれて作業している日本人は相

【ビッグウォールの第一歩！】 



 

当珍しいらしく、バスや自家用車から皆が覗き込む。一応キャシー児玉的には笑顔を

振りまいておいた。 

18:45 登攀部隊がアワニ−ホテルに到着。夕食の買い物をしてから、キャンプ４へ。そ

の日は最後の晩餐とばかりにステーキで盛り上がる。 

明日からの登攀を思いながら、23:00 就寝した。（文責：児玉） 

【三日目】 

天候：ＭＯＳＴ ＣＬＯＵＤＹ → ＲＡＩＮ   

やっぱ初日は緊張するぜ。ゴーアップ！って、雨降りそうだな？  

5:00 起床。さぁ、いよいよ今日から本格的な登攀となる、夢の壁中泊だぜ。勢い勇ん

でレットラゴーだ。あれ？ヤバイくらいに僕緊張してない？朝食があまり喉を通らな

い。呼吸が浅いのか、やたら眠たい。そんな気持ちと一緒にぐっとパンを喉に押し込

み、荷物を車に荷物を押し込み、我々は再びアワニーホテルへ向かった。 

先発となる中井さん、児玉さん、双川さん達を荷物と一緒に降ろし、今村さんと僕は

一旦戻り路肩の駐車場へ車を止めに行く。ケツメイシの『三十路ボンバイエ』を二人

で熱唱し、緊張を解きほぐす。（僕はまだ３０代じゃないけどなぜかこの曲にグッと

くる）残りの荷物は水と食料、寝具だったが、結構重い。水はペットボトル１１本分、

結構な重さだ。ゆっくり歩いて取り付き下に着いたのは１０時くらいか、上では先発

隊の３人が取り付き点でガチャガチャやっている。まだ緊張が解けないのか、やたら

眠い。２０分ほどムニャムニャする。起きて見上げると児玉さんが力強いユマーリン

グで１P を登っているのが心強い。腹を決めろ！さぁ我々も行きますか！ 

１P 目は僕。「さぁやろうぜ」と今村さんが鼓舞してくれる。僕のモチベーションと

は逆に天気が下り坂だ。ルートの詳細は後ほど。 

これがヨセミテフォールかぁって、違うやろ！ちゅーか中井さんスゴ過ぎ！今村さん

のフォローが終わりかけた頃、雲が厚くなり雨がパラパラと降り始めた。なんかヤバ

イ感じだ。２Ｐ目が終了した２５ｍ上の中井さんの様子を見るが考え中みたいだ。ど

うするんだろ？撤退？そのうち雷が激しくなってきた。壁もジワジワ濡れてきた。撤

退だろ？撤退しましょう！雷イヤ～！撤退が決まると荷物をグリグリでロアーダウン

させる準備に取り掛かった。なんか濡れるなぁと思ったら、そばの壁が滝になっとる！

その滝がどんどん大きくなってきた。スゴイ雨だ。スゴイ中井パワーだ。ココって普

通雨降らないトコだよね。中井雨男伝説はもはや迷信ではなく、真実。っていうか、

崇りです。ずぶ濡れになりながらテキパキとこなし、無事に下降終了。ギヤ、食料、

水をデポし、そそくさとヨセミテビレッジへ。 

 アメリカのピザはデケェーなぁ。コーラで乾杯！って、もう俺たち観光気分？とり

あえず腹が減った。（アメリカに来て食ってばっかりだなぁ）ずぶ濡れの僕以外は着



 

替えもせず、車で一路ヨセミテビレッジへ。ここのピザはうまいと去年の経験者組が

言っていたが成る程うまい。でもこのうまさよりもそのデカサに驚き。腹ペコ５人が

かりでやっと平らげた。満腹。 

 先程までの悲惨な現場（岩場）とは違い、途端にここは観光地ヨセミテ。ギャップ

がすごい。ええとこやなぁ～。雨が降って良かった…イヤイヤイヤ。明日は観光でも

いいなぁ…イヤイヤイヤ。でもこのピザ食って５人のモチベーションが、雨が滝にな

って PROW を流れ落ちていったように、一瞬にしてサゲサゲになった事、これ本当で

す。 

日が落ちるまで空一面が雨雲。明日はどうなるんだろう俺たち。ゴーアップ？観光？

明日はどっちだ！（文責：ボンバー天本） 

【四日目】 

昨日の夜はビッグウォールは中止だろうという気分で酒をしこたま飲んで寝たのが

いけなかったのか、朝起きると頭が少し痛い。痛い頭を抑えつつ起きると、外から「快

晴だー！」という声が聞こえる。冗談だろ、と思いつつ外に出てみると本当に天気は

回復している。昨日すでに気分を観光モードにしていたので、ビッグウォールをやら

なければならないのかぁ、と気分は少し憂鬱であった。そんな僕を尻目に中井さん、

児玉さんはやる気十分なようだ。しょうがない、やるしかないのか・・。6 時前には朝

食のカップヌードルを食べ、早めに出発する。車をアワニーホテル近くの駐車場に停

め、荷物を担ぎ歩き出す。近くの草原が朝もやに包まれ、非常に幻想的だ。これから

やる水とは無縁のビッグウォールとは程遠い光景だ。水、ギア類はすべて Prow 取り

付きに運んであり、荷は軽いはずなのに足取りが重い。そんな体に鞭打ちつつ急坂を

歩き、何とかワシントンコラムの基部に辿り着いた。先に中井・児玉・双川チームが

登る為、少し下で休むことにする。一時間程度待つと 3 人とも２P 目の終了点までユ

ーマーリングし終えたようなので、準備を始める。昨日天本ちゃんが１P 目を登って

いるので、今日は僕が登る番だ。ビッグウォール初リードなので少々緊張する。昨日

雨の中下ろした荷物をもう一度ホールバッグに積み込み、ギアを身に付け準備完了！

では行きますか。１P目終了点にフィックスしたザイルに取り付けたユマールを持ち、

それにぶら下がったエイダーに足をかけ、ぐいっと勢いよく上体をあげユマールを上

にスライドさせていく。次第にテンポが良くなり、どんどん高度を稼いでいく。１P

目終了点に着いた時には全身汗だくになっていた。2 人ともそろったところでギアの整

理をし、少し早いが行動食を取る事にする。しばらくすると上のパーティが次のピッ

チに進んだので、必要なカム類を身に付けていき、全身完全装備にする。今日は天気

も最高にいいので、本当に気持ちがいい。それではそろそろ気合を入れて登り始めま

すか！（文責：今村） 



 

【今村・天本パーティ登攀編 四日目～六日目】 

(１P :C1,45ｍ）天本 

目の前の綺麗なシンクラックを登ってゆく。キャメがガッツリ決まり左の大きな斜面

に出るまでまったく快適だ。斜面上にボルトがあるがトポ通りにここでピッチを切ら

ずさらに上を目指す。少しフリーで登り目の前の細いクラックを詰めたところがこの

終了点だ。エイリアンの黒でも入らない細いクラックが続く。今村さんがゼロを使え

ーとご指名コールが聞こえたが使えるかあんなもん。ここは小さめのオフセットナッ

ツがよく決まった。４，５回ナッチャンの連続で、やっと残置アングルにランナーを

取ったときはホッとした。ここは C1 と一番低いグレードらしいけど、最後の１０ｍは

本当にそうだったかな？ 

 (２P：C2,27m)今村 

右に 2mくらいスラブをトラバースし

た所からクラックが始まる。上を見る

と残置ピトンが結構残っている。ボン

バーな残置ピトンと小さめのカムを

使いながら順調に高度を稼ぎ、次のピ

トンを取ろうと体を伸ばした瞬間、フ

ッと体が宙を舞っていた。いつもなら

ここら辺で止まるんだがなーと思っ

た所でも止まらず、やばい！と思った

瞬間ガツンと止まった。5m くらいは落ちただろうか。抜けたﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｴｲﾘｱﾝの下を回

収していたのを忘れていた。不思議と動揺はなく、止まった残置ピトンから再び登り

始める。ビッグウォール初リードで初フォールだったがこれで気持ちが吹っ切れ、こ

の後どんどん大胆な行動を取れるようになった。結構怖いと聞いていたコパーヘッド

からコパーヘッドへのトラバースも大したことはなく終了。 

(３P：C１,30m)天本 

ひし形ハングの左側面を走るクラックをまっすぐ登る。黄色エイリアンをよく使った。

前はアングルピトンを打ち込んでたんだろうなぁと明確に分かるスカーがあって、こ

ういうところでは間違いなくハイブリットが大活躍した。もうコイツしかないって感

じで重宝した。最後は立派なレッジだが、そこに付くまでバンドを少しフリーでカニ

歩きする。ちょっと怖かった。 

(４P：C2,33m)今村 

出だしはボルトラダーのため楽に登っていける。ボルトがなくなってからも比較的大

き目のカムがボンバーにきまり全く難しさを感じない。C1 だから当然か。途中チョン

【頼む、決まってくれ…】 



 

ボ棒を使ったりと遊びながら登っていったのだが、残り 5ｍのところで上のパーティが

進まないので待つことにする。待つ間に上で待機中の児玉さんにザイルでデジカメを

引き上げてもらい、ナイスなポーズの写真を撮ってもらう。1 時間くらい待ってようや

く上が進んだので再び登り始めたが、そこからが少し怖かった。今いるクラックの残

置コパーから 1m くらい左にあ

る残置コパーに移動し、さらに

60cmくらい左の小さい窪みにフ

ックを掛け、エイダーにソッと乗

り込む。このフックが外れれば間

違いなく 5m は落ちるだろう。ギ

シギシと音を立てながらもフッ

クは外れることなく、そこから新

しくのびたクラックに 0.5 番の

キャメロットを設置できた時は

心底ホッとした。そこからは簡単

なはずなのだが、そういう時に限

ってミスをしてしまう。簡単と思って適当にカムをきめて登っていると、バシッとい

う音と共に 3,４m 落ちていた。何と止めてくれたのは 0.5 番のキャメではないか！信

頼できるのはキャメロットだけ。どんな時もほぼ間違いなく外れない。仕切り直しで

今度は丁寧にカムをセットしていき終了点に到着する。この時点ですでに暗くなりそ

うであった為、ザイルを 2 本ともフィックスし懸垂でカムを回収しながら下のテラス

に降りた。テラスに降り立った時はさすがに疲れがドッとくる感じであった。 

その日の夜は比較的平らなテラスということで、ポータレッジを組み立てないことに

する。これが大きな間違いで寝る時に下にずりずりと落ちていく体を気にしながらは

当然熟睡できるわけも無く、その日の疲れはしっかりと次の日に残っていた。夕食は

というと当然缶詰！クラムチャウダーをパンに付けて食べるととても美味しい！もう

一缶のビーフのやつも結構うまかった！きれいな月明かりの下で飲むビールはサイコ

ー！ 

(５P：C1,33ｍ）天本 

ほとんどボルトラダー。ピン間が遠すぎる。ピンの上に立って何とか届くか届かない

か。こうなったらチョンボ棒しかない。何回か使っていると、上から野次が飛んでく

る。まったくウルサイ限りだ。もうこの棒なしでは僕ちゃん生きていけない。終盤に

なるとこの相棒（まさに呼んで字のごとく)でもまったく届かない箇所がある。ここは

スカイフックをきめ、ゼロの１番が登場（初めて役に立った）さらにチョンボ棒・・・ 

【外れてくれるな…】 



 

(６P：C2,39m)今村 

残置ボルトに助けられながら 7m くらい上にある小ハングを乗り越えると、フィンガ

ーサイズのクラックが 15ｍくらい続いている。ｴｲﾘｱﾝの黄色サイズを不足させないよ

うに、途中カムを間引きながら進む。その後も要所要所にペツルのボルトがあるので

全く不安は感じない。あまりにもつまらないのでトポでフックと書いてあったところ

をフリーで抜けることにする。フックをかけるであろう水平ホールドに左手をかけ、

左足を滑りそうなスタンスに乗せて、一気に体を上にあげ右手でギャストンカチをと

る。そのまま左スタンスが滑らないことを祈りながら左手を右手に寄せ、そのままの

状態で上のペツルにヌンチャクをかけ、終了。失敗すると結構落ちそうだったが、な

かなか面白い。そのあとも別段難しい箇所はなく終了する。 

(７P：C2,21ｍ）天本 

簡単だった。C2？途中フリーを交えながら快適に上る。フリーでもいけるんじゃない

の？(僕は絶対無理だけど)。スイスイ高度を上げるのは気持ちがいい。 

(８P：C2,24m)今村 

24m と短いが今回登った中では一番難しく感じた。30cm くらいの棚を右に 5m くら

いトラバースした後少し登ってからが核心。非常に細かいクラックにカムをセットし

なければならない。この時に役に立ったのが、日本ではダメだダメだと言われ続けて

きたゼロ！(児玉さんはヨセミテで半額で買っていたが・・)ゼロの 2 番しかクラックに

入らない。しかしこのゼロも何回セットしてもテスティングで引っ張るとバシッと簡

単に抜けてしまう。10 回くらいセットし直した時にようやく手で引っ張っても抜けな

くなった。しかし体重を掛けて抜けないかどうかは別物。下のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｴｲﾘｱﾝも多分落

ちたら抜けるだろうし、大丈夫かなーという気持ちでソッと乗り込んでみる。グラグ

ラしているが何とか大丈夫そうだ！そのまま体勢を変えないように、静かにチョンボ

棒で上の残置コパーにフィフィ

をかけ、またまた静かに体重をか

けていく・・。そんなことを 3

回繰り返し、ようやくボルトにカ

ラビナをかけられた時は心底嬉

しかった。終了点はかなり立派な

テラスの上に作ってあり、快適に

荷揚げができる。本日のクライミ

ングはこれにて終了。しかし昨日

はあまり寝られなかったせいか

疲労はピーク。こんなんで明日登 【ポータレッジ！ これぞビッグウォール！】 



 

れるかなー。 

２日目の夜はさすがに昨日の教訓を生かして、ポータレッジを設営することにする。

レッジがしっかりしているので結構組み立てるのは楽だった。この日も夕食は缶詰。

天本ちゃんが買ったベジタブルミックスが激マズ。それもそのはず、水で薄めて食べ

て下さいと書いてある。ちゃんと読めよー。今日は月明かりの下、ポータレッジで快

適に就寝。 

(９P：C2,30ｍ）天本 

ここは８P と同様難しいと書いていていたが、それほどではなかった。残置ヘッドを

越えるとクラックが浅くなるが、エイリアン青とハイブリット青/黒を丁寧に使えば、

すぐにキャメがボンバーにきまる箇所まで届く。フリーが怖いと書いていたがそんな

箇所はなかった。（相当ビビッていた。今村さんにお願いしようと・・）上部は斜頸

したテラス。ポータリッジを張るには場所的には良いが、支点がぺツル１と残置ハー

ケン３というのが心もとない。 

(１０P：C1,51m)今村 

簡単だが非常に長かった。設置できるカムは殆どがキャメロット 0.5 番以上なので、

あまり考えずに登ることができる。しかしスラブなので荷揚げが大変そうだなぁと思

った通り、荷揚げに苦労する。トポに書いてある haulbag eating flake は天本ちゃん

との連携プレイで回避！食べられずに済んだ。残りあと 2 ピッチ！ 

(１１P：C1,39ｍ)天本 

フリーでもいけるらしいが、僕は当然エイドです！４．５のキャメをよくかけかえで

使った。 

(１２P：C1,21m)今村 

とうとう最終ピッチ。味わって登ろうと思っていたがフリーでガンガン登れたので、

正味 10 分程度で頂上に着いた。Prow の頂上はあまりきれいではなかったが、登りき

った時はビッグウォールをやり遂げた達成感でかなり興奮していた。うぉー！やっ

た！頂上の松の木に支点を作り、荷揚げしながら天本ちゃんが上がってくるのを待つ。

しかし、なかなか荷が上がってこない！必ずどこかに引っかかる。トランシーバーで

天本ちゃんと連絡を取りながら、荷を揚げていくと天本ちゃんの姿が見えた！一緒に

声を合わせ何とか頂上まで荷物を上げきり、さらに天本ちゃんも上がって来た！ガッ

チリと握手をする。やったぜ！これで正真正銘のビッグウォーラーだ！ 

【中井・児玉・双川パーティ登攀編 四日目～六日目】 

(１P：:C1,45ｍ中井) 

なにしろ、初めての Yosemite の岩でテンションは上がりっぱなし。 

綺麗に走ったクラックに 0.5 番キャメロットをセットし登り始める。 



 

下部は泥や落ち葉が詰まっていて、掃除しながらの登攀になる。簡単なクラックを 20m

程登ると、並行ピンがあるが終了点はまだまだ上だ。日本のルートなら 2p 連続で登る

ようなもので、ルートの長さに慣れないため疲れる。遠くに雷も鳴りはじめて気が焦

るが、エイリアンサイズのピトンスカーにややてこずり、2 時間強かけてやっと 1p 目

を終了。さっそく、ロープを 2 本 Fix して懸垂で降りる。 

(２P：C2,27m 双川) 

１Ｐ目の終了点から右に少しだけトラバースする。初のリードでいきなりトラバース

はかなり怖い。直上するクラックには残置のナッツやピトンがあり楽に思えたが、そ

れでも信用するにはかなりの時間をようした。使い慣れないオフセットナッツやハイ

ブリッドエイリアンを使いなんとか登りきる。着いた時には汗ダラダラの喉はカラカ

ラで、口にしたお茶はとても美味しかった。 

(３P：C1,30m 児玉） 

15 日は、気合いを入れて出発したものの、４つくらいプロテクションをとったところ

で何と雨！それも結構激しい雨！おまけにカミナリも鳴ってる。よ〜く考えると、先

頭パーティでリードをしている私って誰よりも雷様に近いじゃーん！流石の玉っちも

びびりが入り「リーダー、このまま行くの〜ぉ」とやる気のない声を出す。そして撤

退が決定した。 

16 日は、昨日とうって変わって良い天気！下がっていたモチベーションを無理矢理上

げてこの 3P 目を再び登り始める。最初のハングを左から上がり、そのままクラックを

登る。小さめのカムが良くきく。核心と思われた上部の C２F も残置ものが割とあり、

安心して登れた。 

(４P：C2,33m 中井) 

ボルトラダーで始まるルートで簡単に考えてしまい、またまた苦労する。 

ジップラインを忘れたことに 10m 程登ったところで気が付いたのだが、ギアは足りる

だろうとそのまま登り続ける。 

ところが、終了点まで 5m 程のところで行き詰まる。3m 程左のクラックに移るために

はフックがどうしても必要なのだが、僕のギアラックにはフックは無い。フリーでの

ムーブを何度か試みるが難しく、今から降りるにもロープの長さが足りず進退窮まり

かけるが、ナッツキーの存在を思い出し、フック代わりに使ってなんとか突破した。

このピッチではないが、登攀中にユマールも落としてしまいチョンボ連発に深く反省。 

(５P：C2,33m 双川) 

５ピッチ目の核心では２個のナッチャン達が宙を舞い、それと一緒に自分も“あ～～

～～”ってな感じで落ちる始末。本当にそう叫んで落ちたらしいのですが、やってる

本人はパッツンパッツンですよ。しかし落ちる瞬間はいつになっても嫌な感じです。



 

落ちないように心がけてはいるのですが、、、とほほほ。出だしのボルトラダーはと

にかくピンとピンの距離が遠い。“アメリカンはデカイっつ～の！最上段に上がって

やっと手の届く状態が続き、単調なうえとても疲れるピッチでしたが、それでも核心

ではチョンボ棒を使ったり、ゼロを初めて使ってみたりとＣ２の楽しさも味わうこと

ができた。 

(６P：C2,39m 児玉)  

これまた C２F のルート。ボルトが打たれて入るが、如何せんこの私でも遠い。ちょ

んぼ棒、炸裂である。5 回くらいは使ったかな。どう足掻いてもカム類がきかないとこ

ろが 1 ケ所あった。フリーで登ったれ！なんてグローブを外すが、下から「フックを

使うらしいぞ〜」と中井リーダーの声が。そっか〜、フックか〜。助けられた。エイ

ドからフリーに移るのってすごく勇気がいるのよね〜。そこは、フックの架け替えで

なんとか行けた。 

(７P：C2,21ｍ中井) 

21m と短く、簡単なルートで、フリーでも

登れる。 

(８P：C2,24ｍ双川) 

８ピッチ目はさほど難しさを感じなかった。

というよりは５ピッチ目のフォールでなん

だか吹っ切れた。タピアテアラスに登りこ

む部分はランナーをとりながらフリーで行

くが、とにかくロープが重い。ランナーをとるにも考えながらでないとロープが屈折

して重くなるのを頭では分かっているが上手くいかない。次のピッチのことも考え、

初めから下のテラスを終了点にする。終了点には７本のボルトがあり、思っていたよ

りも広く２人なら充分に寝られそうな感じだが報告のとおりアリが多い。ここで中井

さんからもらった梅干は本当に美味しかった。 

(９P：C2,30ｍ児玉） 

このザプラウで一番難しいとされているピッチ。気合いを入れて登る。途中、フック

を一度使ったり、抜けそうなエイリアンにそろーりと乗ったりはしたが、そんなに難

しく無かった。最後もフリーで行けそうだったけど、ギアも重いし普通にエイドで抜

けた。 

(１０P：C1,51m 中井) 

登攀開始は 6 時で、暗くなるまでにはあと 2 時間ある。明日、明るい内に下山してピ

ザ＆ビールで乾杯するためには、今日はこのピッチを終わらせたい。 

傾斜も緩み、20ｍほど C1 のクラックが続き、ルートの中ほどからは簡単なガリーを

【こ・れ・は？？】 



 

フリーで登る。ルートは簡単だったが本当の核心はこれからだった。 

傾斜が緩むということは、ザックの摩擦も大きくなるということで、荷揚げは大変。

児玉がフォローで上がって来るのを待ち、二人の全体重をかけて荷揚げを開始するも

ビクっとも動かない。垂直の岩に両足を突っ張り、体を反り返らせてロープを引いて

やっと 50cm。このルート 51ｍってことは、これを 100 回以上繰り返すのかと思うと

気が遠くなる。ひーひー言いながらやっと荷揚げが終了して時計を見れば 10 時になっ

ていた。さっそくポーターレッジを設

営し、ぬるいビールで乾杯する。夕食

は、キャンベルの缶詰とアルファー米

で、結構美味しい。缶詰は 3 人で 1 缶

開けて充分満腹になったが、それでは

足りない人間？がいて、もう 1 缶を 1

人で平らげた。 

正面には垂直で巨大なハーフドームと、

そのハーフドームの中ほどにビバーク

するクライマーのヘッドランプが蛍の

ように見える。すごい光景だ。 

(１１P：C1,39m 双川) 

寝心地の良いテラスから右のチムニーに進む。チムニーの幅が広くフリーをしばらく

していない自分にとってはかなりの難所だった。いつでも出だしは怖いものである。

C1 というだけあって難しくはないが連日の疲れのせいかギヤがすごく重い。滑らかな

傾斜に終了点があり、これでリードは終わりか～となんだか寂しくなる。水や食料が

減った分、荷揚げは少し楽に感じた。 

(１２P：C1,21m 児玉) 

最終ピッチ。もう頂上がそこだ！というのに、玉的には、この山行が終わってしまう

ことの寂しさのほうが先にたち、ちょっとテンション下がり気味。 

一度右側に移ってボルトに支点をとる。そのまま上がるといやらしいスラブだったの

で左にトラバースして立木でとる。それからどうしようかと悩んだが、左側の大きめ

のクラックを行くことにする。しかしこれが奮闘系。玉も力を出し尽くした。登って

みるとだだっ広い棚。大きな松が右にある。終了点は松の木とのこと。あそこが終了

点か？そこまでたいしたプロテクションもないのでその松で支点をとり、辺りを見回

す。よく見るともう少し左上に松の木発見。よく読んでもらえれば分かるが、めちゃ

めちゃザイルの流れが悪い。死にものぐるいでザイルを引っ張り、やっと頂上の松の

木へ。疲れまくった。しかも誰もこの奮闘を見ていない。これが情けない！ 

【荷揚げだって大変…】 



 

でもやったぞ！って感じ。私玉っちが一番乗りでピークに立ったのでした〜。いえ〜

い。 

(双川：感想) 

３人で挑戦したこのルートも上手くシステムができず、予想以上にいろいろなことで

時間をとられ毎晩ヘッデンを点けての作業でした。とくにスラブっぽい１０ピッチ目

を荷揚げした中井さんと児玉さんは、荷物の重さに加えてフリクションが掛かりっぱ

なし、“ホールバックを食らうフレーク”に邪魔され大変だったと思います。ホール

バックのフォローをしていた自分まで食われてしまうし、“この野郎！！”と岩に文

句を言った所で何も始まらないがついつい悪態をついてしまう。ごめんなさい。これ

以上、食べないでね。 

 無事に頂上に着き荷揚げの終わったときには心底ホッとする。今ニイ＆アマモッチ

ャンのコンビはすぐそこまで来ている。二人の登りは早いのでかなり待たせる場面も

あった。今ニイの荷揚げにアマモッチャンのフォロー、いよいよ全員が頂上に着く感

動の場面！この場面でもアマモッチャンのユーモアにはみんな驚かされる。こんな場

面でも笑いを取れるなんてすごい！と感心してしまった。なんとか頂上に辿り着いた

ときには全部が終わったような気になったが、ここからが本当の核心なのかもしれな

い下降が待っていた。今ニイを先頭に徐々に標高を下げていく。途中危ない所ではロ

ープで確保したり、懸垂下降をし

たりといろいろと大変でした。そ

れにもましてルートファイディ

ングの難しさはかなりのものだ

と思いますが、安心してついてい

けるのも経験豊富なメンバーに

支えられているからこそだと思

います。自分がやれることはただ

一つ。背負った荷物をきちんと運

ぶこと！メンバーの安全はもと

より自分のミスで人を巻き込ま

ないこと！など頭の中でぐるぐ

る考えながらひたすらついて行くだけです。ずいぶんと下降してきてプラウを横から

眺めると、すごい事をやったんだな～とあらためて思う。日も傾いてきて自分達の点

けている明かりは下の人からどんな風に見えるのかな？と考える余裕も生まれてくる。

見慣れたクライミングトレールを見つけたときには安堵のため息を漏らした。あと少

し、駐車場まであと少し。早く降りてみんなでお祝いのビールを飲もう！辺りはもう

【無事に完登も下山も大変なご様子…】 



 

真っ暗になり、駐車場に着いた時にはビールというよりはお腹が空きすぎてなんでも

いいから食べたいと思うだけになっていた。キャンプ４で食べた残り物の食材達も、

安心からかとてもおいしく感じた。 

１年かけて準備してきたヨセミテでのクライミング。それはとてもとても長い時間を

掛けて来たのに、２泊３日で終わってしまうなんとも不思議な感じです。だからこそ

とても思い出深い経験になることは間違いない。なんだか海外にクライミングだなん

て楽しそうだなと単純な動機で参加してしまいましたが、こうしてみんなでやり遂げ

られたことはとても大事な経験となりました。メンバーのみんなにいろいろと心配や

迷惑をかけた事でしょうが、この場を借りて本当に“ありがとう”。ここまでこられ

たのも、みんなの支えがあったからこそだと思います。良いメンバーに恵まれ、良い

経験をさせてもらい本当に感謝しております。 

【七日目】 

目が覚めるといろいろな痛みに耐えながらテントから出て行く。みんなの顔を見ると

すごくホッとする。『やった～！』心の中で叫んだ。そんな感動もお腹の虫達が起き

だし、次第に空腹感が襲ってくる。 

早めの身支度を整えカリービレッジへと向かった。今朝はビュッフェにしようとみん

なの足どりも軽く、トレーを持った途端にショーケースへと足早になる。スクランブ

ルエッグやカリカリベーコン、フルーツが沢山のった大皿に美味しそうなイチゴが並

び、トーストやパンケーキなどとても食べきれないほどの種類と多さにビックリ。ア

メリカン達は普通に全種類を食べてそう（笑）。結局グルグル回った割には、普段食

べているものを選んでしまうのがなんだか悲しいような気がする。カリカリベーコン

とスクランブルエッグにケチャップをかけ、コーンフレークにミルクとホットコーヒ

ー、デザートにはイチゴとこれだけ食べれば今まで食べられなかった分を補えるはず。

とり過ぎかも。今ニイのトレーに目をやるとタコスが！“うまい！“の一言に、みん

な慌ててとりに行く。ダマッチのトレーには包めそうにないほど具ののった“タコス”

だよね？ダマッチ？本当にそれはタコス、、、だよね？っていうか具をのせすぎ（笑）。

そんなこんなで完食したあと、お土産選びに一行はビレッジストアへと向かう。 

 いろいろな思いでお土産を手にとっては、どうかな～？と相談しながらいろいろな

人にお土産を選ぶが、どれにも大きく「ＹＯＳＥＭＩＴＥ」と書いてある。当たり前

だけどなんだかもうちょっと他はないのかな～とうろつく。 

 お土産選びもそれぞれ終わりビレッジストアを後にする。途中の木陰がある広場で

今回お世話になったギヤ類の片づけを済ませヨセミテを後にすることになる。最後に

エルキャプを少し見ていこうということになり、まじまじと見てみるとやっぱりデカ

イ！誰か登っているかな～？？普通にいるじゃん♪肉眼では豆粒ぐらいでとても見え



 

ない。持ってきた双眼鏡で見たが、それでも人数を確認するのがやっとなぐらい。気

の遠くなるようなピッチなんだろうと改めて思う。 

いつからか燃料ランプが点きっぱなしのレンタカーに止まらないよね？大丈夫よね？

などといいながらスタンドへと急いだ。登りはなんとかクリアー、しかし下りの方が

かなり怖い。エンジン止まったら、、、「中井さんスピード落としましょうよ」（双）

「大丈夫よ」（中）「エンジン止まったらどうなると」（中）「エンジン止まったら、、、

車は止まらずカーブで突っ込んで死んでしまいます」（双）などと交わしながら、助

手席の俺はダッシュボードに手を伸ばし床に足を踏ん張り、なが～～い下り坂が終わ

り、スタンドが見えたときにはやっと生きた心地がしたのは言うまでもない。この旅

で一番怖かった。 

サンフランシスコ近郊に今夜の宿を探す。なんとなくここだろうとフリーウェイを下

りては、いい所はないかと右往左往してみるが、モーテルはあってもレストランまで

が遠いので次のジャンクションまで走らせる。次の町リブモアには繁華街が見えレス

トランも建ち並びいかにもアメリカを描いたようなストリートに目を輝かせ、何を食

べようかと悩みながら宿を探すが見当たらない。子連れの男性に近くにモーテルは無

いかと尋ねるが少し離れているらしく、歩いて食べに行くのは無理のようだ。もう夕

方で日も落ちかけてきたので、さっき教えてもらった「ＤＥＬ ＢＥＬＬ」を探すが

見当たらない。聞きなれない英語にスキッパの彼が発する英語ではとても理解できな

かった。ストアで聞いてみても知らないと言われる始末。仕方ないのでとりあえず探

してみる。一軒目は２部屋で少し高いので別を探す。すぐ近くに２件目が５人一部屋

でＯＫ。しかも安い！でもここって最初に下りた町だよ。しかもスキッパの彼が教え

てくれたホテルじゃん。なんだか一同苦笑い。親切に教えてくれた彼や、慣れない英

会話でのホテル探しはこれこそ

が旅と感じさせる何かがあった。

さっきの繁華街で食事をとるこ

とにする。いろいろ見て回って決

めたレストランには愛想のいい

女性にもてなされ、最後の晩餐を

みんなで楽しみながら久しぶり

のステーキにむさぼりつく。 

 ストアに立ち寄り今宵の酒を

おのおの選びながら、明日で帰る

という現実を受け入れられない

自分がいる。１ヶ月居たら何でも
【む……】 



 

できるだろうな～。学生だったらな～。いか～ん！放浪したくなってきた（笑）。部

屋に戻りいろいろな話しに花を咲かせ、酒の進むうちに強烈な眠気が襲ってくる。今

夜はこれで寝ることにしよう。（文責：双川） 

【八日目】 

今日はアメリカから出国する為朝 7 時に起床。 

各々荷物を車に積み込み、一晩お世話になった DEL BELL LODGE とお別れする。中

井リーダー運転でサンフランシスコ国際空港へ向かう。最初にみんなで騒いで渡った

サンメテオ ブリッジを何となく寂しい気持ちで通り、9 時には無事にレンタカービル

に到着した。去年はレンタカーをぶつけていた為ドキドキの返却だったが、今年は何

事も起こらなかったので順調に空港カウンターまで行き着くことができた。チェック

インを終わらせたあと、デリで朝食を取ることになる。それぞれ好きな物を注文して

食べたが、麺は失敗！不味くてとても完食できず。児玉さんのタイ風カツカレーみた

いなやつは結構美味しかった。朝食を取った後はバラバラに分かれて土産物探し。土

産物といってもめぼしい物はチョコレートしかなく、案外早くに買い物終了。時間が

余ったので天本・児玉・今村でメキシカンバーに行きテキーラを 2 杯ずつあおってフ

ラフラの状態で飛行機に乗り込んだ。日本への飛行機（UA831）は無事に 13：00 に

出発したが、テキーラで酔いがまわっており離陸と同時に眠ってしまった。（文責：

今村） 

【最終日】 

10 時間のフライトも過ぎてしまえば、あっという間で日本時間の 15:30 くらいに中

部国際空港に降り立った。簡単な出国審査を済ませた後、荷物の受け取りはどこです

るのかという議論になったが、たぶん福岡だろうということで荷物受け取り場をその

まま通り過ぎた。その後、バラバラに分かれてフライト時間までふらふらしていたの

だが、出発 20 分前になって突然「福岡空港へご出発のイマムラ様、アマモト様お近く

の係員までお寄り下さい」との館内放送が鳴る。「・・・なんだ？」と思い、行って

みると何と国際線の荷物は名古屋で一旦税関を通す必要があるらしい。航空会社の人

も慌てており、猛ダッシュで国際線ターミナルへ戻ると他のみんなも集合していた。

急いで税関を通し、重い荷物を何とか福岡便に預けることができた。危ないところだ

った。少しして無事に 17:55 の福岡行きに乗り、19:10 頃に福岡の地へ帰って来ること

ができた。全員元気に福岡へ帰って来ることができて今回の山行も無事終了！あー、

楽しかった！（文責：今村） 

 

 

 



 

 

【無事帰国のビッグウォール部。お持ち帰りは、でっかい荷物と経験だー】 

【次はどのルートを…】 


