
 

比叡山・雌鉾岳クライミング 

【報 告 者】日高、武内、福田、稲田、松本 

【日   時】平成 17年 10月 9日～10日【天 候】晴れ 

【参 加 者】杉田、中井、今村、児玉、一木、天本、日高、武内、松本、

稲田、福田、金崎、松井（会員外） 

    

≪≪≪≪    報報報報                告告告告    ≫≫≫≫    

すっかり秋の恒例行事となった比叡クライミング。今回は松井さんも含めて何と 13名

ものクライマーが比叡に集いました。そして夜はハイク組にスバルのメンバーも加わ

り、芹野さんの百名山登頂に負けないぐらいの盛り上がりを見せました！ 

さて、肝心のクライミングの方はどうだったのでしょうか・・・？ 

10101010 月月月月 9999 日日日日・・・・晴晴晴晴れれれれ    

雌鉾岳・大滝左～スプリングスカイ・・・・・武内 

久しぶりの乾き岩だ(この夏は沢で濡れ岩ばかりだったので)。場所は鉾岳、今回の

パートナーは、退会後もその存在感の衰えを感じさせない松井さんと、かのう谷で濃

い山行を一緒に味わった松本さんであった。 

鉾岳は、昨年雨で敗退したとこだが、今回は申し分なく快晴である。ルートだが初

心者は大長征が定番だが、ピナクルでも２パーティーが取り付き、混雑が予想された

為、スプリングスカイに決まった。早速、ルートに取り付いてみよう。 

・1 ピッチ目 松井 いきなり核心かと思わせるような、傾斜のある所。１ピン取った

後から進めない。これはむずいという事で、1 ピッチ目はあきらめ、すぐ右側の大滝ル

ートに変更。僕はセカンドで登っちゃいました。 

・２ピッチ目 武内 小バンドを左にトラバースして、スプリングスカイに合流後少々

左上。 

・３ピッチ目 松本 緩いスラブを右上。慎重の進むも問題なさそうだ。樹林帯下部

の立ち木でビレイ。その後、樹林帯上部に移動。 

・４ピッチ目 松井 ここに支点はないが足場はしっかりしている。背中は樹林。直

上ルートだが、出だしがいやらしい感じ。そしてビレイ点で、大長征ルートと交差。

ここで天本･日高パーティーに遭遇。つるべで登っているようだ。しかし、同ルートの、

稲田･児玉･杉田パーティーはどこにいったのだろう。 

・５ピッチ目 タッチの武内＆ほとんど松井 核心部に順番で回ってしまったリード。

ちょっと右側から左上直上後１ピン目。だが２ピン目から、動けなくなってしまった。

どうにもこうにも足が出ない。どうにもこうにもならない、とはこういう事だ。観念



 

して、松井さんに代わってもらう。何と、スイスイ抜けられてしまった。この差はな

んだ！。僕はセカンドだったので、何でもありで突破。またその後も厳しい部分が続

き、結構時間を食ってしまった。松本さんは慎重だが一歩一歩着実に攀じってきた。

ここでＫＹＣに合流。 

・６ピッチ目 松井 コーナーを抜けてその外側に回ってスラブ。ここも結構厳しい

感じ。 

・７ピッチ目 武内 トリです。５ｍくらいのクラックをカムをセットしながら登る。

ほどなく頂上であった。 

山頂では立石さん上瀬さんに出会い、また眺めは最高、しかし、己の未熟さを存分に

味わせていただきました。要修行だ。 

 

雌鉾岳 大長征 ９Ｐ Ⅳ・・・・・日高  

マルチをするのは春の登山学校以来２回目です。場所は同じく比叡山・・のはず 

でしたが、他グループが前日から駐車場を埋め尽くすほどビバークしており、これは

比叡は混むだろうということで鉾岳に変更。松井・竹内・松本チームがスプリングス

カイルート、稲田・児玉・杉田チームと天本・日高チームが大長征ルートを登る。朝

の寝ぼけた体にはちょっと厳しいアプローチだったが、お陰で取りつきまでに体は十

分暖まっていました。 

１Ｐ目 日高： 登攀開始、先に行った稲田チームに遅れをとらないよう気持ち早め

に登る。このピッチはかなり快適に進めるのでノーピンでも行けるかなとも思ったが、 

何かあった時が困るので、やはりポイント毎でランニングをとって進む。 

２Ｐ目 天本： ロープワークがまずく、途中待たせる箇所があったが、あっという

間に終了点に到達。 

３Ｐ目 日高： このピッチもバッチリ足がきいて快適に登れた。ただ、天本さんか

ら１ピッチ目に注意されたセルフビレイの不味さを再度指摘される。理解したつもり

だったが、この次のピッチでも再度やり方を間違えていた。天本さんスミマセン。 

４Ｐ目 天本： このピッチあたりからどんどん右上にトラバースしていく、終了点

は庵の秋ルートに近い。 

５Ｐ目 日高 ：なおもトラバース、難しくはないと思ったが高度があるので慎重にす

すむ。 

６Ｐ目 天本 ：ピッチ開始直後でルートの途中を塞ぐ切れ目のような岩をまたいで

進む、下は谷底なのでリードの天本さんが慎重にルートを選んで進む。それを見てい

たおかげで比較的簡単に手がかり足がかりを探す事ができた。その後のバンド途中で

段差のあるところがいやらしかった。前方でビレイしている天本さんのアドバイス通



 

り、腰を落として一足一

足確実に進む。この時点

で既に稲田チームは終

了点に到着、坊主の上に

向かっていたようだ。さ

すがに早い。 

７Ｐ目 日高～天本： 

途中スプリングスカイ

ルート？を登攀中の松

井隊と合流、フォローと

はいえ厳しいルートに

もかかわらず、松本さん

は笑顔だ。その笑顔が何となく心強く、俄然やる気が湧いてきた。挨拶を交わして先

に進むが、ここで間違えて終了点手前で１回切ってしまった。セカンドの天本さんが

そのまま約 15ｍ先の終了点に向かう。「あ～、これで自動的に次のピッチは日高のリー

ドだな」と笑顔で言っていた。う～ん、自動的って…。終了点で休憩後、次のピッチ

の準備にかかる。 

８Ｐ目 日高： 登ってみたはいいものの、何だかあまり足がかりがない。これは落

ちるかも…と思ったが、登攀前に米田さんが「スラブで落ちたら顔がダイコンおろし

みたいになるよ～」と面白そうに言っていたのを思い出し、必死でバランスをとって

登った。 

９Ｐ目 天本～日高～天本： 前ピッチと同じく、あまり足がかりの無いスラブを登

って行く。途中カムをきかせて進んでいたので、ルートが間違っているのか？と思っ

たが、後から聞くとこういうルートだそうだ。途中でトップとセカンドを交代して、

坊主手前のチムニーまで進む。岩をぐるっと回りこんでいるせいでコールが全く聞こ

えなかった。天本さんと合流後、最後の直登をカムを使って登る。僕達より先にチム

ニーにいた他のパーティのために、登った後にカムを残していこうと天本さんがいう。

お～、何だかジェントルマンだ。…と思って自分が登る準備をしていたら上の方で何

だか「イェーイ。チーズ！」とかいう声が聞こえてきた。え…？まさか天本さん、稲

田チームと４人で記念撮影を始めているのか？うわ～、ちょっと待ってて！！と思い

つつ慌てて登ってついに頂上に到達。 

頂上で２時間近くも待っていてくれた稲田さん・児玉さん・杉田さんとガッチリ握

手を交わし、５人で集合写真をパチリ。天気もよく、どこまでもつきぬけるような青

空の下、みんなとびっきりの笑顔でとった写真はホント、記念の一枚です。 

【鉾岳基部にて、稲田・日高ペア。でも組んでないじゃん！】 



 

一緒に組んで要所要所でアドバイスをしてくれた天本さん、かなり待たせてしまった

にもかかわらず、頂上で笑顔で迎えてくれた稲田さん、児玉さん、杉田さん、どうも

ありがとうございました。 

 

報告・・・福田 

「何で登れん腹立つなんで参加したんだこんな筈じゃなかったのに」何ピッチ目だっ

たのか自分で自分に腹を立てて登っていたは、２ピッチ目で早くもテンションをかけ

てしまった。あまりの難しさに手も足も出ない状態１ピッチ上がるのがすでにやっと

の状態、セカンドだったので、すぐにあまり休むまもなく直ぐリ－ド先の方では同じ

ル－トの中井さんのパ－ティ今村さん、一木さんに「セカンドやから休む間が無いね」

気を使ってもらい登るのだが全く登れん！迷惑かけたらいかんとの焦りと高所の恐怖

も手伝って体が全く動かん！これで自分で自分にキレてしまいますます悪循環状態後

半は、もう悲しいぐらいにボロボロの状態でヌンチャクはつかむはシュリンゲは掴む

の何でもありの状態後半のスラブでどうしても登れくなり一木さんに「登れません！」

本当に正直にヘルプをだしたら「登ってこい！」の一喝もう疲労困憊の状態情けなく

なり泣きが入りそれでも何必死で登って行くと今村さんが「あそこのテラスで一休み

しよう」２人みたいに水分補給や行動食を取る余裕なんて無し！取れたら奇跡！大袈

【快晴の鉾岳山頂にて。充実感がみえてます】 



 

裟みたいだが自己ビレ－リ－ド登るのが必死で高所の恐怖で自分を支えるのがやっと

で力が入りすぎのため満足に動けないテラスで座って一息「あと２ピッチだな」終了

地点間際の聞いたあの一言絶望感の為一瞬目の前が暗くなりました「まだ登るんか

い！ええかげんにしてくれ」と思いつつ最後の一手、最後の一足．．．着いた～終わ

った～！と思ったが自分が上り詰めたところが終わりかと思いきやあと一歩右だった

のでまた恐怖にさらされながら一足、一手、自己ビレ－、一木さんのビレ－でこれで

今度こそ本当に終わりみんなで記念撮影し下山 

今回一緒にザイルを組んでくれました今村さん一木さんお疲れ様でしたありがとうご

ざいました 

 

10101010 月月月月 10101010 日日日日・・・・晴晴晴晴れれれれ    

比叡 3峰・ラストフロンティア・・・・・稲田 

少々前置きになるが、比叡山の壁に取り付くのは約 10年ぶりかな？当時は初級コー

ス、しかも装備はシングルザイルにエイトカン。クライミングシューズも今では骨董

品扱いになっているクラシックなもの。おまけにカムなんてギアも見たことはなかっ

た。最近、ある事情からまたクライミングに手を染めるようになったので再び比叡山

に来てしまった。しかも今回はダブルザイルにルベルソ、シューズも岩に吸いつくス

グレモノ。ギアの進歩に感心しつつ、後は己の技術がどこまで通用するのか不安と期

待の中のクライミングである。 

ザイルパートナーは旧会員の松井

氏。年齢的にはさほど違わない「干

し柿隊」仲間であるがクライミング

では大人と子供である。まあトラブ

っても彼ならなんとかしてくれる

だろうということで「第Ⅲ峰ラスト

フロンティア」から「比叡の果て」

へ続くコースの壁に取りついた。と

言ってもどの程度難しいのかはま

ったく分からない。言われるがまま

に 1 ピッチ目を 9 時半にスタートする。ここで初めてカムなるものを使う。これまた

なかなかの優れもので岩の割れ目にがっちり支点が出来た。全部で 5 ピッチなので、

つるべ方式で行くと僕が 1、3、５ピッチを担当することになるが、最終の５ピッチ目

は難しいので松井さんにお願いした。しかし３ピッチ目ではどうしても越えられない

スラブについにピン乗りしてしまい、4 ピッチ目ではヌンチャクつかみで乗り越えた。

【まさにゴールデンコンビ！ ダマキンマルチペア】 



 

やっぱり厳しい壁であった。松井さんはすべてのピッチをノーテン、フリーでやって

のけた（さすがだ。）そしてすべてが終わったのが 12 時ちょうど。2 時間半のクライミ

ングが終わった。話は変わるが隣の壁では一木、武内コンビが「白亜スラブ」という

超厳しそうなところを攻めていた。僕が 3 ピッチ目あたりを登っていたとき、僕の真

横の目線上に赤いジャージをはいた武内さんが 90 度に近い長いフェイスに取り付き、

しかもバックには「ニードル」という実に絵になる光景を見てしまった。いつかは俺

も登らねば、、、、！？ 

＊ピッチグレード（松井氏評価) 

１P：（２５ｍ III+）、２P：（５０ｍ 5.10ｂ）、３P：（３５ｍ 5.10ｂ－）、 

４P：（２５ｍ 5.10ｂ＋）、５P：（３５ｍ 5.10ｃ） 

総合グレードは 4 級上か 5 級下と思われる。 

 

比叡一峰・第２スラブ・・・・・松本 

 比叡山・鉾岳マルチ合宿の２日目の舞台は、大阪からの大所帯が帰った後の比叡山。

中井・天本Ｐが比叡第一スラブ、児玉・金崎Ｐと今村・松本Ｐが比叡第二スラブであ

った。（松井・稲田Ｐ、杉田・日高Ｐ、武内・一木Ｐはどこでしたっけ？） 

 自分は１日目の鉾岳スラブ登りで満身創痍になっており、体中がぎしぎしいってい

た。上半身だけでなく相当に脚にきていたのは、微妙な立ち込みが必要なスラブなら

ではなのだろうか。今村さんに今日は易しい比叡山第一スラブと聞いていたので安心

していたのだが、取り付きに行ってみると、他会の先行パーティーがいたため、もう

少し難しいという第二スラブ（スーパー）に変更になった。もう、なるようになれで

ある。ちなみに腹具合が悪い人が続出していた。かくいう自分もそうだった。私につ

いては、肉の食べ過ぎが原因だろう。 

 第二スラブは、つるべで登る児玉・金崎Ｐが先行し、最初と最後以外は今村さんオ

ールリードの今村・松本Ｐが後続した。記憶が途切れ途切れであまり正確ではないの

だが、確か以下のような感じだったと思う。 

 第１ピッチ、松本にリードさせてもらう。Ⅲ＋といったところか。 

 第２ピッチは、草付きを斜上したところで短く切る。 

 第３ピッチ、先行する金崎さん、児玉さんが苦戦していた。下のビレイポイントで

待っている間は、隣の第一スラブを登る中井さん、天本さんの撮影タイムである。や

がて、今村さんがスリップするかもしれないと言いつつ、危なげなく越えていった。

自分の番になって、最初の一手・一足を今村さんの真似をしたものの、次の一足も一

手も動かせない。このままでは腕力がなくなると思い、禁断のＡ０に手を出す。手の

みならず、足も出す。まあ、自分の能力ではやむを得ない。ちなみに、金崎さんの「き



 

ゃー、サソリがいる！」発言はこのピッチの上部でのこと。一瞬ここは日本なのかと

考えてしまった。 

 第４ピッチと第５ピッチは、ガバとカチを上手く拾いながら、じりじりと登ってい

くピッチだったと思う。Ⅴぐらいか。高度感満点である。ところどころに剥離しそう

なフレークがあるのが怖い。 

 第６ピッチだったか第７ピッチだっ

たかも難しかった。ここでもＡ０が入っ

た。そうでもしなければヌンチャクを回

収できない。冷や汗たらたらである。 

 最終の第８ピッチは傾斜も緩く易し

そうなので、リードさせてもらった。Ⅲ

＋ぐらい。草付きに逃げられる部分は逃

げてしまった。終点に中井・天本Ｐと金

崎・児玉Ｐが揃っていた。ルベルソで今

村さんをビレイして、感激の握手である。 

 下山は、切れ落ちた岩稜をしばらく行

き（アプローチシューズでは結構怖い）、

登ってきた反対側の樹林帯の中を下っ

た。脚に疲労がきている身には、なかな

かきつかった。コースタイムもうろ覚え

なのだが、９時頃取り付き、１４時頃終了点、１５時頃駐車場ぐらいか。駐車場に戻

ったのは、ピナクルメンバーの中で最後だった。 

（感想） 

 感激のマルチ本ちゃん初完登である。１日目、２日目とも基本的にフォロアーであ

り、登らせてもらったというのが実態だが、それでもエッヘン、初本ちゃんである。

１日目の松井さん、武内さん、２日目の今村さん、全体リーダーの杉田さん、ありが

とうございました。 

 よく分かったのは、体重移動が重要であること、やはり普段からフリーの練習が必

要であるということ、セカンドであっても登れなければどうしようもなくなるので登

るしかないということ、一歩踏み出せるかどうかというときには強い気持ちが必要で

あること等々である。リードとなればなおのことだろう。次は易しいルートをリード

できるように研鑽したい。 

【異色のタッグ結成！ムーチョ＆玄人ペア】 


