
比叡山マルチピッチクライミング 

【日   時】2011 年 11 月 12 日(土)、13 日(日) 
【参 加 者】I 村、I 木、I 田、K 崎、T 橋、F 末、A 坂 
【報 告 者】I 木、I 田、K 崎、T 橋、F 末、A 坂 
 
≪ 報    告 ≫ 
久しぶりの秋晴れの中、比叡山にてクライミング合宿を開催してきました。今回は初

参加のA坂さんも加えて7名と賑やかなメンバー。それぞれの奮闘ぶりをご覧下さい！ 
 
[1 日目] 
報告者：A 坂 
比叡Ⅰ峰 1 スラ・ノーマル（I 田、A 坂、I 村） 

無風・快晴の絶好のコンディション

だが，前日の雨の影響で予定のナック

ルスラブルートが濡れており，1 スラ・

ノーマルルートへ積極的「転進」を図

る。駐車場から徒歩 1 分，絶好のアプ

ローチ。 
 I 田さん→I 村さん→A 坂の順にザイ

ルをつなぎ，I 田さん・A 坂が交代でリ

ードすることに。真ん中の I 村さんは

終始ビレイに忙殺され，心中申し訳な

く思う。 
1 ピッチ目（50m／Ⅳ級，I 田リード）は取りつきから直上し，20 メートル程度のと

ころから左の草付きへとトラバース。セカンドの I 村さんが巨大なムカデを掴みそう

になり，注意喚起の声が飛ぶ。いやが上にも高まる緊張感。今頃になってトイレに行

きたくなるのは心理のなせるわざか。しかし，登り始めると非常に快適。ムカデも退

散した模様。 
2 ピッチ目（20m／Ⅲ級，A 坂リード）はあっけなく終了。ピンが 1 本しかないので，

念のために立ち木に支点を作った（今思えば，不要であった）。初めて組んだ I 村さん，

自分のビレイでフォローは怖いのではないかと思料。モルモットになって下さり，感

謝感激。 
3 ピッチ目（50m／Ⅳ＋，I 田リード）は亀の甲スラブの基部まで，50ｍの長い行程。

さあ出陣！ 



ひたすら待つ。時間待ちの間にクライ

ミングシューズに圧迫された足が痺れ

てくる。左から回り込む感じで稜線

（？）部に出るとよい感触。 
4 ピッチ目（35m／Ⅳ＋，A 坂リード）

は，私見では 1 スラの中で一番面白い。

しかし――正規ルートでは右下から中

央寄りに移動し，亀の甲スラブの中央

を直上すべきところ――右端にあった

古びたピンに惑わされ，孫スラブルート

を通ってしまうことに（こちらもⅣ＋）。

たしかに，中央寄りに真新しいピンが見えていた。近い方に飛びついた自分のミス。

その後は 1 ピンもないまま終了点へ。痺れる。 
5 ピッチ目（30m／Ⅳ＋，I 田リード）はスーパーと袂を分かって右へトラバース。

最後の岩の左端を直上する辺りが，ややしょっぱい。この分岐の様子，および全体の

ルート図は，次の URL が分かりやすくお奨めである（「水曜なんじゃこら隊」の「涙が

出るほど素晴らしい！ 天下無敵の『第一スラブルート』」）。 
http://www12.big.or.jp/~tsurukei/hotnews3/263KYbari/263.html 

 6 ピッチ目（20m／Ⅳ－，A 坂リード）はあっけなく終了。記憶に残るほどのものは

ナシ。 
 7 ピッチ目（40m／Ⅳ－，I 田リード）は，草付きの間を登り上り，特に問題もなく

終了点に到着，そのまま最後の 8 ピッチ目（35m／Ⅳ－，A 坂リード）。駆け上がるよ

うに終了点へ。 
3 人パーティながら，リーダーの適切なアドバイスとザイルワーク，I 田さんの果敢

なリードで，最速でクリアすることができた。数時間の待ち時間も恍惚として過ごす。 
 
報告者：I 木 
比叡Ⅰ峰 第 4 スラブ（T 橋、I 木） 
久しぶりの比叡マルチ、何年ぶりなのかも覚えていません。ルートをいろいろ考えた

挙句、あまり難しくなく行ったところのないルート、ということで第 4 スラブにして

みました。全 9 ピッチ、300ｍにもなるロングルートです。 
 
1 ピッチ目は 1 スラなどと同じスタートになるが、右上して行かないといけない。前

日の雨で濡れており、トラバース部分がいやらしい。2 ピッチ目は私のリードだったが

４P 目 A 坂リード 

http://www12.big.or.jp/~tsurukei/hotnews3/263KYbari/263.html


濡れているのが嫌で直上し、藪をかき分けてど

うにか右に抜けた。そのあとは岩の状態は良く、

快適に登れる。途中ルートが分かれているが、

右の簡単なⅣ－のルートを進む。上部は左のス

ラブに戻るところがやや悪いが、その他はさほ

ど難しいところもなく、ひたすら登り続けて 5
時間ほどで終了点にたどり着いた。 
 
全体としては、言われているように藪が多く、

あまりすっきりしない印象でした。最後の 1～
2 ピッチでようやく藪をぬけて視界が開けて

きました。それでも途中ピッチを切ったため計

12 ピッチほどになり、久しぶりのマルチクラ

イミングをたっぷり楽しむことができました。 
 

報告者：K 崎 
比叡Ⅰ峰 第 2 スラブ ノーマル（F 末、K 崎） 
丁度一年前、F 末君と組んで 2 スラノーマルを登ったが、痛恨のルートミスで 2 ス

ラスーパー、3 スラと壁いっぱい使ってしまった。今回のテーマはずばり、完登！奇数

ピッチは F 末、偶数ピッチは K 崎のつるべで登る。前回は 1 ピッチ目の終了点から既

に間違えていたようだ。今回は「第 2 スラブ左へ」と木の看板を見落とさずに左上し

ピッチを切る。 
核心のピッチⅤ+は F 末君リード。取り付き点からの直上ルートは、2 スラスーパー

Ⅶなので要注意。I 田メモ通り「クラック気味の渋い登り」だった。出だしが核心で、

クラックはしっとりと濡れており、スタンスも滑りそうで嫌らしい。 
濡れたクラックに手を突っ込み、右足ハイステップ、えいやっと体を上げなければな

らない。F 末君しばし奮闘したが、持前の思い切りの良さでクリア。K 崎も続いて登

る。クラックをレイバック気味で登ろうとするも失敗。F 末君とは逆で、持前の思い

切りの悪さで落ちた・・・ 
その後の残りピッチはⅣ級なので、快適で高度感も味わえた。ただマルチは、易し

い＝ピン間が遠い、ムズい＝ピンベタ打ちなので、グレード的には易しくても精神的

にこたえる。途中、グラグラの大岩が細引きで固定されているだけの所があり、クラ

イミングよりも怖かった・・・最終ピッチは登山道が終了点。無事完登！今回の目的

を果たす事が出来た。F 末君、ありがとうございました！ 

これぐらい楽勝？ 



[2 日目] 
報告者：F 末 
比叡Ⅲ峰 左方カンテバリエーション（F 末、I 村） 

1 日目の夜に焼き肉・石狩鍋で盛り上がり、飲み過ぎてしまい・・・ 
朝起きたら I 村さんの車の後ろで寝ていた。皆さん探していたようで、すみません。 
【１ピッチ目】I 村リード(5.10a) 
取り付きは易しいためか、１ピン目が遠い。１ピン目からのハング下トラバースは

露出感があり、非常に恐ろしい。これが 5.10a たる由縁か。 
【2 ピッチ目】F 末リード(5.7) 
カムで支点をとりながら登る。段違いのスラブへののっこしが落ちるかと思ったが、

力任せに登った。Ⅲ峰は山がすっぱり切れ落ちており、眺望が最高で、気持ちよく登

ることが出来た。やっぱりこのグレードくらいが自分には合ってるのかな。 
【3 ピッチ目】I 村リード 
いよいよ確信のピッチ 5.10b。左に少しトラバースして直上。姿が全く見えなくなり、

ビレイも少し緊張する。ザイルの流れも悪くなり、ちょうど終了点もあったのでそこ

でピッチを切った。 
【4 ピッチ目】I 村リード 
見るからに激悪のスラブに始まり、ハングののっこしが続く。さすがに F 末でのリ

ードは厳しいとのことで I 村さんがリードで登る。出だしのスラブは I 村さんでも手こ

ずっており、とても 5.10b とは思えない。ハングののっこしもハング上のクラックに

ジャムを決めてのっこす怖いピッチだった。 
【5 ピッチ目】F 末リード(5.9) 
ここも出だしは易しく 1 ピン目が遠い。恐怖心

からカムを出だしで使ってしまった。 
1 ピン目にヌンチャクをかけたが、ボルトが上に

一つ見えるのみである。クラック沿いにカムを決

めながら登るが、カムが本当に効いているのか自

信もない。絶対に落ちられない緊張と戦いながら

慎重に登った。でも、自分でどこに支点をとるか

考えながらのクライミングも楽しかった。 
 
全体として厳しいクライミングだったが、頼も

しいメンバーと一緒だったから安心して挑むこと

が出来て良かった。 
この先はどうなっている？ 



報告者：I 田 
比叡Ⅰ峰 ３KN スラブ・ノーマル（I 田、A 坂） 
アプローチ：午前９時、トイレ右横から長いアプローチが始まる。昨夜のお酒が残る

体には少々堪えるが、ここは踏ん張って登るしかない。 
やっとの思いで今日のルートの取り付きにたどり着く。この取り付き点は「TA カンテ」

や「ナックルスラブ」の取り付き点でもある。 
１ピッチ 30m Ⅳ＋：I 田リード 
所々しっかり濡れているので慎重にスタートする。目の前の岩を右から巻く感じで全

体に斜め左方向へ登っていくが、このピッチ結構厳しく感じるのは僕だけだろう

か・・・？ 
松の切り株を目指して登っていくとテラスに出た所に終了点がある。 
２ピッチ 35m Ⅲ＋：A 坂リード 
このピッチも斜め左方向へ登る。このルートは易しい分ピンは途中１か所しかない。

登り初めに右手に真新しいピンが見えるがこれは無視。ここもテラスに出た所に終了

点がある。すぐ左にもう一つの終了点があるがこれは「失われた草付き」ルートの終

了点である。 
３ピッチ 30m Ⅳ：I 田リード 
久々のスラブを慎重に直上していくとそのうちに終了点が見えてくる。 
４ピッチ 40m Ⅳ：A 坂リード 
ここも直上。右方向にもルートがあるが「３KN スラブスーパ」のルートであろうが

まだ未踏である。ノーマルルートは２本の枯れた松の木を目指して登る。その木の手

前の大岩を乗っ越したところに終了点がある。 
５ピッチ 40m Ⅳ＋：I 田リード 
ここも直上。途中に大きな出っ張り岩があるが、この岩は触っただけで動く浮石であ

るため乗らないように巻いて登る。ザイルぎりぎりで終了点に届く。（このルート 50m
弱はありそう・・） 
６ピッチ 15m Ⅲ：A 坂リード 
目の前にⅠ峰の稜線が見えるのでここは簡単に登り切って終了である。 
時計は１１時半近く。約２時間半のクライミングであったが１年ぶりのマルチを怪我

なく楽しんだ。 
 
報告者：T 橋 
比叡Ⅰ峰 失われた草付き（T 橋・I 木・K 崎） 
取り付きは、ＴＡカンテや３ＫＮら人気ルートの一番左。間に何本かトポに出てない



ペツルのルートがある。「失われ

た・・・」には薄くなった木製の

道標あり。 
１Ｐから核心Ⅵ級で、ボルトは近

いが薄いフレーク状のスタンスが

剥がれそうで、朝イチの登りでは

気持ち悪い。以降ＴＡカンテとの

交差を越えてランナウトⅣ級が続

く。左へのトラバースから始まる

４Ｐは、ペツルの位置が少し悪く、

古いリングボルトなどにランナー

を取っていくと流れが相当悪くなってしまう。重いザイルと格闘しつつフト左手を見

れば、すっきりしたスカイラインを登るＴＡカンテのクライマーが眩しく見えるハズ。 
ちなみに３Ｐは左右に分かれたⅥ－があるらしいが今回は余裕なく未見。 
いずれにせよマルチ技術の再勉強とランナウト対策（メンタル？）してからもう一度。 
そういえばマルチで初めて組んだ K 崎さん、何かを吹っ切ったようなイサギヨイ登り

っぷりには、見上げる I 木さんも驚いてた様子。ナニカアッタノカ・・・？ 
 

人生を悟りました！ 

完登のガッツポーズ！ 


