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フードキャニスター(左)とワグ・バッグ(右) 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 Mt. Whitney（ﾎｲｯﾄﾆｰ山） 

【報 告 者】Ａ屋 

【日   時】2012 年 7 月 31 日～8 月 1 日【天 候】快晴（夜：雷雨） 

【参 加 者】Ａ屋 

≪コースタイム≫ 

１日目 Mt. Whitney Portal(登山口) 2600m 7:50～Outpost Camp 3160m～Trail Camp

（ベースキャンプ）3650m 13:30  

２日目 Trail Camp（ベースキャンプ）3650m 4:30～Trail Crest 4145m 6:00 ～ Mt. 

Whitney Summit 4412m 8:30 ～ Trail Camp（ベースキャンプ）11:30 ～Mt. Whitney 

Portal(登山口) 14:30 

≪ 報    告 ≫ 

【入山前】 

米国出張にあわせて米国本土最高峰である Mt. Whitney 登山を計画した。調べてみ

ると入山許可書（パーミッション）は一日 60 人に限定されており、今シーズン分の予

約がほぼすべて 2 月の時点の抽選で既に埋まっていた。しかし、予約者にキャンセル

が出れば先着順で取得が可能であったため、キャンセルの有無を Web でチェックする

ことが日々の日課となった。登山のおよそ 1 月前にキャンセルを発見し、速攻で予約

することができた時には小躍りして喜んだ。 

入山に必要なパーミッションは、登山の前日までに現地ビジターセンター発行して

もらう。この、ビジターセンターでは、ワグ・バックとフードキャニスターも入手す

る。ホイットニー山にはトイレは設置されておらず、自分の排泄物を持ち帰ることが

義務づけられている。

ワグ・バッグとは、い

わゆる大便を持ち帰

る袋。袋は 2 重になっ

ており匂いを防ぐ薬

品も入っている。フー

ドキャニスターは食

物の容器のことで、野

生の熊が人間の食べ

物を取れないように

するための容器であ

る。匂いのするもの
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登山口の池 

 

ホイットニー山の美しい自然と登山道 

 

(ゴミ、歯磨き粉、化粧品など)は食べ物以外でもいれておき、テントから離れた場所に

置いておく必要がある。このフードキャニスターは意外と大きくて重く (約 1kg)、お

いていきたい気持ちが頭をよぎるが、実はこれ登山者の食べ物を守るためのものでは

ない。人間の食べ物の味を覚えてしまった熊は駆除しなければならないため、これは

熊を守るための容器であり、登山者への義務となっている。フードキャニスターの蓋

の裏に、ワグ・バックはいれるなと書いてある。確かに匂いはするかもしれないけど、

入れようとする人がいることに驚かされる。 

【1 日目】 

登山口は美しい森の中にあり、

滝や池や売店がある。登山口には

登山者への警告として、「リスク

を避け、正しい判断ができる訓練

をせよ。救助されることを期待す

るな。」とポスターが掲げられて

いる。 

 今回の山行の作戦はとにかくゆ

っくり小幅に歩くこと。高度障害

を避けるため息のきれる歩行は

避け、できるだけ全身の筋肉を使
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ベースキャンプ(トレイル・キャンプ)に幕営 

 

わないようにユタァ～と歩くことに徹した。直前のサンハシント山におけるトレーニ

ング山行で足にマメができていたので、それを悪化させないという目的もあった。結

果としてこれらの作戦は有効で、高度障害に苦しむことなく歩き続けることができた。 

途中、何組かのパーティに追いつかれたので道を譲った。日本の山行では後続の登

山者に抜かれることはほとんどないので内心、ムゥ〜と悔しく思いもしたが、ここで

ペースを乱しては元も子もないので、我慢してゆっくり歩き続けた。心の中で「下り

で本気出す。」と闘志を燃やしながら・・・。 

ホイットニー山の景色は素晴らしいとしか表現できなかった。見上げると、穂高岳

の屏風岩を超えるような岩場が登山道を取り囲んでおり、巨大な松が心地よい木陰を

落としていた。雪解け水が溜まってできた湖が所々にあり、美しい湖面と湿地帯は絵

ハガキのような世界だった。登山道には徹底して人工物を持ち込んでおらず、数カ所

の標識以外はすべて現地の石や木を使って丁寧に整備されていた。 

 湖のそばにはキャンプ場があり、ここを目的地とするキャンパーが木陰でゆったりと

過ごしていた。豊かな自然環境とゆったりとした時間を楽しんでいるように見えた。

しかし、ホイットニー山を目指す人にとっては、まだ中盤。歩みを先に進めた。 

 

標高 3300m を超えると樹木がなくなり、岩と砂だけの世界へ。日射を遮るものが無

く暑さが体に応える。呼吸を意識しながらゆっくり、かつ確実に進んだ。 

午後 1:30ごろ、ついにベースキャンプに到着。岩だらけのキャンプサイトであるが、

テントが貼れるきれいな整地済みの区画があった。同じ単同行者の近くに幕営するこ

とに決定。周囲を見ると見慣れない種類のテントばかり。日本を代表してエアライズ

を設営(笑)。ちなみに、アメリカの登山ギアメーカーの人気度をみると、ザックは

Osprey、それ以外の山道具は Mountain Hard Gear が目立っていた。 
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飲料水のフィルタリング 

 

テントの中から山頂を望む 

 

  お隣さんに朝の何時に頂上アタックするのか聞

いてみると自分の計画と同じ朝 4:00 とのこと。過

去にホイットニー山を 4 度登頂しているらしく、自

分の計画が妥当だったことがわかり、少し嬉しく感

じた。 

飲み水の調達には、湖に流れ込む雪解け水を汲む。

生水の飲用は推奨されていないので、濾過フィルタ

ーを通じて綺麗にした。専用の容器に湖の水をいれ

てぎゅっと押すと、下から綺麗な水が出る仕組み。

雪解け水だから十分きれいなような気がするが･･･。

それにしても冷たくてすごく美味しい！ 

 夕方、日射が弱まるのを待ち、高度順応のため、

さらに標高をあげるトレーニングを行った。途中で

下山してくる登山者から「今から登るの？あなた間

違っているよ。」と心配されるので高度順応のため

と説明しながら登った。1 時間ほどで、自己最高の

富士山を超える 3,900m に到達したが、特に辛くは

無く、明日目指すホイットニー山頂に“行けるか

も！”という自信が得られた瞬間でもあった。 

【2 日目】 

 夜の 12 時頃、すでに眠りに落ちていた時、突然雷

の音ともに雨が振り出した。ホイットニー山で怖れ

られているサンダーストームである。太平洋から流

れてくる湿った空気が、ホイットニー山にぶつかり

激しい雷雨をもたらすらしい。稜線や山頂でこの雷雨にあうと非常に危険らしいが、

ここはベースキャンプ。ジタバタしてもはじまらないので、耳栓をして睡眠続行。 

  翌朝 3:30 分に起床し外に出てみると、雨は止んでおり綺麗な星空が広がっていた。

気温が 5 度くらい。4:30 からヘッドライトをつけて山頂を目指す。核心部の 99-スイ

ッチバック（本当に 99 回のジグザク道）を 2 時間かけて通過し、高度 4100m のトレ

イル・クレストという稜線に到着した。ここから先はトラバース路を歩き山頂を目指

す。しかし、このトラバース路、事前のルートイメージと異なりかなりの絶壁の上に

取り付けられていた。ここも登山道がしっかり整備されていたため危険を感じること

なく通過できた。最後の頂上直下付近に差し掛かると、頂上はもうすぐ！という嬉し
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ホイットニー山の山頂の風景、ルート上唯一の避難小屋で記名 

 

さから自然に笑みがこぼれる。下山してくる登山者に「もう少しだ。頑張れ。」と声を

かけられた。 

 8:00 に登頂。風がなければ寒くないくらい。ここでミニ三脚を立てて証拠写真を撮影。

ちょっと寒くてここでは「ピナ T」に着替える気にならなかった。山頂では携帯に電

波が入るので、皆、思い思いに連絡をとっている様子。自分も iPhone を取り出し登頂

を知らせるメールを日本へ向けて打電。 

  8:45 分から下山開始。高度障害を気にせずに本気モードでスタスタ下山したところ、

登りの半分の時間でベースキャンプに到着。テントを撤収し、一気に下山した。ホイ

ットニー山に一抹の名残惜しさも感じつつも、できるだけ早い時間に降りようと先を

急ぐ、予定より 3 時間早く下山できた。途中登山道のあちこちに、使用済みと見られ

るワグ・バックが放棄されていた。なんだか中途半端なマナーである。ジグザグな登

山道は、日本の登山道と比べると傾斜が圧倒的に緩やかで凹凸も少ない。高所でなけ

ればトレランコースに最適なくらいであった。しかし、とにかく日差しが強く、3200m

以下は非常に暑かった。空気は極めてドライ。 

  無事下山したことを祝してビールで祝杯といきたいところでしたが、まだ車の運転

があったので、登山口の売店でペプシコーラとハンバーガーを食した。味が薄かった



 - 6 - 

登山口の売店でのハンバーガー 

 

ので自前の塩をかけて食べた。通りすがりのおばあさんが「楽しそうね」と声をかけ

て頂いた。確かに登頂し、無事下山もでき、本当に楽しく幸せでした。 

アメリカの登山者は、日本以上にすれ違い時に挨拶をし、しゃべりかけてきた。自

分はさほど英語が得意では無いので、ちゃんと通じている体で相槌をうちつつも、数

秒後に意味が理解できた時にはその人は過ぎ去っているという感じであった。それが

下山まで続くのであるから、一種の英会話教室みたいな感じでだんだん慣れてきた。 

【総括】 

今回、初の海外登山かつ未経験の高度への挑戦。事前リサーチでは大丈夫と判断し

つつも麓のローンパインの町で山を見上げると不安がこみ上げてきたが、様々な方の

アドバイスや応援を力に変えて達成できたと実感した。少しでも体に異常を感じたら

決して無理をせず撤退することを自分へのルールとして課したが、良い体調のまま山

行を終えることができた。体力的には宝満山～三郡山のボッカを繰り返せば、十分挑

戦できるレベルだと思う。 

  アメリカの登山は、日本の山とは、気候、風土、文化など異なるとところが多く、

現地の生活やスーパーでの食材の調達など、生活そのものの違いを楽しむことができ

た。レンタカーのクルーズコントロールを時速 115km ぐらいにセットし、日本から持

っていった CD を聴きながら何時間もひたすらまっすぐ砂漠を突っ走る経験もまた楽

しいものであった。海外（今回は米国であるが）の山行は、単純に山以外の部分でも

旅行的な楽しみがあるので、パーティを組んで遠征するのもきっと楽しいと思う。 

【高度障害への対応】 

  文献によると深刻な高度障害は 4,000m〜5,000m の間で発生することが多いと指摘

されていた。今回は自己最高の標高でありかつ単独行により助けを呼べない可能性が
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あったため、できる限りの備えして望んだ。 

 具体的な高度障害への対応として、平地におけるインターバルトレーニングで最大酸

素摂取量(VO2Max)の向上に努め、仕事先であるサンディエゴで 5km マラソン大会に

も出場した(?)。また、直前に 3,200m のサンハシント山という別の山でのトレーニン

グ山行も実施した。山行時にはダイアモックスを服用し、パルスオキシメータを用い

た血中酸素飽和度（SpO2）の測定による客観的な体調把握に努めた。どの準備が最も

効果があったか特定できないが、山行中は高度障害を含めた体調不良を全く感じずに

登頂できた。パルスオキシメータによる計測値をみると標高を上げるにつれて血中の

酸素量は減少していたが、高所登山時の標準的な数値を維持していたと思われる。 

 

表. 安静状態におけるパルスオキシメータによる計測値 

日時 場所 脈拍 
血中酸素 

飽和度 
標高 体調等 

7 月 30 日 

17:00 

ローンパイン 

モーテル 

65 回 97% 1050m 問題なし 

7 月 31 日 

7:36 

Mt. Whitney Trail Head 

(登山口) 

76 回 95% 2400m 疲労感なし 

9:14 休憩 1 回目 80 回 93% 2860m 疲労感なし 

10:47 休憩 2 回目 85 回 92% 3150m 疲労感なし 

12:49 休憩 3 回目 95 回 93% 3525m 脈拍高いが疲労感なし 

17:27 高度順応のために 

B.C.から登った最高点 

90 回 90% 3885m 脈拍高いが疲労感・不調

感なし 

20:00 B.C. テントの中 

（就寝前） 

80 回 85% 3650m 就寝状態でリラックスすると

呼吸減少、酸素濃度も下が

る。しかし食欲あり。頭痛、

その他高度障害の自覚症

状なし 

8 月 1 日 

3:30 

B.C. テントの中（起床後） 65 回 83% 3650m 脈拍高いが疲労感・不調

感なし 

8:30 Mt. Whitney 山頂 92 回 82% 4400m 脈拍高いが疲労感・不調

感なし 

※日本登山医学会の資料によると高度 4,400m において血中酸素飽和度が 73%を下回ると危険値と判断されている。 

※ダイアモックスは 7 月 30 日～8 月 1 日の 3 日間、朝・昼 1 錠ずつの合計 6 錠服用した。 
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Mt. Whitney の位置 

 

Mt. Whitney 登山コースの概要 

 

≪概念図あるいはルート図≫  

ロサンゼルスからローンパインま

で約 400km（車でおよそ 4 時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口

(2400m) 

↑ベースキャンプ 

(3650m) 

99スイッチバック 

ホイットニー山 

山頂（4400m） 

ト
ラ
バ
ー
ス
路 

美しい湖↓ 

↑森林限界はこのへん 

kono 

トレイル クレスト↑ 

(4100m) 

ロサンゼルス 

Mt. Whitney 

サンフランシスコ 

Mt. SanJacinto 

（訓練山行） 

登山口から山頂まで、往復

22マイル（約 35km） 

 


