
Mt.Assiniboine, Canada 

【報 告 者】Ｔ中耕 

【日   時】2012 年 8 月 14-17 日       【天 候】晴れ 

【参 加 者】Ｔ中耕(ガイド登山) 

 

≪コースタイム≫ 

14日 Canmore(8:00)-Yamnuska(9:00-12:00)-Canmore(14:00) 

15日 Canmore(10:30) =【Helicopter】= Assiniboine Lodge(10:15)- Hind Hut(16:00) 

16日 Hind Hut(4:30)－Mount Assiniboine (8:30)- Hind Hut(12:30) 

17日 Hind Hut (8:00)- Assiniboine Lodge (10:30-13:30) = 【Helicopter】=  Canmore 

(14:00) 

 

≪ 報    告 ≫ 

Mt.Assiniboine は、British Columbia 州と Alberta 州の境、カナダの分水嶺にある、

標高 3641m の南部カナディアンロッキーの最高峰である。その急峻なピラミッド状の

景観から、ロッキーのマッターホルンといわれている。Assiniboine Lodge からの眺め

が美しく、Lodge 前の Lake Magog と Assiniboine の Peak は、1525ｍの標高差をも

ってそびえている。 

Mt.Assiniboine に至るには、道路がないため、27Ｋｍの Trail を歩くか、Helicpter を

使わなければならない。（Wikipedia より） 

 

第１日 Mt.Yamnuska（2239m） 

 天候 晴れ時々小雨 気温 25 度 

初日は、ガイドの Matt Mueller と顔を合わせを

行い、簡単に装備の確認をした。その後、Matt の運

転する車で、トレーニングクライムを行う

Mt.Yamnuska に移動した。Mt.Yamnuska は、キャ

ンモアからカルガリー方面に進むと左に見える岩山

である。南面に高差約 200ｍ、幅約 400ｍの岩壁を

２面持ち、1 面に、約 75 のルートが開かれている。

登山口の駐車場に車を止め、樹林帯の道を約 1 時間

登った。けっこうなスピードで歩く Matt に、振り

切られないようについて行った。温度も高く、標高



も低いため暑い。岩壁の基部に到着し、それから、左へ大きくトラバースを行った。

トレーニングクライムに使用したのは、ステミングを多用する 6 ピッチの簡単なルー

トである。3 点支持ができれば動きを止めることはない。アンカーはあるが、支点はほ

とんどなく、キャメロットを使用する。 

6 ピッチを登りきったあたりで小雨が降り出した。下山は、主稜線に沿って下り、岩

壁下部の砂礫・岩礫の急斜面を、深雪の下降の要領で小走りに駆け下った。 

キャンモアに戻ってから、装備のチェックといくつかの質疑を行い、助言をうけて

解散した。 

 

第 2 日 Canmore – Assiniboine Lodge – Hind Hut (2670m)  

天候 晴れ 気温 25 度 

ヘリパッドは、キャンモアのヤムナスカマウンテンツアーズの事務所の近くにある。

装備を確認してヘリパッドに向かった。ヘリは 8 人乗りの小型。簡単な安全に関する

ビデオを見て飛び立った。キャンモアの町から、三つのピークで有名な Mt.Three 

Sisters の横を谷に沿って飛び、岩の尾根を二つ越えて Assiniboine Lodge に到着した。

空からのカナディアンロッキーの眺めが楽しめた。 

Assiniboine Lodge は、日本でもアルパインツアー社などが、トレッキングルートと

して募集しており、日本人の姿もちらほら見える。 

 Assiniboine Lodge から、Magog 

Lake を周回する。緑の草原と、群青の

湖、白い氷河、黒い岩、紺碧の空が、

強い紫外線のため、いっそう鮮やかに

映える。Magog Lake を半周すると、

岩壁が迫る。ここで、ハーネスをつけ、

ザイルを結ぶ。残雪の上を慎重に登り、

小さなルンゼを登り、狭いバンドにあ

がりこむ。このバンド上を左に大きく

トラバースし、また適当な岩場を登り 2 段目の岩礫の積み重なった広いバンドにあが

りこむ。このバンド上を、再び左にトラバースし、氷河の舌端から流れ出た滝の下部

にいったん下り、再び岩を登って、氷河上に立つ。後は、氷河の上を右上の台地を目

指すと小さな台地に Hind Hut が建っている。岩場では、数箇所、スタッカートを使

用したが、どれも 2-3 級程度で、恐怖を感じたり、ムーブに迷うこともなかった。 



Hind Hut に到着し、岩壁の様子を双眼鏡で観察した。数日前に降った雪がうすく積

もっており、日中溶け、夜間には凍る恐れがあった。Matt は、一休みの後、岩場の偵

察に行き 1 時間ばかりで帰ってきた。凍結はしておらず、ルート上の雪も、さほど障

害にはならないということだった。それでも私は、岩を見上げて、明日の登攀の困難

さを想像して、神経質になっていた。 

Hind Hut は、定員 11 名の無人小屋で、断熱はしっかりされており、予想以上に暖

かい。寝台には、ウレタンマットが敷き詰められ、ガスコンロ、バッテリーによる無

線機を備えている。トイレは、50ｍほ

ど離れたところに作られている。水は、

100m ほど離れた氷河の溶けた水を汲

んできて、煮沸して使う。 

小屋には数人分の荷物がおいてあり、

また稜線上から、小屋を目指して下っ

てくる人影が見えた。夕暮れには、8 人

となり、日が暮れてから 4人が到着し、

定員以上となった。 

夕食は、豆とインディカ米をケチャップで煮たものを、Matt が作ってくれた。この

アメリカ料理は私は苦手である。明日の登攀を思い、神経質になっていることもあり、

Matt には申し訳ないが、半分も食べられなかった。 

夜、9 時前にシュラフに入ったが、時差ぼけと緊張のため、一向に眠れない。9 時過

ぎには、夕焼けが、Assiniboine の岩壁を赤く染めた。それ美しさに感動すると同時に、

一層緊張してしまった。加えて、隣のカナダ人のいびきがうるさくて、あまり眠れな

かった。 

 

第 3 日 Hind Hut（2670m）－ Mt.Assiniboine(3641) － Hind Hut 

   天候 晴れ 気温 0 ～ 20 度 

朝 4 時起床し、4 時半に星空の下出発した。ほぼ無風で、気温はそれほど低くない。

ハインドハットから、モレーンをくだり、いったん幅 50m 程度の氷河におりてこれを

渡り、Assiniboine の北稜に連なる尾根に上がった（写真左の手前の尾根）。緩やかな

登りが、岩壁に阻まれるところで、アンザイレンする。 



最初の岩壁は、広いルンゼに入り、雪

交じりの岩を、わずかにスタッカート

を入れたが、ほとんどコンテで登りぬ

けた。その上部は、不安定な岩の間の、

ほんのわずか踏み固められたルートを

探して進む。高度が上がるにつれ、傾

斜もきつくなってくる。手がかりは豊

富で、困難はないが、夜明け前であり、

足元、手元の岩しか見えず、傾斜も急

なことから、自分がどう立っているのか、よくわか

らなくなる。加えて、時差ぼけ、睡眠不足のため、

頭が朦朧としてくる、いやこれは高度障害か、頭痛

もしてきた。両手を離しても立てると思ったが、バ

ランス悪く倒れそうになり、岩にしがみついてしま

った。スピードががっくりと落ち、運動量が落ちた

ことと、夜明け前の冷え込みで、下半身が冷えて、

大腿部の前の筋肉が痙攣をおこしそうだ。それをか

ばって、岩にしがみつくと、腕や背中の筋肉が悲鳴

をあげた。空を見上げたとき、めまいがした。生ま

れて初めて、大地がゆりかごのように揺れていると

感じた。ザイルの先では、Matt が無言で待っている。

私は、敗退を覚悟した。岩にすがりながら、Matt の位置まで登ると、Matt は、「Are you 

fine ?」と聞いてきた。反射的に、「Not so fine, so I will go slow but steady. 」と答え

た。「撤退、敗退、もうやめたい」、英語が思い浮かばない。Matt は、すこし笑ってま

た次の岩に取り付いた。すでに 2 時間が過ぎている。夜が明け始めたころ、核心部の

Red Band にとりついた。1 日目に練習したステミングを使うのだが、Chimney とい

うより、Open Book に近く、ステミングが決まらない。最奥部のステップを利用して、

ほぼ垂直のルンゼを抜けた。大きな息をしながら休んでいると、Matt が夜が明けたの

で、周囲の山々が見えることを教えてくれた。腰をおろし、行動食をほおばり、周囲

をみた。Assiniboine 以外に、自分より高い山はなかった。 

少し足元がしっかりしたので、ゆっくりと登り始めた。次は、2 番目の核心部の Gray 

Band だ。これは、どうやってのぼったのか、もうほとんど記憶がない。 

Gray Band からもしばらく手がかり足がかり豊富な岩を登り、最初のピークに到着

した。それから両方が切れ落ちた幅１m ほどの岩稜を 100m ほど進み山頂に着いた。 



山頂は、結構広く、寒いが、風があまりなかったため、ゆっくりとザックをおろし

て休むことができた。四囲にカナディアンロッキーのやまやまが幾重にも重なり、そ

のスケールの大きさ、山の多さに圧倒さ

れる。 

休んで、カロリーや水分の補給をした

こと、防寒着を増やしたことから、下山

時は、身体の動きがよくなり、スムーズ

に歩けた。Matt が lean back と呼ぶシス

テム（Matt が確保して私はテンションを

かけて下り、次にマックがラペリングす

る）を複数回行い、2 度ほど二人ともラペ

リングでおりた。難所のレッドバンドは、アンカーを探しながら、lean back してゆく

と大きく、ルートを外れることはなかった。飽きるほどのクライムダウンを繰り返し、

次第に高くなる温度と紫外線に汗が出てきたら、最後のルンゼのくだりだった。モレ

ーンのとがった石にてこずりながら、山頂から 4 時間かけて、Hind Hut にたどり着い

た。 

Hind Hut では、数人のハイカーやクライマーが、握手を求めてきたり、紅茶をふる

まったりしてくれた。言葉はよくわからないが、この山を登るために、遠い国から来

た私を、みな祝福してくれた。一人のクライマーから日本語で話しかけられて驚いた。

日本の大学に留学経験があるということだった。夕暮れまで、ゆっくりと Assiniboine

を仰ぎ見ながら昼寝をしてすごした。夜は、登頂までの緊張が解け、他のクライマー

と一緒にトランプゲーム（大貧民）をして楽しんだ。 

 

第 4 日 Hind Hut（2670m）－ Assiniboine Lodge － Canmore 

   天候 晴れ 気温 20 度 

 ゆっくりと 7 時 30 分に出発。来た

ときのルートを引き返すのだが、1 箇所

だけ、アンカーがあるものの、ルート

を迷ったところがあった。岩場を下り

切ると、湖と花咲く草原の道が続く。

熊を警戒して、Matt が時々、「ヘール」

と大きな声を出して進む。草原一面に

何種類もの小さな花が咲き、森の緑と

背景の黒い山、青い空が美しい。警戒



心が強いマーモットも、食事に忙しそうだ。11 時すぎには Assiniboine Lodge に到着

し、ヘリの受付を済ませた。11 時 45 分のフライトのはずだが、アブのような大型の

虫にたかられながら待たされた。Hind Hut を一緒に出たカナダ人の二人組は、ここか

らまた、Sunshine Village まで 27Km を歩くそうだ。Canadian Rocky の雄大さが伺

われた。 

 

《Technical Report》 

a) トレーニング 

マッターホルンと同程度の体力、すなわち宝満山表登山道を 3 往復する程度の運動

量をこなす体力が要求される。岩の技術は、3 級の岩を確実に登れる程度が必要。しか

し、マッターホルンのようにフィックスロープがなく、腕力によりバランスをとる時

間も長いため、4 時間程度を要するロングルートを完登する上半身・体幹の筋力も必要。 

ザイルワークに関しては、支点が不安定なこと、マッターホルンより、ひとつのピ

ッチが長いことから、より確実な技術を要求される。 

 

b) 装備 

日本出発前には、Banff の最高気温 15 度、最低気温 5 度ということで、それより

1000m 程度標高の高い Hind Hut は、最低気温マイナス 5 度と考えて準備をしたが、

まったく過剰装備だった。 

私の装備を下記に示す。これは夏の比較的温度の高い好天日のみの経験からの意見

であることを留意されたい。 

下着（上半身） メリノウール混の T シャツ＋同じくメリノウールの腕カバー 

中間着 長袖化繊の短い襟のついた中間着 

フリースジャケット 山頂～下山時に着用 

アウター ゴアテックス雨具 

アウター（上半身） シンサレート入りの冬用のアウター（使用せず） 

下着（下半身） なし 

Pants スリーシーズン用の薄手の Pants 

オーバーパンツ (1) ゴアテックス雨具 

オーバーパンツ (2) シンサレート入りの冬用のオーバーパンツ（使用せず） 

バラクラバ 使用せず 

ネックゲイター 使用せず。 



日除け帽子 必要。つばが大きなものは、重宝する。 

グローブ DIY ショップで売っている、冬用のシンサレート入り作業用手袋（1 日で穴

が空くため、高級な手袋はもったいない）＋予備の薄手の手袋 

靴 モレーン、氷河、岩、クランポンをつけての岩、雪、氷 いずれもこなせる

ような頑丈なアルパインシューズが必要。 

クランポン 溶けた雪が夜間に凍ることあり。また、レッドバンドのルンゼや、山頂直下

の稜線には、積雪があるため準備は必要。今回は使用せず。 

ゲイター（スパッツ） 使用せず 

ピッケル 短いアイスアクスが必要、今回は使用せず。 

その他 ヘルメット、サングラス、日焼け止めクリーム、日焼け止めリップクリーム 

シュラフ スリーシーズンで十分。 

その他生活用具 食器・箸・スプーン、ウレタンマットは、小屋に常備。照明なし。トイレは、

屋外にあり。 

ロープ 50m×１（ガイド所有）3m ほどのテープ（アンカーのバックアップに使う） 

  

 

c) 現地情報  

カナディアンロッキーの登山情報は、ヨーロッパアルプスに比べて、格段に乏しい。

日本語のガイドブックは皆無であり、日本人の登頂記録をネット検索しても二つ程度

しか見出せなかった。英語が堪能であれば、ネットを丹念に検索すると、かなりの情

報が得られるが、それでも、ヨーロッパアルプスのように、その年のルートの様子な

どがわかるようなサイトはない。 

私は、Yamnuska Mountain Tour を通じて、ガイドを依頼した。Yamunuska は、

日本人スタッフがおり、日本語でやりとりができる点が優れている。ガイド契約を交

わしたら、担当のガイドを教えてくれるので、ガイドから装備やその他について助言

を受けることができる。とはいえ、Mt.Assiniboine 登頂のガイドを依頼する人はまれ

なようで、私を担当したガイドの Matt も、Mt.Assiniboine に登るのは 2 年ぶりだと

いうことだった。したがって、その年の氷雪にあわせた準備まで望むことはできない。

ある程度調整可能な装備をカナダに持ち込んで、ヘリに乗る前に装備を絞るしかない

だろう。 

ヘリは、Canmore にある Alpine Helicopters を使った。また、Hind Hut は、

Assiniboine Lodge が管理しており、予約と使用料の支払いが必要である。どちらも

Yamnuska を通さず、直接予約をすることは可能なようだが、どちらも予約のトラブ



ルがあると全体の行程に影響する。Heli は、Assiniboine Lodge に下山して、申し込

むことも可能なようだが、確証はない。乗れなければ、簡単には帰ることができない

ので、Yamnuska を通すほうが無難と思う。 

 

ｄ) 登山情報 

天気予報は、Hind Hut で夕方 6 時、Assiniboine Lodge からの無線で聞けることに

なっている（ガイドがスイッチを消したので、実際には確認していない）。Hind Hut

は、携帯は通じない。唯一の連絡手段は、無線機である。 

登山ルートは、Hind Hut から Assiniboine を正面にみて、一旦氷河に下りて、左に

あるモレーンの稜線を登り、その稜線にそって登高する。岩にぶつかったら、ロープ

を結び、手ごろなルンゼを登る。Red Band の下部までは、阿蘇の鷲ヶ峰のノーマルル

ートに似た登りで、時に 3 点支持を使うが、主に 2 級程度である。不安定な岩の重な

りに踏み跡がついており、それをたどる。枝道・迷い道もあり、わかりにくいところ

おもあるが、間違ってもそれほど困難を極めることはない。雪がところどこにあり、

先行者の足跡を追うことができる。 

Red Band 下部あたりから、本格的なクライミングとなる。ピッチを切るところはだ

いたいアンカーとなる支点があり、捨て縄があるが、岩自体がもろく、ハーケン、残

置テープともに、信頼性は低い。ガイドの Matt も中間支点は、キャメロットや、約

3m のテープを岩にかけ、バックアップの支点を作っていた。クライミングの最中に落

石に悩まされることはなかった。 

その上部は、一段と傾斜がきつくなり、Gray Band の通過となる。3 点支持を確実

に続けて、2 ピッチ登ると、テラスに出る。そこから先は、比較的傾斜がゆるくなり、

最初のピークに至る。そのピークから 100m ほど、幅 1m 程度の岩稜を進むと、山頂

に至る。 

 

e) Medication 

3600m 強であり、高所に強い人なら、高度順応は不要と思われる。今回は、高所順

応も行わず、ダイアモックスも使用しなかった。登りの最中の、頭痛、ふらつきを経

験したこと考えると、使用してもよかったかなと思う。 

 

e) ガイドレス 

ガイド登山は、なによりも安全に山頂に立ち、安全にもどるということを目的とし

ているので、自分でルートを切り拓くという登山の楽しみは、スポイルされている。 

今回は、天候に恵まれ、往路 4 時間、復路 4 時間で完登したが、同日にガイドレス



で登頂したパーティが 15 時間を費やしたことを考えると、ガイドの威力は大きいと思

われる。とはいえ、Mt. Assiniboine は、ルートの見通しがよく、道迷いの心配がない。

阿蘇、鷲ヶ峰を冬季に登る実力があるパーティが、時間を十分にとれば、挑戦してよ

いと思う。 

 

《 反 省 》 

今回は、まず休暇の日程が決まり、飛行機が決まり、それに無理やり Assiniboine

登頂をはめ込むことになった。そのため、往路の時差ぼけが十分解消しないまま登頂

の日を迎えることになった。また、下山した日にヘリで移動し、それから、車を 4 時

間運転して空港内のホテルに入るというハードスケジュールとなった。幸い、めまい

を起こしながらも登頂はできたし、好天に恵まれたので、スケジュールをこなせたが、

ひとつでもトラブルがあると登頂、帰国は困難だっただろう。 

 

《 総 括 》 

Mt. Assiniboine は、その姿の美しさ、アプローチの景観のすばらしさ、小さいなが

らも氷河をもち、アルパインクライミングの楽しさを味わえる。カナディアンロッキ

ーの山である。しかし、アプローチと Exit にヘリを使うという実にカナダ的な登山と

なり、かなりの出費を強いられる。これを覚悟すれば、日本から登りにいく価値の十

分ある山である。 

 


