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刊 に

大学時代から＼ 良くメンバーを遍成して＼ 信州の山を＼ よじ登っていだ山濃仲間3

人ガ＼ ヒマラヤ遠征へと計画し＼ 三年後に＼ ガj レウール ・ ヒマラヤのナンタ ・

ィ東ill筆に＼ 無事遠征を成功させることガできましだ。

この遠征で得だ各自の体験は＼ 翼霊なものに違いありません。 しかし＼

のもので、あって＼ 遠征そのものの全体壊でないかもしれません。 この3人の体験を＼

色々な方面から集めることにより＼ 私達の遠征そのものが＼ 浮ひ
や

とがってくるかもし

れないと＼ はかない願いを抱き＼ 刊行することになりました。

大学そして＼ 高校でも＼ ペンよりも＼ ピッケルを持っていだ時間の方ガ＼ 長かっ疋

＼疋文章ですので＼ 色々と読みづらい所も＼ あるでしょうが＼ その辺は＼ お

し願います。 しかし＼ これから＼ インド登山される方々＼ 特に＼ ガj レウールヘ行こ

うとしている方々に＼ 参考になりますように＼ まだ＼ インドの香りが＼ 漂っている豊

富な糞料を入れました。 これら講料は＼ 充分使用に耐えること

料であることを＼ 信じています。

日本からも＼ 多くの遠征隊が＼ 送り出され＼ 無事＼ 登践し帰関する人々＼ 悲しくも、

ヒマラヤの雪となり＼ ごととなる人々＼ その高方ともガ＼ ジャーナリスリィッフな価値

になる時代ガ皐く終らなければならないと思います。私達も＼ 無事＼ 帰国出来たのも、

何も＼ 技術ガ良かったとか＼ 総合力ガあつだとか＼ そんなことではなく＼ またもや＼

女神が＼ 見措てなかっ芝＼ ただ＼それだけでしだ。

最後に＼ この遠征に＼ ご協力いだだいた方々に＼ 感謝の意を表して＼ 発刊の言葉と

します。 どうも＼ ありガとうございました。

隊 長 杉本恭
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って

学部の山岳部の顧門教官ということで＼しかも自分自虫iまとんど山行経験がないの

で＼信年パーティガ入山してから下山の連絡があるまで＼定だ芝だ下界で安全を祈る

だけなのですガ＼今回の遠近は学士山岳会COB）の計画ということで形式上は責任

も解除され＼詳細なき十語も知らないまま遠征に送り出すことになりまし芝。

もちろん杉本＼市川の悶君も親しい間柄だし＼百塚君は卒業前の学生で小生の部震

で卒論をやり始めてい疋ので＼いろいろ気になることはあつだのですが＼計画の概要

を聞き＼彼らの顔を毘ているうちに＼護れるかどうかは別れにしても＼無事に帰って

くれるだろうという確信のようなものが湧いて来て＼至って気楽に送り出しだ次

本人だ

さぞ大変だ

しても＼

と串しわけなく思ってし

じめ世話をやいて下さつ疋O

しだら＼ とのこと＼会ってみ

さなガら＼ そ

つ

＼＼解説を闘いている間（こ＼ようやくどんな所にどんな風に

ガガ頭！こ入って来疋ようなわけです。

のよ

もう少し本気て
、

応援しなけれは
令

悪かつ 。

しかし＼それもこれもり

いずれにして

いろいろと後始末も大変でしょう／J' り

り多くの人々のものとするとともに＼次の活動に向つ れること

1976. 11. 18 

信州大学上毘w岳部顧内

してい
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員 紹 介

杉本恭二 26オ 隊長・渉外

我々の予想通りバンコクで一泊し＼ 単独でデリーに行き＼ 関西人特南の強jむ臓を発

揮＼ 旦つ大阪弁にも似だ流暢な英語で渉外の役を務めだ。 まだ＼ 決断力にのみものを

言わせ＼ 何でも強引にやり遂げるバイタリティは今回の遠征にも遺憾なく発揮された。

市川 豊25オ 装備、 医療

大学を卒業し＼ 一度は山をやめると言い出し＼ 僕還の剖から姿を消しだが＼

障のことを知り再び山へと大学時代より先鋭的登撃を開始し疋。 彼の下界での態度で

は＼ 想録出来ない程＼ クリクリ自をパチリと開き＼ パーフェクトlこ近い仕事を山に関

して成す山男である。

古塚直行22オ 食糧・会計

我々3名のメンバーの中で＼ 自他ともに認め得る唯一の知性派。 日奴生活の経験を

生かして食料計画をすすめ＼ その明射なる頭脳で数字と取り組みながら会計の役を勤

め定。 まだブロカメラマン顔負けの構えで山と花と蝶に写真機を向けていた。

アツシー ・サー 26オ ポーター

轟の下に蓄えた髭のよく似合う28歳の賂男子。 妻の待つナイ二 ・ ターんでは輪タフ

の運転手を営んでいる。 そのか細い身体にもかかわらず＼ 重い荷を脅負い＼ キャラパ

ン中＼ 登山中還してわれわれのだめに精力的に働いてくれだ。 寡黙ながら決して笑顔

を絶やさなかっだ。
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S·P ·シカルワ－ 29オ 連絡将校

戸ゲラ大学で政治学を修めだ陸軍大尉。 連絡将妓として彼の閣きはめざましかつだ。

常に自らもメンバーの 員であると言い続け＼ 友人の如く振舞つだ。 しかしながら彼

と向等に酒の相手を果すには荷が霊かっ疋。 愛妻家らしくベースキャンプでもだび疋

び夫人宛に手紙を書いていだ。

ナイニ ・ ワール23オ ポーター

連絡将校ガ＼ シェルパなしの霊山を認めず＼ 仕方なしに＼ ナイニターんから来たイ

ンストラクターで窃つだ。 戸ゲラ大学の学生で農業を専攻している。 この遠征では＼

前半のオ－nペースのだめ＼ 後半はベースキャンブで休養というO インド登山界の程

度を教えくれだ人で
、

あつだ。

マンパ ・ ドウール24オ キッチンボーイ

小さい頃＼ 時親と死別し＼ ガード村の雑損商の主人に育てられ＼ 今は＼ そこでキッ

チンボーイをしている。 遠征中＼ 腕時計を欲しガり＼ 大変苦労させたが＼ 遠征参加は

初体験のだめか＼ 白い蜂々を毘て感動している姿ガ印象的であっ疋。

マンループ24オ ポーター

彼ほどこの遠征に力とならなかっだ人は患なかっ疋。 撤収の時も＼ 戸イゼンを付（j

ず， CIIまで塗って来だが＼ 下りには＼ 隊長の戸イゼンをオつ貨すという＼まつだく＼

出も＼ 料理もしらない＼ ポーターであった。
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メントは＼ 彼に一任させた。 彼の職務能力で全てがJII賠障に進み＼ ガソリン等の購入も＼

許司なしで＼ 彼が手に入れくれたり＼ 大統領官耶で＼ 彼の友人に会い＼ ナンダ・

ィのフランス隊の装（轄を借用しだりして＼ 大安＼ 貴重な人であつだ。

しかし＼ トランシーバ使用許耳は＼ 失販に終つだ。 巴本から3ヶ月前に申請するの

つだが＼ 戸ブリケーションフォームを＼ 日本へ送附してもらえず＼

しだが徒労に終つだ。中央政府の許可は＼

る ／J'

間

lj し＼ ツク代｛手， 400） レピ

り＼ ？

む

リ

ト＼

し／ （ ） 



イエローパウダー

＼ その他インド会に必要な穀物を買うという条件であっ疋。 ポ二ー

は＼ ガー ト村からスティールまで使用したガ＼ それより先は＼ 悪蕗となっだため＼ ポ
ーターしか使用出来なかっだ。 ポ ターの雇用�渉は＼ ベース ・ キャンプまで＇ 4 

間八日，12）レピーとして雇用したが＼ 所要臼数ガ＼ 初めの受渉日数より＇ 2日間多く

所要したため＼ オ己， 1 OJレピ そして帰り2日間で24ルビーとし， 84）レピ

この山域＼ 戦後＼ 遠征隊が来たことがないらしく＼ ポーターも世間ずれせず＼

的にかなり楽であっ定。 しかし＼ 天候の方は＼ 自日＇ �ガ軽り＼ 道も＼ ヒル地帯そし

て＼ ジャングルという悪路で＼ まだ＼ モンスーンガ＼ 開けてないのかと不安な毎日で

あつだが＇ 1日＼ 少しでも前進することを芸一え＼ 悶中＼ スリップしながら＼

りしめ＼ 湿地帯を歩い疋。 ポ ターに対しては＼ 天悪用としてビニ ルシー トを2枚

えだが＼ ベースキャンプに し＼ 冷え込みも献しかつだので＼

ス 2台を使用さ 。

5. 登山活動

全員ガ初めてのヒ
ー一

ことは＼ く＼ ？人でも

高度JI！買応に失販しだら終りであるということで、あった。 高度JI！員応を確実にし疋後＼

部キャンブへと＼ ルー トを切り開くことを＼ ？つの捉としだ。 しかし＼ トランシーバ

なしの登山活動は＼ 極地法登山に大きく＼ 影響を与え定。 ます＼キャンプを上部へ建

設し＼ そして＼ 荷上げが完全に終了しだ後＼ 隊員を店泊させる方法を採用し疋。 この

時点、で＼ 隊員は＇ Lill＼ず同高度へ2度荷上げ経験し定者のみガ＼ 宿泊を許司された。

隊員数の少なさのため＇ 2パ ティを＼ 受互に＼ 活動させることは出来す＼ 3人で＼

jレー ト工作＼ そしてフィッフス工作を同時に＇ 1回でやろうとし＼ この無理な行動ガ

結果的に＼ 効を奏せず＼ 全く＼ 無意日未な7日と終ってしまつだこともあったが＼ 根気

よく＼ 何度も＼ 同じ道を＼ うろうろと警じ登つだのであった。 しかし＼ ガルワール＼

ヒマラヤは＼ 技術的には＼ かなり高い水準のものが要求される。 ベース ・ キャンプ＼

〈ヰ，250m） から， C I , C 5 , 050 m）まで、

は＼ 霞定網を必要としなかつだが， CIより上

部は＼ 伺拠といって＼ 気の許せる所はなかっだのである。

ルー トとして＼ ナンタ・グンティ東穫を＼ 選んだ＼南面は＼ 手のつけようが全った

くなく＼ 唯一のルー トは＼ 東稜であっと。 C iを（5,050m） に建設し＼ この高度では＼

霊登



N 

ナンダ・グンティ概意図（熔留 一 守）

私達の奮いたキャンプガ＼ 安全な所であっ定。しかし＼ 上部ルートを東稜沿い！こ進め

たガ＼ 大ク一口ワールを発見し＼ この大ク…口ウールを突破することにより東稜上部

へんートガ延ばされるのを知り＼ このク一口ワーんの上部の東稜上に＼ キャンプIL,

(5,400m ）を建設した。 Cl ；を徹収する方針を採択し＼ 全装備＼ 食料をCII に集結さ

せ＼ この登山活動の恨拠地としだのであった。北には＼ ベタルトリヒマール＼ 北西に

は＼ ドウナギリガ見え＼ 力
、

ルウール南部の中山地であっ疋。この， CII より上部は＼

jレートとしては＼ この登山活動の最高の難場ガ登場し＼ 大きなスノール…フガ＼ お前

達！こ＼ このスノ ーんーフを突破出来るかと＼ 笑っているようだった。

スノ ール ーフの下部斜面，5 ,70Qmlこ＼ 第3キャンプを建設し＼ スノール フの突破

に全力を注いだ。最初に＼ スノールーフの突破に成功し＼ 南側斜面へとルートを進め

たが＼ ベース ・ キャンプガ＼ 真下に見え＼ 大変＼ 危険なルートであつだので＼ スノ ー

ん－フの下部北側斜面のル…ト工作を初め疋。

約3日間＼ 雪の状態を考え＼ 朝そして＼ 夕方3時から行動しだ日もあったガ＼ ピッ

ケんを悲し込んでも＼ 抵抗なく＼ 下まですーと＼ なる地点＼ 大きな＼ 亀裂に前進を＼

はばまれ疋のであつだ。ペンダントを埋めて， 1 8寺はあきらめて， cm�下つ疋ガ＼

0 



やはり＼ 最初の＼ スノ ールー フ突破の危険なルー トもり 戸タック隊 しだ。
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本隊に会う （杉本）

本隊とowぶには＼ 決つしてふさわしくはないが＇ 2人で＇ 1人前の本隊になるかも

しれない。 予定では＇ 2人は＇ 8月中旬I頁に＼ インドヘ上臨することになっていだガ＼

通関の手続き上＼ 早くアリーに来てもらい＼ 日本大短舘で＼ 保証人になっていただ
、

く

所まで＼ 話ガ進んでしまつだ。

長野市へ＼ 電報を打つだが＼ その返事はJ切符取レズ＼ イケナイJ であつだ。 これ

では＼ 少し閤まり＼ どうしても＼ 旬日嘆まで＼ 大使館の保証状ガ欲しくなり＼ 少し＼

強い文で＼ した。「トザ ンア キナフナル力モシレナイジ ユニニチマアJ を打

と＼ 「ジ ュ二二チフタリツク」と返事ガ来定。

久し振りに＼ あの2人に会えると思い＼ 少し＇ JD,＼ガ動謡するので
、

あった。

飛行機の到着時間ガ書いてなかっ疋ガ＼ 多分＼ 私と同じ飛行機だと思い＇ 8月12巴 ＼

朝＇ 2時30分頃起き＼ ホテんの前のベンチで＼ 寝て詰る＼ タクシーの運チャンを起こ

しだ。 運チャンの肩を語さぶり＼ 「イフス＼ キユース＼ミー」o Iフリーズ＼ ゲツト戸ツ

と耳もとで話し＼ タクシ に粟り込み＼ 戸ライバル＼ 工戸ーポ トへと向かっ疋。

車の窓から＼ 生暖かい風ガ＼ 顔をなて＼空港へと走る車の苦ガ＼ 妙に快く聞へ／」 0

港は＼ 出迎え人で， 1 i郊で
、

あつだ＼ 中には入ることなく＼ 外で待つが＼ 入盟模査を終

了しだ葉書ガ＼ 出てくるか＼ 彼等は＼ 見つからない＼ そこで＇ 2階ヘ行くと＼ ガラ

越しに＼ 下のフ口戸で＼ キョ口＼ キョ口して＼ 全体に異和感を漂わせ疋2人ガ自に入

づ 7三口

日本大使館訪問 （古塚）

8月12日 ＼ 早朝3: 50にニュー ・アリ一空港に市川I .古塚＼ 到着。 岡田中に＼ 大使

館へ＼ 我々の易分証明書発行を依頼に全員で向かう。 無税通関には＼ 絶対必要不可欠

なる書類である為＼ 全員少々緊張気味。 失敗すれば＼ まず登山は不可能となる政… 。

大使館では＼

一等書記官の鈴木氏と会見。 我々の勢分及び勤務先＼ 登山吉十閏概要＼

遷難対策概要を説明する。先方は＼ 昨年の自衛隊霊山隊のシックルムーンill筆での事故

や＼ ブレモンスーン期の北海道大学隊のトリスん蜂の失販を体験している為に＼ 我々

3名のみのヒマラヤ登山隊に対し＼ 特に遭難に対して＼ 危供されておられる様子であ

母



った。 特に＼ 今年のインド北部は＼ 天候ガ悪い為＼ 中上とされては…と暗1寵される。

けれど＼ 我々は＼ 充分な裏付け
ー

ガ奇る登山隊たさと説明し＼ 間とか＼ 我々の窃分証明

してい疋だ
、

くO 案外， JII員調に我々の第一仕事ガ成功しだので＼ 以後の登

山言十盟の遂行に伺か光明かさす山持ちガしだ。 だだ＼ 大使館で聞かされ疋＼ 豪雨の潟

にキャラバンの悪さが予想され＼ 前途の多難さが予想され疋。
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ヂリ 一生活 CONNAUGHT PLACE （古家〉

チキンうまい

ヱンパシーレストラン
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勺 インドの大衆食堂＼ インアィ7フンコーヒ ーハウスにも

だけの卵を灰色のパンにはさんだオムレツと縁の力ケだ力ツブlこ

入つだ インド人と共に並び＼ 。炎天下で＼ チャr
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無税通関成坊

何度も＼ ブレシアント＼ ハウ 今臼の受け付け

の人の顔ガ変ると＼ 午前と午後2人で受け付けをQ替でしているのがわかるようにな

った。

渇れだ格好で＼ サンダルで＼ ベタリベタリと石の上を歩き＼ ＼ 不気嫌な顔を

している のを全く 無視し，， りをしだりして＼ 数時間も居座ってしまう。

そんな岳日の生活を終ろうとして＇ 8月 に＼ インド政府より＼ 購入許可の手紙を

受け取つだ。赤いのりのようなものが＼ べっとりとつけて百印してあった。これで＼

ガ終ったと思い＼ その夜は＼ ホテルの室で＼ インド力レ と＼ ビール＼ そして＼

力シオナッツで＼ ほんとうに＼ ささやかな税餐会を開いた。しかし＼ 飲むピ んも＼

勺 別送出がないだめか＼ ／少し＼ 迫力に欠けだものであった。翌日＼ 今日こ

けて＼ タクシ を飛ばす。空港も＼ 旬日振りであ JI」 O

つだため＼ 慌宮ガ応対してくれず＼あちら＼ こちらへとうろうろ＼ とうとう＼

荷台の上に座り込んで
、

しまつだ。昼食時間も終つだので＼ 荷物損査を依頼するか＼ こ

れは私の仕事ではないとか言い出し＼ 大変＼ 嫌らわれた様て
や

あつだが＼ 強引に荷物横

で進んだ
、

。「ハウ＼ マッチ.Jo ＇ツゥ ー ドラ－

.Joと模蚕掠と隊員の問でやりとりが初

り＼ パッキング － リストを見ずに＼ 答えてくれと言い出し＼ ええと＼ いくらかなあ

ーと＼ 良くない頭をしぼり＼ ゆっくり＼ 日本の商昂価格の3分の？にして答えたので

あった。こんな苦労も実を結ばず＼ 荷物を引き取ることは出来なかった。重い足どり

で＼ ホテルへと帰り＼ いつものように＼ ペタリベタリと＼ 。 つい

に＼ 大蔵省の次官に会い＼ オ部始終説明しだ。すると＼ ナラヤン氏は＼

にし＇ 1枚づっ＼ めくり， C · C · Pと＼ 大西で叫んだ
、

＼ つまり， C · C · Pという＼

輸入許qJ書がないと答えてくれたが＼ その時＼ 彼let， 私達の遠征隊の許可を出しだ。

チャクラパティ氏と電話で話し出し＼ すぐに＼ 私に事務所へ来るように言つだので＼

スクータで＼ 事務所へと飛ばし疋 ＼ 彼は＼ ボーンを＇ 2人で昨成し＼ そこへ＼ サイン

をしだ。時計は＇ 1時を過ぎ＼ 今日も＼ 多分ダメであろうと患ったが＼ 今日＼ 通関し

なければ＼ 士気に影響すると患い＼ 必死で
、

あった。残りの2人は＼ 東京銀行で＼ パン

フ ・ ギャランティ方式の通関方法の打ち合わせをしているが＼ 私は＼ 強気で無税通関

を押してもらうだめ＼ 再び＼ サウス － ブロックへと＼ 走った＼ しかし＼ 土曜日のため＼

趣旨



く門ガ閉ざされていだガ＼ 門衛に＼ ゃれ巴本の代表とか＼ 奇年の夢を奪うと＼

勺コたを来だすと適当に話し， r号衛に＼ 印を押して来てもらうことに成功しだ。 こ

れで＼ 終ったと思つだガ＼

受け取りに行った。

中に税関ヘ行くことに決め＼ スクータに棄り＼ 荷物を

連絡将校iこ会う
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その夜Y.M.C.Aのノ －工戸コンの部屋で＼ キャプテンと4人＼ ベッドに腰を下ろ

しながら祝杯をあげ疋。 キャプテンガ山歴を語り＼ まだ頭の上ヘ酒の入ったコップを

載せて踊ってみせだ。 キャプテンの白く山は神であり＼ 神 である。 従って＼ 山

は挑戦すべきところではな

い

。 そして

30日＼

－戸ン夕、ースタンド」と来る。

キャプテンの友人ガ＼ そ
ー

で〉

仁一－ 。 キャ

3 

1中ホントに

キャプテンの友人は＼

ャツの姿で迎えてくれた。

しき会話を蒔とし

りをぐるぐる見回わしてばかりし

っさん。

く＼ ツーパンにi ン

て

い

る

しかしながら＼ キャプテンの友人であること

しくも＼ 帰りがけに＼ マットと登山靴に

だ

と

の

こ
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い
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デリ ーからガー トヘ 市

「やっとアリーを発

てる 」 と安堵と拍手抜

け＼ それと胸の高鳴り

を抱きなガら＼ ベッド

に入つだ翌9月2

荷物と一緒にトラック

に便棄し＼ あわただ
、

し

くYMCAを出だ。

デリーを出ると＼ い

かにも農業国らしい田

鹿風景ガ道揺の右在に

つついていだ。水牛ガ；J \J I lで水にっかり＼ 農夫が牛の群れを追い＼ そして牛に引かせ

たスキで畑を耕していた。

キャプテンとトラックの運翫需の隣に腰を下ろした還のいい一人がさわやかな風を

受けて髪をなびかせている時＼ 麻袋に入つだ隊荷ともどもトラックの荷台に積み込ま

れだふだりは＼ 舗装状態の患い道路から吹き込む砂ぼこりに悩まされだ。しかし荷台

の幌をおろすと＼ 中は害すぎて居られなかっ定。

ル キ…市の街でキャプテンガトラックをヰめ＼ 「ここより先はドライ工リ戸（禁

酒地域〉で酒は買えない。もし買いだいのならここガ最後だ。」と言うO 趨辛党のキャ

プテンと官辛党の隊員のために＼ ｛撃かの安酒を買っだ。ルーキー市の街を出ると＼ ト

ックはガンガ ・ 力ナんと却する巾10メートル程の運河に沿って走った。その運河の

下はソラミi 11が流れている。インド人であるキャプテンは百代インドの土木技術を英

語で吉慢しだ。

デリーを出てから＼ いくつものチェッフポイントで
、

碍物を模査されだ。それは形だ
、

けの所もあり＼ キャプテンガトラックをありて＼ そこの係官に説明しなければならな

い場合もあった。

夕方の6時半に宿泊予定地リシケシのツーリスト ・ バンガ己ーに到着しだ。

Jーから乗ってきだトラックは＼ テ
令

リーリシケシ閤の契約であった。そのためリ

題通



シケシでガートまで行って買えるトうツクを捜さなければならなかっ疋。シ力んワ一

氏は＼ 我々の隊ガえらく賓乏な遠征隊であるという印象を深く持っているらしかつだ。

それはまさにその通りであっ疋ガ。彼は＼ 一台のトラックを借り切るのではなく，

を積んだトラックに＼ 我々の隊荷と隊員を便乗するように＼ 運送会社で�渉しだ。そ

うすると受払う金は半額で済む。一方そんなトラックを捜し出しだもの芝
、

から＼ キャ

プテンの示す条件に合うトラックを待って？巴半＼ 伺もないリシケシでブラフラする

ハメに焔入つだ。どうやら砂糖の入つだ麻袋を積ん芝
、

トラックガ見つかつだ。そのト

ラックに我々の持物を積み込み＼ その上人間まで乗って＇ g月4臼の居過ぎ＼ リシケ

シを発つことが出来疋。そしてトラックの荷台の麻袋の上で揺られなガら＼ 設ア時ス

リナガ ールの木震宿に善いだ。

9月5臼＼ 木員宿の大きな木箱の理台から起き出し＼ ボーイなのかそれとも近所の

飯患の走り使いなのかわからない少年の持ってきだベッドティで
、
朝を迎えた。めずら

しくも5時起床。この街の朝は早い。ふたつほどの水道で
、
は＼ 顔や弱体を洗ったり＼

食器を濯い芝
、

り＼ あるいは棋を侍っている人々で
、
こ

、

つだ返してい疋。抗日と同じ

ッフ（こ積み込まれ， 68寺にスリナガールを出発し＼ 鼠頃ナンダブラヤーグヘ着いだ。

ナンダブラヤ ゲは戸ラナン夕、J 11とナンダキ二川との合流点である。トラックの荷

物のうち砂糖はここであろされ＼ 運ひ
や

患が脅負って倉庫に運んだ
、

。大きなトラックの

荷台の中味は我々の荷物だけになっ疋。ナン夕、ブラヤーグでナインタール山岳会を通

じて 2人のシェルパガ待っている苦で
、
あつだ。しかしそこで

、
持っていだのはナインタ

しの街で輪タクの運転手をしているアッシ とパスのタ ミナんで赤帽を営んでい

るマンループの2人のインド人であつだ。彼らはこルマん ・ サ の紹介状を持ってい

だ。ナインターん山岳会ガ登山する擦には普段の職を変えてボ タ を務めるという

ことで
、
あった。のんびりとトラックに揺られて来だ我々もJ慌てだ。2人ともシェルパ

ではないのだ。監にまずいことに＼ 英語は全く話せないのだ。我々とさえ比較になら

ないのだ。キャプテンはシェルパなしでの釜山はさせないと主張し疋。やむを得ずつ

タル力ツシュヘシェルパ手配要請の竃話しだが全く通じない。隊長とキャプテンそれ

にマンループガ残り電話侍ち＼ 隊員 2名と戸ツシムガ先にトうツクでガ トヘ向つだ。

ナンダキ二川を在手になかめながらノ口ノ口とJ 11 沿に進んだ。道巾は狭く＼ 路上に少

し大きめの石ガ落ちているとトラックはi上まり＼ 助手ガ石を動力し＼ 再び進むという

臭合で
、
あつだ。それでも午後 5時にはガートに蓮けだ。ガ トでは国費並みの入手で

霊訪



Jillえられだ。ただ
、

みんな；J \)J震を振っていなかっだだけであるO 大人も子供も珍し気に

こちらを見つめていた。我々ガ動くと＼ その人の群も動いだ。この地に外国人は珍し

く＼ 殊に日本人は初めてらしかっ疋。隊荷を戸ツシーに任せて＼ 今宵の宿となるべき＼

村唯一の飯屋ヘ向つだ。うしろに50人ほどの護衛付きで。

ガー ト村にて

ガンガカナjレ渓湾

（古塚）

ナンダ ・ ブレヤーゲ

にて＼ シェルパ悪用に＼

ウツタル力ツシヘ向か

う＼ 杉本氏＼ キャプテ

ンと別れるの 市Jlk

塚＇ 2名にて＼ 隊荷を

無事運べるか＼ 全くjむ

細い。全く見知らぬ＼

力、…トとかいう部落に

2名の隊員のみで＼ 隊

荷を輸送巨＼ 宿泊所を

決定し＼ 食べていかねばならぬのだな戸…と種々雑多の不安が脳裏を横切る。悪路で

あるし＼ 徐々に不安感ガ高まる。案外＼ 部落らしいガートに到着し＼ 隊荷をトラック

より経ろす。終了頃には＼ 遺臣きに数十名の男子に取り巻かれる。彼達は＼ 全く無言

のまま我々を見つめるだけ。伺か＼ 我々ガ＼ 料佼字を押され芝人物になり変つだか＼

いや＼ それ以下＼ 人間以下の奇妙な虫けらにまで変化しだのでは…との錯覚を起こさ

せる。

全く＼ 見せ物以下の葎在になり下ガつだ様な気持になってくるO 我々が動くと＼ 群

集も＼ 我々を屈みなガら移動する。そして＼ 我々の知りうる唯一のヒンズー語の，チ

ャイを連発する事により＼ 紅茶を飲ましてもらえる。けれど＼ 茶店のベンチで組茶を

飲んでいる間も＼ 群集は＼ 我々の回りから立ち去ろうとしない。全く無言で＼ 疋芝、我

々が観察されているだけなので＼ 果疋して英語ガ通用するのか否かも不明であり＼ 不

安感は増すばかりであつだ。30分もすると＼ 我々のトラックに同乗し疋若者ガ＼ 我々

の今日の居泊所を探してきでくれる。本当に＼ この時は嬉しかつだ。我々は＼ 意志の

司島



疎通のできない事の恐l怖の前に＼ 全く人々に話しかける勇気も失くしていだのである。

ポータ一達と荷物を今自の宿泊予定の宿に運ぶ。 活い家の二階だ
、

ったけれど＼

一応

ベッドもあり＼ 一安山。 けれど＼ 窓はあっても扉無しの居であり＼ まだ＼ 宿の回り及

び部崖の内にまで＼ 群集ガめずらしそうに視ている。全く山ガ安まらない。

夜になり＼ 雨ガ降る。 寝ょうか＼ と考えていだ頃＼ 外ガ少々騒がしくなり＼ 窓より

外を視ると＼ 杉本氏と し. 0ガ来る。嬉しかつだ。 芝だ嬉しかつだ。 これ程＼ 人と会え

て嬉しかつだ経験は初めてだ
、

つだ。 明臼＼ 再び＼ 杉本氏とし.0はウツタル力ツシに向

かうとの事。 我々は＼ 宿ガ落ちつけないので＼ 明日＼ テントを設営し滞在する事にす

る。

6己＼ 市j lk百塚にて＼ ガート村の高台にある病院の前に＼ 院長より許可をもらい

ポーター達とテントを設営する。 やっと＼ 部落の人達の姑奇の白から逃れられてぐ一安

j山する。 後から知った事であるが＼ このガート部落を訪問しだ臼本人は＼ 我々が最初

であり＼ 外国人も数年来詰ねだ事のなかっだ土地で
、

あったてらしい。 人々は＼ 徐々に知

る程＼ 純朴であつだ。 どうも好奇j山と純朴さとは＼ 相関関係ガ有る様だ。

トの子供達と仲良くなり＼ 写真を撮ってやつだり＼ テープレコータを使わして

やつだりして＼ 暇をつぶす。

ガ トの学校は＼ 小さい潟＼ 学年により＼ 時差通学である。 最下級生は早朝ア：00

頃より学校へ小さな黒板を肩から掛けて＼ トコトコ歩いている。 本を使わしてもらえ

る嫌になるには＼ 数年ガill',＼要な様である。 けれど本を使わなくても＼ 彼還は会話力ガ

有るのである。 学生生活を10学年程度も受けた人間として＼ 少々劣等感を覚える。

8日＼ 杉本氏， L.OガガートにもどってくるO 夜は当然＼ 質素な酒宴となる。 ガん

ワ－

） し地域は＼ ドライ工戸リアであり＼ 禁肉＼ 禁酒地域なのである。

9日に＼ 我等の最終金料を購入。 ジャガイモ＼ 玉ネギ等の野菜類ガ手に入らなかっ

た。 故に少し＼ 食料事11宵ガ悪化する。

ガートを発つ巴は＼ 子供達とすこしなごりおしさを感じる程＼ 我々は＼ 子供達と仲

良くなっていた。

領》



パン生活キャラ

4目白ガー ト ～ スティ ール 〈市JI I) 

9月刊日＼ 小雨の中でご疋ごたと出発準舗を整え＼ ア頭の小馬とマンループに隊荷

を背負わせて力
ゃ
ー トの村を発った。 子供も大人も我々を見送ってくれた。小痛は約100

キロの荷を担いだガ＼ キャプテンと隊員は力サと煙車だけである。 なにしろ我々は雇

用者なのだ。 日本／＼帰つだら逆だけれども。 道は泥淳って馬も歩きづらそうだったが＼

荷は担いでないとはいえ＼ 運動靴の我々も決して快適で
、
はなかっだ。 ガー トを出て2

時間＼ 草葺き屋根の一軒家ガあつだ。 キャプテンの日く 「瀧路の崩壊している個所ガ

あって修理しないと進めない。」ヤムを得ず休ノ憩。 その煙だい家の土間で紅茶を飲み＼

あるいはそこの小さな子供をからかい＼ まだ＼ よちよち歩きの輩がひよこを追って爆

いでいるかのように＇ /j ＼雨の中／」＼枝もて／J ＼馬と戯むれだりしだ。 待つことおよそ3時

間＼ 道もやっと匿つだらしく＼ 馬方らが嬬ってき疋。 そして生粋なインド式作法でイ

ンド力レ のかかっだ米の飯を喰い出しだ。

再び泥道を歩き出した。 持方の一人ガ足の指から血を流しているO そしてその傍で

一匹の虫ガ真赤に皿を出しながら潰されていだ。 ヒルだという。以来我々は歩を広め

しその小さな虫を捜しだ。 ヒんはそのからだを針

のように細めてス
ゃ

ツク靴の市自を通り＼ 靴下を抜けて寝入してくるのである。 そして

血を吸われている事には全く気づかない。 小休時に乾いている石の上に腰を下ろし＼

る自に靴を脱ぎ＼ 靴下をひっくり

したあと 「これ

J と気味悪さに鳥肌をたてて舷くのである。

薄暗くなりかけた頃＼ おとぎ話にでもとちてきそうな＼ ステキな石造りの／J ＼屡に善い

足に吸い｛寸いだヒルを見つけると＼ 忌忌しげに＼ 満島に力を込めて

で幾匹目

定

（古塚）2日目

トより＼ 残りの隊

荷を＼ レストハウスに運搬してくるのを待つ定めの休養日。 阜く＼ モンスーンガ明け

運9

は＼ ポ二一部隊ガガ昨日のヒル地帯には＼ 本当に参つだ。 今



てほしいもの定。 あのヒルは本当に苦手であるから…。

昼には＼ 即席ラー メンを作り食べる。 やはり＼ その様な物でもなつかしい昧ガする。

午後， ヘッドポーターのナイ二ワール着。 経験浅く＼ 若い。 舞金も高いので＼ 建用

を我々は迷うが＼ 短期間のみ塵局する事にする。結果的には＼ 最終迄崖用しだのだガ。

保険を＼ し.0，ナイ二ウールに？ヶ月問掛ける。 いよいよ＼ 登山ガ開虫色するの芝
、

と

いう実感ガ湧いてくる。

3 日目 （古塚）

10: 30レストハウスにポ タ一連到着。 彼達と質金の�渉を済ます。 運搬荷物＼ 約

介入30匂弱にて， 12円S／日とするO

ボーター達の移動に伴い＼ ハ工も感動する。 やはり＼ 奇妙な臭気ガ漂う。 約40名が

ソ口ソ口と歩き芝
、

しだのは＼ 午後1 : 40。 ポ ターにも揺があるらしく＼ 荷物の分配

も案外むずかしい。 それに＼ ポータ の中には＼ 子供もいて定並みが揃わない。 我々

は遅れたボーターについて歩いだだめ＼ ストウんの碕泊場所に到着しだ頃には＼ すで

に真暗闘であつだ。 到着時刻ア：400

ストウル部落迄の道程の途中＼ トリスル西箇の白いヒマラヤの壁ガ見える。 日本を

発ってすでに一ヶ月以上過ぎ＼ やっと見た白い蜂に本当に＼ ヒマラヤに近づきつつあ

ると実感する。 ストウルを発つと以後は＼ 全く人の住む事のなかった土地であり＼ そ

の奥にヒマラヤの峰々がl設立しており＼ 我々は着々とそれに近づきつつあると思うと

本当に幸福感に浸りつつ酒も飲め＼ うまい。 ただ＼早く＼ モンスーンガ明ければ＼ と

願うのみ。 少し遅い。 その事ガ＼ 不安の材料である事も確かである。 果して＼ 我々に＼

良好な登山期間ガ与えられるのであろうか否かが少し＇ JQ,＼直2事であったと云えば＼ 五

えるであっ疋ろうと患う。

4 日目 （市J 11) 

9月14臼， 68寺半戸ツシーの若し出すベッド ・ ティ で優雅に拐を迎え＼ アリーで

買ったビスケットだけで慎しく朝食を済ませる。午前 8時＼ ポーターさん達はなかな

か出発する気配がない＼ オ枚の鉄板で慣れた手つきでチャパティなど焼きなガら頑張

っているのである。 我正3は荷の上に腰をあろして疋だ

ての 「チヨ口J も全くききめガない0 10時＼ やっと重い腰をあげる。 先頭のガイド

＠ 



ガ鎌で濯木を払いなガら進む。その進みのノロサに我々は焦立ちさえ感ずる。重に悪

いことに雨ガ経ってくるO しかしなガらポーターさん違は休みなガらも黙々と歩き＼

我々も負けじと傘なんぞさしながら＼ ぶつぶっと歩くD 雨とガスと濯木とで辺りの景

色なんぞ全く見えない。

午後3時半＼ ナンダ ・ グンティの南稜ガガスの中にぼんやりとながめられる湿地帯

の草地に＼ 雨に濡れなガら貧しくテントを張る。晴れてさえいだならば＼ さぞかし素

晴らしきキャンプ・サイトで
、

あっ芝であろうに。高度計は僅かながらも3000mを越え

ていだが＼ その実感は湧いてこない。

5日田 （杉本）

今日も＼ 今にも泣き出しそうな空である。空一置に＼ 需空ガ顔を出しでくることを

祈るガ＼ とても実現しそうにない。〉令だいものが落ち出すさないまで出来るだけ歩い

てくれることを祈る。ジャングルの中を＼ 滑り落ちす
、

に歩くことは＼ とても不可能で

ある。泥道を＼ ツルリ＼ ツj レリと滑りなガら進む。

前方に＼ うっそうと茂る線の中から＼ 日いものが見えだ。恕わず雪だ、と叫んだり そ

の臼いものを毘だボータは＼ 口々に＼ ブツフツとつぶやき＼ 荷物を＼ 木々を折り（到す

ように＼ どさっと落とし＼ 平然な顔つきで＼ 草タバコを＼ 初めだ＼ このキセんを持っ

ている者の屈りに＼
一つの集団が出来＼ 受替に＼ 吸い初めだ。草タバコの需い煙ガ＼

風にゆられて＼ ジャンゲルの中に消えていく＼ 全員に吸われて初めて＼ キセルを慎重

に掲除し＼ 腰を上げる。

6 呂田 （市J 11) 

9月16日＼ きょうも朝から雨である。ボータ さん達はどういう訳か張切っていて＼

8時半には動いてくれた。キャラバンは桔2変わらず濯木をかきわけなガら＼ ゆっくり

進む。竹時頃＼ やむなく濯木帯から河原に出だ。苦をたてて流れる川の＼ それでも一

番浅く流れのゆるやかな所を見つけて徒渉しなければならなかった。流れに足を叡ら

れない様（こ＼ しかし冷ださから僅かでも早く解かれる為に素早く横ぎらなければなら

なかっだ。3300mで
、

の徒渉はさすガに冷だかっ疋。

午後3時30分＼ 高度計ガ3650mを示す白地にテントを張った。ボーターさん達はず

ぶ濡れだつだ。そのうえその夜はかなり冷え込んだ。我々が夕食を済ませて寝袋にも

4島



CII の｝ 作 （古塚）
＋＋＋＋〈〉令令。＋φ〈ト＋＠＋＋＋＋＋＋＋＋＠＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋〈〉＋’G蜘令令〈〉＋＠令。．＋＋令。ゆ＋＋＠＋令。＋令＠

初のClで
、

の滞在丘
、

つだ。起床の際に＼ 頭痛が澱しい。鎮痛弼の効果のみが頼りだ
、

。

＼出発である。朝8: 00。東稜のコル上部には＼ 岩峰群ガi腹立。直登は無駄。よ

って傾斜の緩い在スラブを本臼は試登。快適にフィックスロープは伸ひ
や

るO 200 mで＼

スラブの登挙終了。岩質は硬く＼ クラックは大きい。〉字型戸イスハ ケンガ効果的

に効く。スラブ終了後＼ 鋭角さを増し疋東援主稜を目ざし雪稜を登る。次の岩峰の直

く＼ 時上げの都合上＇ ） レ ト変要に決定。よって＼ 無献となったフィックスを

口収しつつ＼ スうブを滑り落ちながらC iに＼ 午後1 : 30帰天。新ルートは＼

り込み＼ 大フ口戸 j レ経由後＼ 東擾主稜に達するj レートとする。

23臼＼ 岩蜂群基部トラバース後＼ 大ク口戸ーんの登行にかかる。大ク レ下部

は緩傾斜であるが＼ 上部は傾斜も増し＼ 荷物を担いでの登高には＼ 少し＼ 厳しい。

ツクス工作にて＼

我々は＼ 今日中に＼ デルタピ

タピ フの登高開始。しかし＼ 午後は＼ 貫例通り天候悪化。アルタピーフ以後のル

ト確認は不明能となる。しかし＼ デルタピ クの高度は5550m

C i帰天＼ 午後3: 00。

＼ 碍上げ作業の疲労＼ プラス＼ 睡眠不足の＠，

レ

剤も＼ 効果薄。本臼は＼ 杉本＼ 市j lkボータ－ 2名にてCII 建設＼ デルタピーク以後

は＼ 鋭角の雪稜の連続となり＼

書庇市ガ以後のル ートの険悪さを物語る様だ
、

o

m ～ 5600mには適当な設営場所なし。よって＼

していたCII 建設高度， 5500 

レタビーフ未描部の緩傾斜部に， C

II 建設円 高度5400mo この高度での＼ 設営の為の整雪は＼ 大蛮霊労働。すごく

れる。順番にて＼ スコップで
、

雪語を±2す。

（中々時らない。途中＼ ポータ－1名ガ＼ 天幕の内張りを＼ ク口戸ールに惹とす。や

つ CII 設営終了。内張りは＼ 次の機会に探す事にする。

4島



ベースキャンプヘ震る 〈市J 11)
＋＋＋＋＋＋＋〈〉＋＋〈ト・＋＋＋＠＋ゅ....... ・�

Clに泊り込んでから4日呂 ＼ 隊長さんの 「あしだはベ スキャンブで休養だJ の

温情的なお言葉で眠りに就いだ翠9月25EL今日も天気は良い。 CIからCIIへの荷

上げをしだ後， en より一気にフ一口戸 んを緊張しながら下りた。 あとはノンピリ

ゆくだけである。 ベースキャンブヘ戻ってもたいしてうまい食い物がある訳ではない。

だけどもまずすぎる米は喰わずに済む。 とにかくj話題感だけは味わうチャパティには

ありつける。 浅ましし ＼浮かべ＼ 午後T時半ベースキャンプに到着し芝。 キヤ

ブテンが笑顔で迎えてくれ＼ マンパドウ ールガトマトス ブを持ってきてくれた。

夕方老人のガイドを連れだ戸メリ力人ガ訪れた。 ナンタ－アつ
、

ィの偵察ということ

であっ疋。 我々のベースキャンブのある高台の下にテントガ張ってあった。 ボールと

名粟る戸メリ力人は遠慮勝ちに＼ しかし大胆に濃を飲み＼ 英語を陳べり＼ 上旬の果て

に酔い潰れだ。 酒への乾きよりも＼ 空援の我々は＼ ボーjレの相手は専らキャプテンに

この分では夕飯にありつけられないことを慣れて＼ ボーターとキッチンボーイ

の寝泊りしているテントで力レーとチャパティを詰め込んだ
、

。

C I 入 り 〈杉本）
＋＋＋＋＋＋＋〈〉＋＋＋＋＋〈〉や ＋令＋＋令場令－，令＋＋〈ト�＋令命令＠〈ト＋帝吋炉φ

ベースキャンプで守巴休養し＼ 再びC Iに護る。 もう＼ 頂上に立つまで＼ ベースヘ

l昂ることがないと患うと＼ 気力も充実するのであつだ。 出発前 ＼ 荷分けをし＇ 1人20

j旬前後＼ 首負うことになった。 いつものように＼ ガラ場を7時間近く休むことなく

き続ける。 このあだりの高さにはもう慣れ＼ 譲りの速さは＼ 登るごとに増してくるの

であつだ。 とうとう＼ ポーターと＼ 競争をし， C Iへあとわずかのところであった。

天候ガ崩れ出し＼ 風ガ出初めだ＼ しかし＼ トリスルガ＼ ガスの中から顔を出したり＼

ひっこめたさりしているのが＼ じつに良かつだので＼力メうを取り出し＼ シャッターを

；申した。多量のフィルムを＼ 持ち込んだ
、

か＼ だつだT枚だ
、

けでも＼ いいのガあればよ

いと思つ定。 こんな所で＼ うろうろしているのは＼ 僕だけとなり＼ 先頭の集団は， C 

Iへ入つ芝様子だった。 間りには＼ 誰介入居ず＼風ガ吹き， 1D,\mffiく患ったガ＼ これガ＼

⑮



ヒマラヤだ
、

なあーと＼ つくづく思い＼ ゆっくりと＼ かみしめるように＼ 査つ位。平地

の空気の3分のオであるガ， I山臓が＼ 大きくそして早く鼓動しているガ＼ 伺十分もの

間歩き続けた。

・4ト＋＋＋＋＋令＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋〈ト－－－。

C II ！こ 入 る （古塚）
争〈ト令令令＋令。＋令。e・〈ト令令令＠＋令＋令。＋＋喝ド＠＋〈ト令争。ー＋＋ペ〉＋＋〈ト＋＋〈ト＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋・＋＋＋〈ト＋

午前中は快晴もしくは晴。午後より＼ 天候崩れ始め＼ 雪。昼頃にガスガかかりだす。

案外＼

一定のベースで天候ガ崩れるので＼ 安定しだ予定ガ立案できる。雨lま＼ やは

り常に冷だく強い。

28日， "qf能な限りのC Iの荷を背負い， err に向かう。ボ タ－？名不調。よって

力
、

トにて＼ 雇用しだキッチンボ イをCII に上げる。全くの素人なので＼ 少し山配

しだが＼ ユマールを使い＼ 案外確実に登って行くO 我々も＼ フィックス口一ブにすが

りながらの登高を続ける。空気ガ希薄な為， 20 ～ 25切の荷物でも＼ ものすごく霊く感

じる。50歩と連続に登り得ない。光線強く日ガ痛む。サングラスをかけていても＼ 効

果ガあるのかしら＼ と感じる程の効果しか無い様に感じる。

は＼ 初のCII における滞在予定臼。雪庇暗以後のル ー トガ山配であるが＼ まだ
、

不明。

頭痛もIG,＼配であつだ。朝＼ 起床の際＼ 頭痛ガ無いと＼ 案外？日中大丈夫であり＼ 朝＼

瀕しいそれに襲われると＇ 1巳中苦しい。顔面むくみがでるし…。

争〈〉令や令。

C m へのルー ト工作 （古塚）

29己 ＼ 杉本＼ 古塚＼ ポ タ ？名にて＇ CIIIへのハー ト工任。市！lkポータ－ 1名

にて， C I装備徹収の後， errへ荷上げ。

レタピークの査高は， err よりすぐに始まる6 90cmの市川氏特製スノ ーパーが威

を発揮する様な個所だ。Jll員調に＼ 赤いフィックス己ーブは伸ひる。下部は緩傾斜25

度程度。上部に行くと＼ 傾斜は増し40度程度となる。フランボンの前瓜ガ快適に雪面

にくい込む。ナンダ ・ グンティ東稜に＼ 醗快な＼ スノ パーの打ち込まれる音ガ響く。

＠ 



背後に除々に姿を現わす＼ ナンタテ
’

イヴィや＼ 常に大きいトリスル西署＼ ドウナギリ

をながめつつ快調に赤いフィックス口－ブガ300 M自足されると＼ デルタピークの登

りも＼ ほほ終了する。 上から毘ると＼ ピーク状であるガ＼ 登ってみると＼ だだの覆線

上の－突起にしかすぎない。 フィックス終了時刻， 12: 00。 天候悪化ガ始まる。 今日

中に雪庇帯を突破しだかっ芝ガ＼ 少々無理なだめ， CIIに下経。 下から＂ C I よりの

再物を荷上げする。 市川パーティのユールガ聞こえ＼ 大フロ戸－

） しに＼ 姿を確認する。

30日＼ 重い荷物を背負いつつ＼ 隊員3名のみでの荷上げ＼ フィックスをだよりに＼

ユマーんを使い登行開始。 アルタピーフ終了後は細い雪稜であり＼ 石側は雪JEE， 左側

は案外切れ落ちている。 時々＼ ミッテんをつけつつ進む。 雪庇帯下迄は登行傾斜はそ

れ程無い。 雪庇帯下部より再び＼ 東稜は＼ 傾斜を増す。 そこに＼ 小クレパスガ口をあ

けている。 瞳霊に通過する。 クレパスの通過に今日も＼ 時間を費やし＼ 天候悪化。 今

も雪庇の突破は無く＼ 以後のルートの予想もたたず。 まだ＼ 明濯な＼ 頂上の｛立醤さ

えも把握されていない。 今日も＼］質上不明のまま＼ 奇妙な疫を向える事になっ疋。

各ポーターは＼ 震労の持＼ 使いものにならず。 まだ＼ 霊山技術も不完全で＼ 荷上げ

も無理な様子。

各隊員も疲労蓄讃し＼ 早く＼ 註かがゼ…クに立てば…と感じてい疋様子。

T日，L.Oとポータ－ 1名CII入り。 明日，·L.Oが登i真を希望するので＇ 6名にて

CIII， 設営。 場所は未定。 3日にT次戸タックを試みる予定となるO

2日＼ 隊員3名及びL.O，ポータ－ 2名にてCII発。し. 071てータ－達は荷上げOの

割にベースガ遅い。 雪庇帝＼ 今日初めて＼ 突破＼ しかし＼ ル …トはより困難ガ予想さ

れだのみに終る。

。＋＋ペ〉＠＋＋＋＋令令令。＋＋＋＋φ〈〉令令吋〉＋・＋＋争〈〉＠＋ペ〉＋＋〈〉＋＋＋＋＋令＋＋＋＋＋＋＋
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関川
又
豊田
口 （杉本）

CIIから見るドウナギリ＼ そして＼ ガルワ…ルの山々＼ これ程＼ 何度見ても飽きガ

こない。 今夜の空は＼ プラネタリウムを毘ているかのように星ガ降っている＼ まさに＼

星際る夜であっ疋。 冷え込みが厳しいガ＼ 下半島をシユラフの中に入れ＼ 手喉を出し＼

明日の荷上げリストを書き込む 。そして＼ メンバーの選者に入つ疋＼ 何度も菩えだ後＼

隊員＇ 3名と＼ ナイ二ワールを選んだ＼すると＼ シ力ルワ一氏から＼ 不平ガ述べられ

4島



疋ガ＼ 廻りくどく話すのであっ定。 そこて＼私ガ残り， CIIIより第守口自の7フタッフ

終了後＼ 再び＼ シ力ルワ一氏と量る決意があると返事し疋ガ＼ シ力ルワー氏は＼ この

遠征は＼ 君達の遠征である＼ 最も良い案を出してくれと答えだ。 こんな問題で＼ 色々

と議論する砂要もないので結局＼ 先に＼ 選考しだ人々に＼ シ力j レワ一氏を加えだ。 す

ると＼ ンで6人ガ寝だことガあるj山配ないと＼ くり返し言い＼ 彼の

顔は一変して＼ 笑顔へと戻つ疋。10月2日＼ フィックスを頼りに＼

誇後に＼ ナンタ・アヴィガ大きく毘え＼ 連絡将校は＼ ナンタ－

いく。

を合わせ＼ 口の中で
、

何かつぶやいている＼ 彼は私に向かつて＼ 「ゴツド _Jo

ついに＼ スノ ールーフの下に＼ 隊員3人ガ到還し＼ 百塚＼ 市！ I 

－フの突破を開始した。 時刻は， 12時近く

つ疋。

＼ スノ ーj レ

ガ＼ 難なく＼

あつだので＼

一ー〉

Lー ガ

なかつだが＼ 手に汗

く＼ 危険なルートで

し＼ 下ることにし＼ 下部5700mの地点（こCIIIを建

しようとした。 あのスノ ールーフを克た後＼ シ力 j レワ一氏＼ ナイニウールは， CII 

へと下りることを決めだようであったり 下降は＼ 雪が腐り＼ 燥な所で
、

あったガ＼ 戸ツ

シユ＼ シ力j レワ一氏＼ ナイ二ワーんの3人ガ＇ 1組のザイルで結ばれ下り初めた。私

本の山と同じく＇ 3人でザイルを組み＼ 鼻歌を歌いながら下り初めたが＼ 彼

等は＼ 私達の在（期を下り＼ ネム還は「石川と百塚だけがザイルを結びあい＼ 市j I iガ確保地

り終り＼ 百塚ガ上で確保してし その時， 7000m経験者のシ力ルワ 氏が＼

尻り持ちをつい疋。それと時時＼ 石側窓斜誼を滑り出しだ。 百塚ガ＼ 止まるでしょう

が＼ 確保しているナイニワーんが山もとなく＇ thと＼ 古塚の口からJプール

ー

＼ シユツ」。とつい出だ。 当のシ力j レワ一氏はJドント＼ ワォリー

_Joと手を撮ってい

るではないか＼ その時＼ ナイニワールもザイルに飛ばされ＼ 滑り出した。 さあ大変だ
、

。

彼等の顔は＼ 真青である。 そうこうしているうち＼ 丁j霊＼ 私達のザイんに運よく＼ 大

男2人の7フイゼ
、

)lノガヨlっかかった＼ それと同時に＼ 確保している百塚の体ガ＼ ピッケ

ルの方へ吸い込まれだが＼ 私のピッケルをからませ＼ 事なく終つだが＼ 下では＼ クモ

の巣にかかった蝶のように＼ 大男2人ガ＼ 足をパタツ力セているのであった。私は＼

戸ツシュの万へ悲み＼ つくづく大変だなあーと＇ 2人で顔を見合わせだ。 その後＼ 披

等と別れ＼ 明日のだめに＼ 適当な所を＼ スコップで平毘にし＼ 寒そうな天需を張り＼

作戦を立てだのであつだ。

⑨



最後のフィックス（杉本）
＋〈ト�・－争�·。。�令+9++令令＠〈〉令令〈炉令令〈〉＋＋＋・＋＋＋＋〈〉＋

10月4臼 ＼ ナイニウールは喉の痛みを訴え＼ まだ夜は眠れない様子であつだ。彼の

顔の痛みもひどかつだ。 不思議なことに＼ 食欲だけは旺盛で＼ 能えた餓鬼の如く米の

銀を貧り喰うていた。 マンバドウーjレは複痛を島撮りで示し＼ まだ幾度も吐い疋らし

い。彼の疲労とからだ、の不調は我々にもわかっていたので
、

ベースキャンブへおりて休

ようにナインウールを通じ＼ あるいは易振り手振りで示しても 「ここにサーヴ

ガいるから 0 .Jと健気なことを言うO 午後ベースキャンプから戸ツシーが食料と石油そ

れに理草を持ってあガってきて＼ そしてその日にありていつだ。

10用5日， 12時半隊員3名だけでCIIIへ向つだ。 CIIIより土部のルート工作は2名

太揚ガ謹るのを待って斜面をトラ／ してフィッフスザイルを伸ばす。

部は雪庇ガ不気味に張り出し＼ 頭を押えられているような気分定。 日は隆っても膝よ

りかなり上までもぐる程の雪の状態である。 ステッブを切つだ時にで
、

きる雪の塊ガえ

らい速さでナンダ・ クンティガjしめがけて翫り落ちてゆく。 歩みは鈍すぎるほど鈍い。

我々としては＼ 我々の先に見える小さな枝尾捜！こ取りけいて＼ それを詰めて東稜の尾

根に出る腹つもりであつだ。 その枝尾棋はすぐ自の前にあり＼ ごく近くに感じられだ。

そこからの罵根沿いのんートは決して盟難でなく＼ 雪の状態も良好であると予想して

い疋。 故に枝罵壊までフィツク その後はコンテで進むこと

ガできると考えだ。 しかしながら＇ 8ミリのフィックスザイルを使い果たし＇ 6ミリ

のフレモナもフィッフスザイルに蛮えて用いて＼ なんとか枝尾根にだどり善いだ時＼

そこより先へ進むことの絶望感を昧わずにはいられなかっだ。 枝尾根を1去って東稜の

罵t良へ出るには＼ 枝尾根ガ窃れていて不司能であったし＼ 枝罵1裂を超えて＼ 雪面のト

，－スを続けるには＼ その斜面の鎖斜がきっすぎだ。 それは＼ ほほ垂直に落ちてい

だ。 ふだりで�互に枝尾根に立ち＼ ほんとに庁しく寂しい苦笑いを変しさえしなガら＼

すごすごとCIIIへ戻った。

@) 



フフ タ ッ ク〈古塚）

我々に残されだ＼ 登］員チャンスは＼ 今日ガまず最後。 最終7フタックは＼ 高して＼ 雪

庇突破ルートとなる。 フィックス口－ブの方向とは逆方向という奇妙な最終戸タック

イツクス工作もしていない政危険なアタックガ予想されるG 朝＇ 3名で協議の末＼

市川 ＼ 吉塚2名で試みる事に決定。 3名では時間がかかりすぎる為。

トマト ・ スープを欽み出発。 冷え込み厳しく＼ 足先痛む。 しかし雪面は＼ 硬く快適。

度胞がつかなかっ疋雪庇悟以後も＼ 今日ガ最後のチャンスだと患うと龍障な

しO 石は雪庇＼ 在は2000mの高度差で垂直に＼ ナンタ ・ クンティ南置が切れ落ちてい

る。 トリスルの大きな影の下，B.Cガ小さく見える。 蓮実に＼ スタッカットで進む。

遠く＼ 乳首型の山が毘える。 あれがピークならば＼ 登i員は不可能だろう。 還し1。 余り

にも還すぎる。 眼前の鋭峰ガ本峰であってほしい。 首後にトリスj レ＼ ナン夕、・ティヴ

ィの双耳語＼ 右手にはドウナギリ＼鋭蜂チャンガパン＼ 遠く力メツトを望みつつ＼ 恐怖

の登高ガ連続。 何ピッチ登つだか不明O 突然＼ 市川氏の登高ガ＼ 鋭峰手部数メートル

吉塚も同位置迄登る。 鋭峰は氷雪のピナフルと化し＼ 人は立てない。 他に高

い山を捜す。 乳首型の山ガやはり＼ ナン夕
、

・グンティの本峰芝
、

ったと判明O この位置

よりの登高＼ 不可能。 我々の査高活動終了。 東峰］頁稜に立ったのみ。 これ以上の進行

は＼ 雪庇崩壊の渦＼ 余りにも危険すぎ＼ 中正0 Q互にi員稜にて写真を撮る。 口ンティ

《島

本蜂を眺めて望み＼ ガ二ゴトリ方面の

山脈も見える。 疲れての下降は＼

よりも危 険である。 慎重な下降ガ続く。

雪庇帯を越し＼ 最終フィフス口一ブ地

点、まで下ると＼ 安i害感と疲労感を覚え

る。 口一ブに易をまかせ＼ ずり落ちる。

C IIIに帰天すると＼ 杉本隊長に報告。

登山は終つだ。



・＋・＋＋＋＋令＋φ－・＋＋＋＋・+-0-+，。＋＠＋＋＋＋・・

徹 収 と 下 山（杉本）
令＋＋＋＋＋争令4・＋＋＋＋＋＋令。＋＋＋＋令。＋令。，－令。φ－＋－＜＞＋守.. 

9時5分に， CII を出発する。 あのピ
、

パーク同然で＼トマトジユースを飲んだ
、

CIII

へ向かつて O 10時45分に CIIIへ到麗しだ＼ 今日は2人だけのだめか＼ 実に＼ 連いベー

スで窃つ疋。 5400Mで＼ 引木みし＼ 天需を風であおられるのを＇ 2人で
九

必死になって

だ疋む。市川ガ＼

「あのスノールーフ下のフィフスを回収するのか」とだずねだガ＼

あんな所まて＼わざと行く気もせず＼ 記念に残置だと＼ 叫んだ。 C阻まで毘定されだ＼

高価なフィックスザイルを回収すべく下り初めた。 ほとんど＼ 半分程度終了しだ時＼

下から人影ガ男えだ＼

「誰か＼ 登ってくるぞ.Jo
「あ＼ マンループだ0 .J 

「まだ＼ 奴ガ来疋.Jo ＇誰ガ＼ 登れと言つだのかなあ.Jo まだ＼ どじなマンループガ来

れば＼ 伺かやらかすのだ、から， CII 建設の詩＼ 冬天の内張りを＼ ク一口ワ－）レの万へ

落とし＼ 装備係の顔色が変り＇ !ill＼死になって捜し廻ったり＼ テルモスを破損しだり＼

もう頭に来ている。 そうこう＼ 守人で＼ 腹を立てているのに＼ 彼は近づき＼ 市川のザ

ツクを背負い出し， 2, 3歩＼ 下ったと思うと＼ まだ＼ ボールを落とし下まで語白い

程＼ 皐い速度てづ肖えていつだ。

オ時10分に， CII へ＇ 3人ガ到差し＼ マンパドールの笑顔に迎えられ＼ 暖ガい＼ コ

…ヒーを＼ 飲んだ
、

。 そして， CII を徹収し， 30旬以上の荷物を＼ 鞍員3人と＼ ロー力

ルボータ－ 3人ガ＼ おのおの肯負い＼ ベースへと向かったが＼ ライトをプレゼントさ

れた＼ マンパドーんは＼ 足を踏み外し＼ 横車I\， 前転と＼ ク一口ワーんを落ちだが＼ 傷

Tつなく無事て
ホ

あつだ。 本当に良かつだ。 残されだ者は＼ フィクスを頼りに＼ 星明り

に照らされなガら＼ ベースの明りへと向かっていつだ。

令令�令4・令。＋・��。�令。＋＋＋＋令＠＋＋令令〈〉令＋＋＋＋＋＋・＋＋

帰路のキャラバン（市J 11)
�・－・－¢－＋＋令令。�・・�イ��φ＋＋令令＠〈〉＋＋〈ト＋

12日，B.C徹収。帰路につく。帰りのボーター遠の足は早い。 徹収の際＼ ポーター

達は荷物＼ 特にヒモと袋を盗む。彼達は＼ 体の周囲に毛布を巻いており＼ それを針の

様なもので止め＼ 大きなポケットガ奇る様にしてあるO そして＼ その大きなポケット

iこ何でも入れるので＼ 誰かが伺かを盗み＼ 隠しても＼ 誌ガ盗んだか＼ 全く解からない。

＠ 



特に彼等は＼

も＼ 紐＼ 袋等は＼

どには＼ 自もくれず＼ だだの紐や袋を欲する。 こ

しだ基本道異なのだ
、

ナ戸と！惑する。

往路は＼ モンスーンの冷雨にうだれながらさ与し

ナンタ＼ クンティの主峰ガ東蜂より

ナンタキニの上流も＼ さきは枯れ

しも＼

の際に＼ ナンタ ・ グンティ

しながら降る。 B.Cでは＼

ゲンゲンと際立って来る。

い疋ら＼ 我々の誤まり

く

を残しつつ＼

のに＼ 離れるに従い＼ 主峰の高さが

ープ〉
仁一一戸 。

れに従い＼

ナンター クンティとク
、

ンゲン離れる。 そ

B.Cに我々

イ
一
アヤ

チ

苅

J

ブ

百
よ

り

ユ

な

（

ウ
」

口〕

ので＼

iこつれ

秋の収穫期 め＼ \o ト～

ストウj

ガート部落では＂L.Oとキッ

チ

ンボーイ

くれだマトンを＼ 舎は本当に笑昧く感じな

硬くて食べられなかっだマトンであつだのに...
0 

キャラバンでは＼

いてくれる。L.

ト

じ く＼

秋の気配を感じながらの＼ のキャラバンであ

＼EJ
 

スティールのバンガロー ・ ハウスでボーター達33名を前にして＼ 我々はなぜかしら

れ疋ような気分に臨つだ。 多勢に無勢という感ガあり＼ 言葉は全く通じ

ないのだ。 我々のヒンテ
ゃ

イ語の知識はゼ口に等しかつだ。 というよりゼ口そのもので

宅島



あった。数にしても？から3までしか知らなかっ疋。そんな乏しすぎるほど乏しい知

識で＼ キャラバン中すぐにJ曹をおろして休んでばかりいるポーターに向けて rチ::3口＼

ョ口J 〈歩け〉は数限りなく口！こしだ。何しろすぐに腰をおろし＼ 手製のパイプだ

ばこに火打ち石で火を位け＼ みんなでまわし合いなガら芝ばこをふかし出すのだ。そ

んな時に我々が発する＼ 水の流れを形容するような ＼＼チ2口＼ チョ口／／ ということば

万けが＼ ポーター違に通ずる＼ だっ芝ひとつに等しいヒンテ
ゃ

イ語で
、

あった。しかしな

ガら我々ガ＼ いくらその言葉を口にしてもなかなかポータ－達は躍を上げてはくれず＼

顔にほほえみさえ浮かべて＼ こちらをながめていだ。その意味は通じている苦なのに。

2, 3日行動をともにすると＼ 探れなくとも何となく通じあうものが生まれるよう

な気かしてきだ。我々は＼ 上田で教師をしているO Bとその笑顔のよく似ているポー

タ ーに u トーキチ口一μ という名を与え＼ ことある岱に u トーキチ口＿II と怒鳴つだ。

彼は怒鳴られるといつもニコニコしていた。まだ隊員のひとりとまさに瓜ふだつの顔

を持つだ50歳前後のポーターを ＼＼お父つあん／／ と呼び＼ キャラ／

をした。その ＼＼お父つあん／／ に初めて出会った時＼ かの隊員のJ山中を察するには余り

あるものがあった。その夜寝袋の中で
、

父親の夢を毘だことは疑いなかっ定。

顔の真中に高き轟を揚えているポ ターには 叩失人／／と名げけだ。その u室長人U は徒

渉の時は真先に泣くの中に入って＼ ほかのポーターが徒渉する時手を貸しだり＼ 荷を担

いだりしてかなり精力的に働いだものである。そして先頭を歩かせると＼ 風のように

走ることもできだ。それはまさに正義の味方 叩失人28号U 的葎在であつだ。

窃

とばかりに顔や足にできて

いる謹物を指さした。しかしなガら＼

Jーのように金や食べ物のめぐみを

迄う人はいなかった。キャラバン最終

トウ ールを発って間もなく＼ 野

良仕事をしていだ村人ガ易張り手振り

で＼ 薬のおかげて
ゆ
頭痛ガ霞つだとおネし

を言ってくれだ。



登山行程

ふ
8-C C I  CII cm 東峰

4250M 5050M 5400M 5700M 6100M 

9月！？臼 全 員

。＠⑩
9月18臼 全 員

4800M 

。⑨＠
9月19日 会 員

⑩④⑩＠

＠＠⑩ 
9月20日 会 員

。＠ ＠ ＠
9月21 iヨ ①⑩® ⑮＠

＠＠⑩ ⑩

＠ ⑮  ＠＠＠ 
9月22日 ＠⑩⑮ 

＠＠⑩ 両
⑩ @® ⑭ ＠ ＠ ⑩④

9 ,El 2313 ＠ ＠ ＠ ＠ 5600

⑮⑩ < M 

⑮① ＠ ＠  ＠⑮⑮ 
9月24尽

＠
＠ ＠ ⑮ 

平⑩ 

。 ＠＠＠ 
9 ,El 25臼 全 員

9月26日 全 員

＠＠＠ ＠＠＠ 
9月27日 ① ⑩

ち按

⑩④＠ ⑩④＠

＠ 



）久
B •C C I  CII cm 東峰

5050M 5400M 5700M 6100M 

＠＠＠ 
＠＠＠ 

9月28日 ①⑩
⑮＠＠

⑩＠＠

＠④＠ 
8⑨＠ 

＠＠⑮ 

9月29日 ①⑩ こ コ⑮④⑮

④ ＠＠＠ 
＠＠＠ 

9月30臼 ＠⑭④ コ⑮⑧

I G月i B ⑩ 
＠ ＠ 8⑨＠ 

⑮＠＠＠

＠⑩＠ 
＠＠＠ 

10月 2日 ⑩ ＠⑮＠ ＠＠＠ 

⑧ 

①＠⑩ ＠ ④ ⑮ ＠＠＠ 
@®@ 

10月 3日
⑩ ＠ 

工作

①④⑮
④ 

@®@ 
10月4臼

⑩ ⑧ 

@ ® 
＠＠＠ 

。⑮

10月5日 ⑮ ＠ ,_J 
5850M 

＠⑨＠ 
® Ci語

IOJ=l 6日 ＠ 登頂

⑧ 

＠ ⑩ ＠ ＠

10月7日 全 員 ／徹収

＠ ＠ 

＠ 



8月5日 杉本＼ 3時30分＼ アリーに到替する。 YMCAに宿をとる。

8月6日 単身にて＼ IM Fを訪問し＼ ムシユラム氏と＼ 手続き上の会談をする。

ア巴 IM F訪問＼ 通関手続の進行を聞き＼ その足で＼ 脱出回 ＼ ＇

I _J "'- o 

8日

8月9

インベリ戸j レホテルにて＼ 淑ぎを楽しむ。

しだインド人と会い＼ 信州の坂坊のリ

は何もすることなく遊ぶ。8月10巴＼

8月什 し＼ 保証人の依頼をするが＼ との之と。

8月B日

8月？

8月？

日本大使館／＼行き＼

ドヘ行く。

してくれること

マンタン宅へ＼ ジョニ ウオー力ーを持参で＼ 訪問する。

く O

8月？

8月7

マンタン氏＼ 私達を訪問弓る＼ 無線許qJの件は＼ 遅れるとのこと。

税務署でグツn
一氏に会い＼ 担当者に手紙を書き＇ 0 Kしだとのこと。

8月20日 ついに＼ 無税通関の百二司状を受理しだ。

8月21日 税関ヘ行き荷物を取りに行くが＼ ブリ氏ガ＼

8月22日 チャフラパティ氏訪問し＼ ボーンの作成を依頼し＼ その場で咋成する0

8月23己 ボーンを持参して＼ 税関1こ行く＼ とうとう＼ 荷物を受け取る。

8月24己 最後の買出しをする。

8月25日 チャクラパティ氏と＼ 山の話をする。

8月26日 今巳も＼ IM Fへ行くが＼ 連絡将校ガ決まらず。重い定どりで＼ ホテルヘ

帰る0

8月27日 今臼も＼ 朝食はコ ーンフレークとミルつだけだ。 冨から荷造りを初めるが＼

高島



手に力ガ入らない。 しかし＼ 馬鹿な人種のだめか＼ やるうち 門

出しだ。

り

8月 IM Fへ行く， tomorrow そして，PM3：〔〕Oと＼

らす＼ ジ=3シマ ートヘ行けるか

を支払い＼ ホテj レへ帰る。

8月29日 ついに＼ 我ガ隊の連絡将校に会う。

8月30日 連絡将校の登山靴ガ小さ過ぎたため＼ 彼の友人のとこ

しだにも持

1,000）レピ

に行く＼

の友人ガ＼ 大統領官邸（こ居るとは思わなかっだ0

8月31臼 昨夜の

出発を前日にして＼ w却を＼ り＼ 1J 

ケ力 ・ ホテルで＼ 安いインド力リ

9月2日 ついに＼ テリ ーを発ぢ＼ リシケシま リスト － パ

9月3日 リシケシにて＼ ンジし＼

4臼 リシケシを去り＼

トに��らさ

9月5日 ナンダ ・ ブレヤーゲにて＼

2名に会った

＼ 戸ラフナンタ！日

ガ， 3000mガ

6
 

月9
 

＼

lll’
 

什ハ

！レ

ト村に残り＼し .oと杉本は＼ ウタ j レ力ツシユま

に行く。

つタj レカッシユ（こ来だガ＼ シェルr
門

シェル／け名か＼ インストラクター オ名を＼

する。

ナイ二 ・ レヘ打

トヘ送るよう！ウ

可となく＼ ガート（こ帰る。 途中＼

＼夜道を歩く。

1スlこ棄り8日 シェル／

れ＇ 2人は＼

9月9

9月句巴 II\二ーに荷物をかつガせ＼ 隊員は＼ ナッシンク。と叫び＼ 力メラだけを持つ

て志くが＼ 恐ろしいヒんの攻撃に疋じ疋じて
、

あった。

9月竹田 ポニーはガート／＼帰り＼ 再び荷を坦ぎ＼再びスティ ー
j レヘ来る。

《襲



9月12日 ポータ－32名ガ到着し＼ キャラバンをする。

9月13日 ストウ ールから＼ ジャングルに入り2 ～ 3日＼ ボーターは＼ 家族と別れる

だめ＼ 妻や子と＼ 最後の5sUれをしていた。

9月刊日 ポーターも＼ 雨とジャングルに疲れ＼ 早朝からストライキであるガ＼ 値上

安渉ガ成立し＼ 再びキャラバン開始。

9月刊日 朝の日諜は＼ ボーターの裸足の活れだ部分に＼ 何拠ガ傷かと分らないガ＼

白い薬を塗ってやるので
、

あつだ。

9月16日 3300Mで＼ 高巻きガ出来ずに川の中を＼ 横切る。

9月17日 ジャングルを抜け＼トリスル西自の美しい台地に＼ ベースキャンプを張る0

9月18日 杉本＼ 市ilk ナイニワーんの 3名は， 4900Mまで＼ 荷物を上げるが＼ 余り

にも苦しいため＼ 登る田信をなくする。

9月刊日 今日は＼ 全員で＼ コjレにキャンプを設営する0

9月20巴 百塚＇ ）フッシの 2名ガ碍上げをする。

9月21日 5050Mに＼隊員 3名と戸ツシとナイニワールが泊まり＼残りはベースヘ帰る0

9月22日 5名にて， C Iよりルート工作をするガ， ルートの困難性のだめ， 帰る。

9月23日 大ク一口 一ウ ールを発毘し＼ 隊員3名は， 200 Mのザイルを雪面に田定さ

せる0

9月248 今巴， 5400Mに＼ 天幕を上げる。 そして＼ 全員＼ ベースに下る。

9月25己 全員休養する。 戸メリ力人ガ夕方ベースキャンプを訪問し＼ 酒とタバコを

与える0

9月26日 ポータ－ 1 名ガ＼ 頭痛のだめ寝込む。

9月27日 キッチンボーイのマンパドウ ーんを連れて＼ 杉本＼ 市川＼ 古塚は， C Iヘ

上る0

9月28日 全員で， CII に荷上げをする。

9月29臼 杉本＼ 古塚＼ ナイニウーんの3名は， CII より上部を＼ ザイルを固定し＼

市川らは， C Iへ荷物を取りに行く。

9月308 今日も， 5400Mから上部を3人で行動する。

10月T日 し .oと＼アッシガ＼ タバコを持って， CII ヘ来る。

10月 2日 杉本＼ 市ilk 古塚， L.O， ナイニワ ール＼ 戸ツシの6名にて， CIII を建設

しに行くガ＼ 途中＼ し .oガスリップし疋疋め＼ 隊員3名ガCIII （こ泊つだだ

＠ 



けで＼ 残りは， CIIへと下る。

10月3己 第オ回目の戸タッフを＼ 開始するガ＼ 雪ガ不安定のだめ＼ 販退する。 3名

は， CIIへ下る。 CIIには＼ ナイニワーんとマンパド ールの 2人定けで＼

残りは＼ ベースへと下りだ。 夕方には＼ ナイニウールも帰って行った。

10月4己 休養

10月5白 再び＼ マンドパールに毘送られて＼ 杉本＼ 市j lk古塚の3名は， CIIIへと

向かつだ。 その日の夕方＼ 杉本＼ 市川の 2名は＼ 盟にフィックスを伸ばす

が＼ クレパスに行く手をはばまれる。

10月6田 市j lk古塚の 2名を戸タック隊として選び＼ スノ ーん－フの突破から頂上

を攻撃させ＼ 杉本は， 5700MのCIIIにて待つ。 スノ ールーフガ52人の姿

が消え＇ 4時間後＼ 天幕に雪魂ガ当疋り＼ 彼等の 2人の姿ガ見える。 3名

は＼ 気にCIIに下り＼ マンパドールに迎えられる。

10月ア己 杉本＼ 市川は， CIIよりCIIIへ向かい。 天幕を徹収し＼ その足で＼ 再びC

IIの天幕も徹収し＼ 戸ッシ＼ マンパドール＼ マンループを＼ ベースヘ下ろ

す。 ベースには＼ 先に到遺していた＼ 市川ガ出迎え＼ タバコをもらっ疋。

じつに＼ うまかつだ0

10月8日 ナイ二ワール＼ マンループガ下山0

10月9日 し .oとマンバドールガ下山。

10月竹田 休養

10月12日 ポーターガ集合し＼ 帰りのキャラバンを開始しだ。

10月刊日 紅葉ガ美しく＼ ジャングルもt 枯れ葉となり＼ 歩きやすかっ疋。

10 同148 ストウ ールに到麗し＼ ポーターの家に泊る。

10月刊日 ガート（こ到著し＼ 村人の暖かい出迎えをうける。

10月16日 ホットスプリンクを求め＼ パドリナードに行つ疋。数力月振りの風自であ

つ疋。

10月？ ドッドブレヤーグ泊

10月18日 デリー到着

10月刊日 休養

10月20日 日本大使舘＼ I .M.Fへ行く。

10用計日 チャクラバティ氏訪問

＠ 



10月22日 生まれて初めて＼ フjレチキンを食べる。

10用23自
～
つ

10月24日 .oと別れ＼ 彼は＼ 固く私達を抱きしめて＼ 離さなかった。

10月25己 荷物の逆輸送成功する。

10月26日 アリ 一見学。

10月27日 7フクラ見物。

10月28日 飛行機の予約をする。

10月29日 デリ ーからパンコッフに向かう。

叩月30日 パンコックより

10月31日 上田

《襲
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パドリナー ト！こて （吉 塚）

トを発ち＼ ナンダブラヤンク→チョモリ→ジョシマート→パトリナートへのパ

ス旅行ガ始まる。 パトリナートの高度約3000M。 パスを経りて＼ ニル力ンタをさがす。

間近に鋭峰＼ ニル力ンタガ首ガ痛む程高い位置にi腹立している。 バス旅行途中で＼ ハ

ァイ＼ パルパット等の山々を見た。 それにナンタアヴィ等の東部刀ルワ ルの山々

色々毘だが＼ これ程の:t宕整のとれだ鋭角な三角錘＼ 自， 3000Mの垂壁ガ頭上より切れ

落ち＼ 氷ガ青白く光っている山は初めてだ。世界で一番美しい山と評されている事も

納得ガいく。 本当に見飽きる事の無い山だ
、

。 その様な山の麓にヒンズー教の聖地とし

て＼ バドリナートは奇在する。 緯度も案外高い涌か＼ 少々膚寒い。 待望の温泉に入れ

る事ガ＼ 無性に嬉しい。 今巴は温泉は中i上して＼ 明日、 早朝に温泉に向かう事にする。

り日の早朝＼ ホテル前より＼ ニル力ンタの写真を数枚撮影する。 残念ながら＼ 力ラ

フィルムはすでになく＼ 白黒フィルムでとる。

朝焼けも残念ながらなく＼ もう一日滞在して＼ 二ん力ンタをもっと＼ ゆっくり見て

い 疋い気もするガ＼しOガニュー アリ に阜く帰りだがるので朝にハドリナートを発

つ事となる。

パトリナートは＼ 日本の観光地向様＼ 寺院のけ近には＼ みやげ物店ガ多数並んでい

るが＼ あまり良い畠物はなかっ疋。

此処も＼ ヒンズ 教の聖地なので肉食禁止。 食事はLt)),＼然的に＼ 夕、ルや力｜

となる。 けれど＼ 結構＼ 美味だった。隊員3名で5人分位の食事は食べてしまつだ。

パトリナート＼ 少々受通の便は患いガ＼ インドでは絶対に山好きな人なら＼ 見逃せな

い場所だ。 それ程二ル力ンタは素晴らしく＼ 地上の山とは見えない程崇高な姿で股立

している。 早朝＼ こん力ンタのみに光が当だり＼ 輝ゃいでいだ姿は＼ 我々にとって＼

印象的な山だ
、

つだ。

� 
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10月17日＼肉を喰いたいとだけ祈る様に思いながら＼ パドリナー トでパス（こ棄り込

んだ。 戸ッシー露関のおかげで＼ 二等席で
、

はあつだが＼ とにかく陸間に鰻をおろすこ

とだけはでき疋。 しかしながらパスには＼身動きできないほどの客と彼らの持つ荷物

ガ積み込まれだ。 加えて＼ケバケバしい外観とな裏腹に＼ パスの中はひどくおそまつ

で＼葉山地は決してよくなかっだ。 パスガ在石に語れ＼ あるいはブレ キを踏む侶に＼

から ウ うしろに聞に傾き＼ 幾度も窓枠に頭をぶつけ疋0 11路と全く同じ

道路を通って南下し疋。

ツドブラヤーグで
、

？ッシーはバスを降り定。 ナイニタ

り換えねばならなかっだのていあるO 我々はキャラ／

依って大いに凱けられた。 笑顔でパスの外に立ちながら＼

かないのが哀しか

タ ー と し

し

だ到のうし 71 勺

ポケットを探つだガ＼

うな所ヘベッド

に＇ 1日中／

一一〉

丸一一戸

一〉

仁一

＼夜の7
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し疋。特別罵予約のつもりが＼ り＼我々
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め＼／

代わる
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すの二等席で
、
あった。しかしながら＼ 昨日間じタージ急行に粟るつもりでYMCAを

出だが駅を時違え＼ みじめにもだだ
、

疲れ芝だけのアリー観光パスに乗るBB自になっだ

のと出車廃すれば＼ まずは大成功と言えた。

汽車の中ではボーイガ食べ物と飲み物の注文を取り歩き＼ 注文通りに運んできだり＼

車掌ガ座間のチェッフに来だ。

汽車は疋びたび汽笛を鳴らしながら広軌呂つ真草ぐな線踏を走つだ。

汽E設が戸ゲラヘ近ずいだ頃＼ 戸グラ市の名所由りの観光パスの予約にきだけれども＼

昨日のデリ一見物で 「だだ
、

くだび、れただけJ と想りていだので＼ 全く無視し疋。戸グ

ラ駅では間違えることなく降りることができた。我々は7フグラに関しては＼ タージ・

マハーんの名前以外伺ひとつとして知らなかっだ。しかもタージ － マハーんの場所は

知らなかっ疋。やむを得ず＼ まだi懐異合と好奇jりから＼ 小馬の馬車に揺られてゆくこ

とにしだ。 それはタクシーよりも輪タクよりも安かった。馬車は傍目でながめたのと

は大遣いで＼ いざ粟ってみるとイスは撃く＼ 前後に揺れすぎ＼ いつ落とされるか不安

で幌の柱にしガみついていなければならなかっ疋。 そのうえ小馬の歩みはノ口く＼ 客

を2人乗せた輔タフにどんどん追越されだ。 その小馬ガ時々くしゃみをしていだから

大方風邪でもひいていたのであろう。馬車の運監手は市内問りをするよう持ちかけた

が＼ 堅いイスに長時間座らされるほど＼ 尻を鍛えではなかっだ。

純白の大理石の建物ガ＼ 木々に阻まれ＼ 青い空の下に建っているのガ見え定。 それ

ガタージ ・ マハールであつだ。靴を脱ぎ階段を昇り＼ 中へ入る。自大理石に埋め込ま

れだ色とりどりの石で描かれ疋花の連続模様ガ美しい。中央の一室には棺ガ安置され

てある。17世紀ムガール朝の皇帝ジャーハンの皇妃のものだ
、

そうである。

日臼叡癒センターの松沢氏を誌づ
、

れだ。その病院の場所は知らなかっ疋ガ＼ 戸グラ駅

から乗ったタクシーガ今炭つだばかりのタージ・ マハールを通り抜けるとすぐ
、

で
、

あつ

だ。案内人ガ事務所ヘ連れていってくれ＼ そこで山濡さんに会つ定。日本人に会えて

ホツとし疋。彼の説明をさきなガら建物の中を見学し疋。松沢氏はテリーへ出掛けら

れだとのことで会えなかった。しかしながら厚かましくも氏の住まいを訪ずれ＼ 夫人

手づくりの料理と酒をごち そうになっだ。

ED 
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隊長を会めて＂ 3名という小規模な遺症隊であり＼ 我々は＼ 無用の長物を避けl叫要

1限の装痛言十闘を立て＼ 携帯し疋。 そしてそれは＼ 我々が日本での登山に使用する

装備に準じ＼ 足りないものをのみ補うことにした。 持参すべき装備は＼ 団体装儲＼ 連

絡将校 ・ 高所ポーター用装備にかかわらず＼ 鞍員の｛白人装備を甑用させだり＂ 0 Bあ

るいは＼ 所属してし

けを新規購入しだ。 新規購入日も＼

ものは＼ できるかぎり

の土地で＼売っている場所もわから

富に物ガ売られているわけではなか

っ疋。

以下各l貿信に述べたい。

によって調達し＼ それらが不司能なものだ
、

火器＼ 梱包袋など現地にて入手可能な

。 しかしながら＼ 全員みんな初めて

加えてインドの首都アリーでさえ＼ 決し

そのため＼ 不器用に時閣を費すことガ多か

－ キャンプ用として8人用フライげビニロン要天と6人間フライ｛寸ナイ

璽天を各？張持参し＼ 加えて農業用ビ二 j レ － シート（市販日〉とフライシート（防

水加工ナイロン地で作成〉を荷物用に使用しだ。 ベース ・ キャンプより上部では6人

用ミード型冬天？張＂ 3人間 1－スを使い＼ 高所ボーター

＼ キッチンボーイ用に

冬用ツ工ルトを使用しだ。 なあ＼ これらはフライ位で
、

あつだが＼ 冬用ツェルト以外は

その�＼要を感じなかっだ定めフライ ・ シ トは使用しなかった。

まだ＼ キャラバン中＼ 現地ポーターから要求されて＼ ベース ・ キャンプの荷物用に

持参しだビニールシートとフライシートを貨し疋ガ ＼ これは予定外であつだ。

（テント ・ シート， マットレス〉

テント ・ シートとして厚さ3rmnの発泡ウレタンのシートを叡いだが＼ 防水と新熱に

効果的であった。 また個人装備としてマットレスは持参したガ＼ 連絡将校シ力ルワ一

氏の友人より借用したj享さ2cmで
、

半場用工戸ーマット程の大きさのマットレス〈フフ

母b



ンスのナンダ ・ アヴィ隊使用出〉をキャラバン中も霊山期間中も使用しだ。嵩張ると

いう欠点以外は防水11忠断熱性ともに抜群であった。

（火器及び燃料〉

ベース － キャンプでは可能ならばマキを使用し＼ 無理ならば石油使用， C I  · CII

では石油CIIIで国型メタを使用という罰闘で
、

あっ疋ガ＼ ナンタキ二川上流のベース・

キャンプ（4250m）ぱ近にはマキとなる ような木がなかったためベースキャンブで
、

は

石油を使った。 まだキャラバン中は＼ 雨天の所為もあったガ全般的にマキは使用で
、

き

ず＼ ヤムを得ず石油に依つだ。 そのだめ＼ 石油の使用量には気を配らねばならなかっ

だ。 それ でも石油使用34日間75ιで
、

関にあつだ。 ベースキャンプでの石油使用はほと

んどトラブルガ起きなかっだガ， C I  (5050m）及びCII (5400m）での石油使用は＼

不完全燃焼のだめ＼ キッチンボーイと高月号ボーターが頭痛を訴えだ。 またCIII (5700 

m）で2日韓インド製の盟型メタを梗用しだが震の悪さからノドの痛みと涙に悩まさ

れた。

〈スノー／ \-) 

巾4.5cm長さ90cmの戸ルミ製戸ングルiこ 5rrzmのワイヤー・ 口一ブを電気工事用圧蓮端

子で力シメてリングにし疋ものを作成し， 20本持参しだ。 今回のんートの雪の状態ガ

っただめ＼ かなり知果があつだ。

（フィックスザイ） L,)

フィックスザイルには 8mmのナイロン － ザイルを700m持参したがC IからCIIヘ

IIより上部で
、

はほとんどフィッフス工作の必要があり， 6mmのクレモナ

100mを使用しても＼ にはまだかなり不足であった。

,,,"'!' 
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（隊員個人装備）

Na ff6 名 規 格 数 蜜 襲 撃知

す 日出櫨 ウーん 3 0.5 

2 チューリップハット 3 0.2 

3 ス力一フ 3 0.1 

4 羽毛駁（上〉 羽毛 3 2.7 

5 オーn
－ヤッケ ナイロンW 3 1. 5

6 下種 CO) ウーjし上下 3 1.8 

ア 登山シャツ ウール 3 1. 6

8 セーター ウール 3 1.8 

9 替ズボン 3 1.2 

10 オーn ズボン ナイロンW 3 1 .1 

？？ 二ツ力ーホース ウール 3 1.8 

12 ベルト 3 0.6 

13 靴下 ウ－）レ（口ング〉 6 1.4 

14 靴下 ウーjレ（ショ ート〉 6 0.8 

15 手袋 ウーjレ 6 0.6 

16 軍手 6 0.4 

17 オ パ ミトン 3 0.6 

18 オ－nーシユース
e

3 1.5 

19 ロングスパッツ 3 1.0 

20 シュラフ 羽毛 3 5.4 

21 マットレス 3 1 .1 

22 戸イゼン nンド｛す 3 2.5 

23 登山靴 3 6.6 

24 ピッケ）し バンドげ 3 2.9 

25 ゼんブスト 3 2.5 

26 保革油 3 0.1 

＠ キャラバンシユ…ス
キ

3 1.5 

28 ヘッドランプ 3 0.7 

29 雨異 ナイロン 3 1.0 

30 折畳傘 3 1 .1 

31 ークjレ 3 0.2 

32 サングラス 3 0.1 

33 ボリタンフ 1.5ι 3 0.8 

＠ 戸ルミ力ッフ 3 0.4 

35 筆記用具 3 0.6 

36 整理袋 9 0.2 

37 帯魚子 ザッフ吋 3 5.1 

38 7コ9 ＼＼
）つサ＼ソつ 3 2.9 

電動



Na 畠 名 規 揺 数 量 重 量i匂

＠ ゾーリ 3 0.6 

40 洗霊用異 3 1. 2

⑪ 石けん 9 1. 5
/ J \ 言十 60.2匂

（リエゾン・オフィサ－ 6.高所ポーター用装備）

Na ロ
Cコ

ロ 名 規 格 数 量 重 量切

回出帽 ウーjレ 3 0.3 

2 スカーフ ナイロン

3 下麓CA) ウーjレ 3 1. 8

④ 下着（日〉 子吊 3 0.4 

5 輩出シャツ ウーjレ 3 1. 6

6 セーター ウール 3 1.8 

⑦ シャツ 長袖 2 0.4 

＠ 替ズボン 0.4 

⑨ ベルト 3 0.6 

⑮ ニッ力II\ース 2 0.9 

？？ 靴下 ウ jレ（ロング〉 3 0.7 

12 靴下 ウ－）レ〈ショート〉 3 0.4 

13 手袋 ウール 3 0.3 

14 軍手 3 0.2 

15 オ…n－ミトン 2 0.4 

16 スパッツ ナイロン 3 0.6 

17 シュッツ 化繊綿 3 3. 6

18 マットレス 3 1.1

19 登山靴 3 6.6 

20 戸イゼン 3 2. 4

21 ピッケル 3 2.7 

＠ キャうパンシューズ 0.5 

23 壌中電灯 2 0.5 

24 ヤッケ上下 ナイ口ン雨異 2 0.7 

25 折畳傘 3 1.1 

26 ゴーグjレ 3 0.2 

⑫ ’ソーリ 3 0.6 

28 7フタックザック 3 1. 2
;J \ 言十 33.0 

奇襲



（露 営 異）

No ロ
Eコ

ロ 名 声見 揺 数 量 重 量l匂

オ 夏期テント 8人用ビニロン 一式 8.0 

2 夏用テント 6人間ナイロン 一式 7.0 

3 ｜冬用テント 6人間ミー ド 式 11.5 

4 工スパ ス 4人間 式 4.6 

巳 冬悶ツェルト 1. 5 

6 フライシ ト 2 3.5 

⑦ スコップ 農作業用 2.0 

＠ ノコギリ 1. 0

＠ ベゲ

⑪ 雪間ブラシ 2 0.4 

？？ テントシ ト ウレタン 2 1. 0

⑫ モヨ油うンブ 2 1.5 

lj-＼言十 42. 0 KQ 

（登 警 異）

No 口
Eコ

口 名 員見 格 数 量 霊 童l匂

ザイル 必？？〉く40m 1 2.5 

2 ザイル 砂 9 × 40m 2 3.0 

3 フィックスザイル やも 700 m 30.0 

4 フレモナ やら 100m 4.3 

5 戸イスパイル 0.8 

6 戸イスハンマ 2 1.2 

ア 口ックハンマー 0.5 

8 口ックハーケン 30 3.0 

g 戸イスハ ケン 25 3. 5 

10 スノ パ 20 11.0 

？？ 力うビナ 軽合金 35 3.5 

12 ユマ ル 2 0.6 

13 戸ブミ 3段 4 0.7 

14 ヘルメット 2 1. 0

⑬ 竹ポール 30 0.9 

16 ジャンピンク 2 0.4 

17 ジャンピンク錐 6 0.2 

18 ボルト 10 0.8 

19 工イト環 2 0.6 

68.5切

電器



（炊 事 異）

Na ロ
Cコ

ロ 各 規 搭 数 量 重 量i匂

⑦ 石油スト ブ 4 6.0 

② ナベ 大 1. 0

3 コッフェル 3 3. 0

④ 圧力釜 2 2.7 

⑤ ヤ力ン 0.3 

⑤ 自了 2 0.2 
⑦ オタマ 2 0.2 

⑤ スプーン ア 0.3 

⑨ フォ フ ア 0.3 

⑬ プレート ア 0.6 

⑪ チャパーティ用具 1 1. 5 

⑫ 
→対ヌナ」ーで〉 ？ ） 3 0.2 

13 かん切 2 0.1 

14 テルモス 3 1. 5 

15 口紙 50 0.1 

⑬ 洗剤 2 0.4 

⑪ ボリタンク 20ι用 3 1. 5 

⑬ ボリタンフ 5ι用 4 1. 6

⑬ マッチ 36 0.4 

＠ スイスメタ 0.5 

⑪ 石油 75e 70.0 

／引き十 92.4 K9 

（団体一般装備〉

Na Irロ
J 名 規 格 数 量 重 量抑

トランシーバー 2 1. 3

2 テープレコーダー 1.8 

3 トランツスターうジォ 1.6 

4 力セットテープ 4 0.2 

⑤ 電池 単 I 10 1. 0

6 電池 単II 12 0.9 

ア 電池 単III 40 1. 2

8 双眼鏡 0.6 

g 力メラ 3 4.5 

10 8ミリカメラ 0.7 

？？ 三脚 1. 2

12 フィルム 60 1. 8

電静



No ロ
Eコ

ロ 名 規 搭 数 量 聾 霊1W

13 8ミリフィルム 10 0.5 

14 高度計 1 0.1 

15 湿度計 0.1 

16 懐中電灯 0.5 

17 目賞時計 0.2 

⑬ 口ウソク 40 1.2 

19 裁縫問異 式

20 フライヤ マ 0.2 

21 ドうイパ 0.1 

＠ ナタ 0.9 

＠ 針金 0.5 

24 荷札 50 0.1 

＠ トイレットペーパー 37 3.7 

26 整理袋 ナイロン 10 

27 jjい7 づ 5 0.5 

28 ピ ル袋 50 0.5 

29 7コヲッシュケ ス
、

0.5 

30 国旗 インド ・ 臼本 2 

31 ツメ切 2 

32 セ口ハンテープ

33 サインベン 太字 6 0.2 

34 ノリ

35 王立笥 20 

36 ホチキス

37 ハサミ 2 0.1 

⑮ ジュート袋 60 18. 0

＠ 麻糸 ・ 針 0.2 

40 計算器 0.1 

41 ばねばかり 2 0.6 

42 番号カード 40 0.2 

43 巴－フ ¢6ナイ口ン 20m 0.2 

44 プラスチッフ行李 フィルム保管問 6 0.2 

lj ＼言十 46.21匂

COED は現地調達〉

電器



（吉 塚）

十基本方針

当隊は＼ ライト工クスペテ
ゃ

イションである為＼ 巴本より輸送する金料は極力抑え＼

約 切に留めだ。 よって＼ 食事の大半は現地食にてまかなう事となり＼ 少々不安は覚

えだ。 現地食は＼ 気候放か＼ 束U2京l性食日ガ多く＼ それに慣らされ疋舌ガ＼ 日本の乾燥

食料で
、

は満足できなくなっていた事も事実である様だが＼ 結果的には＼ 現地食の万ガ

全般に好評であり＼ 懸念する程の事もなかっだ様だ。

初期計画では＼ 低所食〈キャラバン， B.c.c I用） 230 日人食分＼ 高所食 CCII

用） 50白人食分＼ 戸タック食 CCIII用） 15白人食分を隊員3名＼しQ，シェル／＼2名

のき十6名で予定していだ。 じかし＼ シェルパ2名ガ変聾され＼ ローカルポータ－3名

となっだ。 けれど＼ 現地食中山計画であつだ1®， 案外スムースに計画の手直しができ、

柔軟な計画の利点も感じられだ。

2. 雑感

高所では＼ 案外＼ 米類は喉を通らない。 曙沼田中山に〈果実缶＼ チョコ＼ キャンア

イ＼ スープ類〉計画し定方が良かつだ様だ。 羊かん等は案外＼ 好評。 マヨネーズは＼

チャパティに会う。 豆腐は＼ 沸点ガ低い渦＼ うまく出来ない。

I ）日本より縞送しだ食料。

ロ
Eコ

ロ 名 低所用 高所用 戸タック用 単重量 儒 数 総重量匂

権貰飯 10 6 115 16 1.84 

白米 50 160 50 8.0 

鶏飯 10 6 115 16 1.84 

チャーハン 10 6 115 16 1.84 

松宮飯 10 6 115 16 1.84 

チキンライス 10 6 115 16 1.84 

即席ラーメン 30 20 100 50 5.0 

＠ 



ロ
Cコ

ロ 名 低所開 高所用 フフタック開 単語雷 倍 数 総重量陶

焼ソn 30 20 120 50 6.0 

ホットケ キの素 10 450 10 4.5 

部賭豆腐 10 65 10 0.65 

j岳苔｛出 CA) 4 115 4 0.46 

（巳〉 2 1 95 3 0.285 

かつあぶし 4 45 4 0.18 

わかめ 2 80 2 0.16 

乾燥権首 6 4 2 30 12 0.36 

緑茶 200 3 0.6 

こぶ茶 2 70 3 0. 21

梅こぶ茶 80 0.08 

塩こぶ 3 50 4 0.2 

ささいか 15 45 15 0.675 

粉わさび 35 0.035 

即席みそ汁 10 6 4 100 20 2.0 

吸い物 5 100 5 0.5 

お茶漬け 7 2 100 10 1. 0

キャンディ 10 5 150 15 2.25 

4 200 6 1. 2

部こんぶ 12 15 ？？ 27 0.3 

子 5 3 250 g 2. 

にf
コ
) 120 3 0.36 

CA) ら 300 5 1. 5 

CB 2 つζー 400 5 2.0 

酢 360 0.36 

シチ jレ一一
133 0.665 

力 100 0.5 

ンソメ ：：：
づ
〉 111. 3 5 0.557 

粉末し つ 6 2 Lつ－ 50 10 0.5 

牛缶 6 2 2 250 10 2.5 

魚缶 5 250 5 1.25 

（中〉 じ」J二、 5 250 15 3.75 

（小〉 rn 200 10 2.0 



II）デリ ー購入食料

司
c::,

口 名 現 地 名 数量護 金額R s 備考（護翠は単譲蜜）

ビスケット Bskit 469.0 

紅茶告 Tea 6 117. 0 0.6匂リフトン

粉末ミルフ缶〔大〉 Milk Powde「 5 145.0 kgネス1J--;Jヱ

(ij \) II 4 62.0 0.5匂 II 

コーヒ 一缶〈大〉 Coffee 2 60.5 0.4匂ネスカフェ

(IJ\) II 19. 53 0.2 I匂 II 

チョコ缶 Tin chocolate 2 24.2 0.45kg砂糖入りココ戸と向じ

粉末ドリンフ Bou「nvita 21.45 0.8匂砂糖不用

コンテンス缶 5 33.0 0.4 I匂

スイート ・ コ ーン缶 Sweet co「n 5 36.25 0.5匂

戸スパラガス缶 5 19.25 0.5 I匂

桃缶 すin pcach 2 14.8 0.851匂（味悪し〉

パイン缶 Tin Pine-Apple 9 46.0 II 

戸ンゴ缶 Tin Mango 7.15 II 

フルーツ ・ カクテル缶 F「uits coctail 3 26.25 II （昧悲し〉

泊 。｜！ 2 47.3 21匂 PostmanEP 

魚、缶 Fish 5 23.25 Tuna 

ジャム缶 Jam 9 106. 0 イチゴ、 パイン＼

コ ン ・ フレーク（大袋〉 Co「n Flake 6 28.2 0.5切

(!J ＼袋〉 II 8 19. 6 0.225匂

チーズ缶 Tin cheese 5 47.8 0.41匂

バター告 Tin Butte「 15 101. 25

トマト ・ ス ブ缶 Tomato Soup 4 24.13 。iPY
’

S EP. 

トマト ・ ケチャッブ Tomato catchup 6 32.3 

子しぶとう D「ied 只aisin 91匂 135.0 

己 ナッツ〈乾燥〉 Pea… N uts 1 J匂 8.0 flッフ済

〈無乾燥〉 II 21匂 6.0 熊包装

くるみ Wud- Nuts 今i匂 15.0 

カシユ ・ ナッツ 21匂 60.0 

Chocolate 65 130.0 

はちみつ Honey 3 66.0 0.8kg 

にん（こく Ga「lic 1 kg 3.0 lj＼粒である。

玉ネギ Onion 251匂 25.0 アリー購入ガ良い

ジャガイモ Potato 251匂 30.0 アリー購入ガ良い。
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口c::口J 名 現 地 名 数蜜 金額RS 備考（重量は単重璽）

ウイスキー （大ピン〉 Whisky 6 600.0 

(IJ ＼ピン〉 II 12 600.0 

ワセリン Vaseline 4 15 .2 

インド製缶詰は＼ 製缶技術悪く＼ 半数l志会べられない。 果実缶に関しては＼ 白本よ

り輸送しだ万ガ良い様だ。 ジャムはやめだ方ガ良い。 紙レッテルガ＼ キャラバン中に

はげる為＼ 事前に＼ 缶詰には印を入れ疋万ガ良い。 あめは＼ 日本製に限る。

III）ガー ト購入食料

昂 名 現 地 名 数 翠 金額Rs i蒜 考

砂糖 Sug a「 501匂 220.0 米精製

Sult 51匂 2.0 

しようガ Ginge「 0.21匂 2.4 

乾燥唐ガらし Chili 1 I匂 12.5 

ブラッ7 ・ ベパ 臼lack Pepper 0.21匂 3.2 

7コヲ Flou 「（ATTA) 701匂 126 .0 チャパティ用

ンエフ cJee「a 0.25匂 3.25 力リー調味料

ハルアィ Haldi 0.51匂 4.5 II 

ダニヤ Dhania 1 I匂 7.5 II 

タル Dall(Malka) 1sm 46.0 タルス フ用。 s=1の一種

パスマティ米 Basmatie Rice 301匂 139.5 外米型 美味

米 Rice 401匂 1(4.0 日未悲し

奥地では＼ 案外＼ 芋＼ 玉ネギガ手に入らない故＼ デリーで購入＼ 又は途中の都市で

講入しだ方ガ良い。 現地食缶に関しては＼ 霊ガ巴本人には不明だ
、

から＼ ボーターにま

かすと良い。

＠ 



〈〉〈〉

（市JI I) 
[2s 療

〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉

これは＼ いかなる場合にも言えることだと思うが＼ いざ急病 － 事政ガ発生しだ時に＼

医師の存在というものは＼ ただそれだけでも山強いものがある。 特に今回の遠征のよ

うに＼ いわゆる近代文明とは縁の遠い地ヘ足を踏み入れようとする時にはなお霊のこ

とである。 我々は＼ 全員だれもが塁師の同行の必要，1空を感じてはいだ。しかしながら＼

我々は計画当初から無医師での遠征準備を進めなければならなかっ疋。 それ故現地で

病気や事故の発生を考えだ時＼ 当然のことながら遠征活動の断念＼ 即座に帰国を意味

するものである。隊長以下隊員2名ということを考えれば当然のことである。 それ以

上に＼ 生命にかかわってくる事柄であるO 我々は疾病に対する予防と｛建康の自己管理

の徹底というごく当り前の姿勢で医療計闘を進め＼ 実施しだ。

我々は日本を出発する前に＼ 内料特に循環器及び評機能の精密横査を受け＼ 全員異

状なしと判定されだ。 その後＼ 日本赤十字病院＼ 保｛建所等で予防接種を実施し＼ 現地

で躍ることが予想される疾病の予防策とし疋。 インドヘ行こうとしている我々にとっ

て覆痘とコレラの予防接種は規則により当然のことであるが＼ それらのほかに腸チフ

ス＼ パラチフス＼ 及び破傷風の予防接種を実施しだ。 まだウィルス性肝炎に少なから

ず効果ガあるということで人血清y•ク口プリンを接種しだ。 〈現在幼児のハシ力の

予防ワクチンに使用。岩と雪， 21号参照〉

我々は今回の遠症の準備段階で毒物あるいは医師＼ 薬剤師を通じて病気や医薬日に

関する知識の吸収に努めだ。 しかしなガら＼ それらによって＼ 我々ガ得疋知識という

ものは＼ 正直言ってけけ焼き刃の域にさえも達していないと判断せざるを得ない程度

のものでしかなかっ定。 我々ガ持参し得る塁療昆及び震薬毘は＼ 我々が使いこなせる

種類と量ということになった。所詮は素人の生兵法なのである。 そして我々は一般の

家庭常備薬に類する医薬白及び塁療呂と謹かの抗，1生物質を携帯しだ。

しかし＼ 我々もまたデリーで下痢にかかっ疋ガ＼ オ ～ 2日で収まり＼ いわゆる 「水

ガ変つだ J ことに依ると害えられだ。 他の遠f正隊のいくつかに見られるような畏く瀕

しいものにはかからなかっ疋。 ほかに＼ 軽い愚邪にかかつだ者＼ 虫による発疹ができ

＠ 



きだものがいだガ＼ みな大事には至らなかっだ。

〈罷薬毘表〉

No ffEl 名 種類・効果

オ jレjレ 雷薬

2 戸スペリン 骸i上め

3 タナベ関揚剤 害腸薬

4 ミヤリサン 開腸薬

5 ハロミン 整腸薬

6 正露丸 整腸薬

ア セアス 鎮痛剤

8 ポンタール 鎮痛剤

g チオフタン 総合ビタミン剤

10 パンピタン 総合ビタミン剤

？？ 工リスト口マイシン 抗性物質

12 ケフレッフス 抗性物質

13 キシ口S 陽焼止め

14 ユベラ車究費 凍｛場

15 ぺーシリン軟膏 化膿1t

16 ク口マイセチン軟膏 化膿iと

17 メンソレータム 明（霧

18 ヨー ドチンキ （題

19 薬用 7フルコール 消毒

20 サンテ回裏 目薬

21 リップクリ

22 ハテックス うち身

23 睡眠薬

24 包帯

25 ガーゼ

26 脱脂綿

27 眼帯

28 パンソウコ

29 サビオ

⑪ 

数 使用量

100Tab 74Tab 

150Tab 30Tab 

140Tab 10Tab 

100Tab QTab 

120Tab 50Tab 

150Tab OTab 

150Tab 70Tab 

48Tab OTab 

200 Tab 29τa b 

120τab 25Tab 

40Tab 15Tab 

90Tab 1Tab 

22ド 少聾

2本

マ本 オ本

？本 オ本

2個 1 1自

20c.c. 20c.c. 

300c.c. 少量

2本

4本

2袋

100T ab 20T ab 

5本 。

5袋 少量

2袋 少量

2 。

。

5袋 2袋分



会 富十 と主ニ
c:J 

（古 家）

遠征隊の盛田経費は＼ その登山隊の性格を如実に物語る。 我々の様な＼ 小登山隊で

は＼ 登山費用そのものの占める割合は＼ どうしても＼ 小さい。 より安価をEざしだが＼

少人数故＼ 個人負担は予定をオーバーしてしまった。 しかし予算の大半を個人 負担と

しだ事に依り＼ 気楽な隊であつだ事も確かであろうO

ガルワ－） レ地域は＼ 日本より＼ 今迄の登山隊ガ少なかっ疋為＼ 現地食料＼ 装備の比

重ガ霊かつだ我々は＼ 大変予欝組みに苦労しだ。

よって＼ 勺 設けだ「現地価格J ウしてもらい疋い。

総収入 2 .442 ,431円

出 2,442,431

収入内訳

2,236.500円

155. 000円

50.000円

931円

2 .442 .431 

OB力ンパ

松本OB力ンパ

その他

75ガルワー

）I.Iヒマラヤ逮証会計報告

襲撃会計報告

収入 2,442,431円 支出 2.442,431 円

〈収入内訳〉

(3名） 2.236.500円

B会力ンパ 155,000円

50、000円

φ佑 931円



（支出内訳〉

く園内費〉 予算 判 ， 345,000 実支出 判 ， 363,277

予 算（円〉 実支出（円〉

渡航費 720,000 735,000 

食料費 60,000 45,670 

装備費 240,000 297,342 

事務問費 100,000 62,120 

摺包費 25,000 8,890 

医療費 20,000 18,210 

保険料 80,000 71、950

臨送費 100,000 124,095 

く国外費〉 予算 ¥829 ,000 実三三出 ¥1,079, 154 

予 算〈円〉 実支出〈円〉 （内S)

通関費 100,000 47、500 1,250 

滞在費 220,000 298,832 7,864 

�通費 24,000 39,216 1,032 

食料費 120,000 125,932 3,314 

登山料 40,000 38,000 1,000 

装備費 40,000 75,354 1,983 

隊荷繭送費 60,000 58,368 1,536 

キャラバン費 110,000 157,548 4,146 

燃料費 35,000 （装備費に含む〉

シェルパ費 80,000 114,304 3,008 

事務費 16,834 443 

雑費 107,266 2、823

＠ 



通関について

（杉 本）

インド登山する場合＼ 特に注意することは＼ 通関は自分達の力でやるしかないとい

うことである。 登山許喝を与えるI· M· Fは＼ ほとんど伺もしてくれない。 こ

に注意しなければならない。 通関を失敗し＼ 本国へ帰る鞍ガ少なからず寄在している

のが現状である。

通関方式

(1 )Duty方式＇ (2)パンク ・ ギャランテイ＇ (3無税通関

(1 )Duty方式

一般旅行者ガやっている方式で＇ 1人500）レピーまで関税されず＼それを越えたもの

の＼ 日物？っTつに関税される。

用意するものとして＼

①パスポート……碍主全員のもの。②B iししCAIR WAY BI LL） ……荷

主を隊員全員とすること。 ③パッキングリスト…… 5部以上が必要。U 8$， ルピー

のいずれかで三記する。＠上陸証明書 ・ ・ ・… しanding Certificate.しC） ……インド

上陸し＼ 荷物横査の係官に＼ 別送呂を持っていることを告げ＼ し·Cを書いてもらう

こと＼ 一度＼ 圏内に入ると＼ 入手不司能となる。 ⑮苛物到着証明書

Qパンク ・ ギャランティ

パッキングリストに記載された価格を全額インドの銀行に頭金し＼ その証明書によ

り通関し＼ 無事＼ 全昆物を逆輸出し芝時＼ 日本にて＼ 頭金額を受け取る方式であるが＼

東京銀行の支配人の話では＼ 金はあきらめだ方ガよい＼ つまり戻ってくる可能性は少

ない。

(3無税通関

①荷主〈介入〉のパスポート ②L·C ③荷物封着証明書＼ ④パッキングリスト

……20部程度＼ 員数記入＼ 消耗冒と非消耗昂との区別＼ それぞれの価格を明記し＼ 全

毘物を，US$で明記。⑤E本大使館の保証状……つまり＼ パスポートだ
、

けでは信用

性がない芝め＼ 問題ガ生じた場合＼ 連絡先ガ明白でないだめ＼ アリー在住の己本大使

＠ 



館によって日本の住所＼ 島分の保証である。これがないと＼ I· M·FからのF溜主省

への通関依頼の手紙ガ出ない。⑤I· M· Fからの通関依頼状。⑦大蔵省の通関許状

®C · C · P C Casto ms Cle arance Permit）。⑤
＇Bond

⑦から＠の書類ガ揃えば通関出来る＼ しかし＼ この場合＼ ＠の修得には＇ 1ヶ月以上

かかるだめ＼ 日本国内から実施する!ill＼要があるガ＼ ＠の書類用紙の入手罰難であり＼

現地よりの送付か＼ 知人に頼み＼ 巽って来てもらうかであるO 私選の場合は＼ ①～⑦

と＠で通関を成功させ定。1975年では＼ 日本の我が隊と＼スウ工ーテゃン隊ガ＼ この方

式ですんなり成功させている。

⑦の書類の入手方式は下記のような陸になる。2週間程震で入手出来る。

決定権 Deputy Se cretary
ministry of Finance

mr. R. Iく. Gupta

⑤

＠ 
税務省 mr. J. N. BHRDWAJ

⑦

�F

9ノ

［大使館｜ 図 － 1

インド霊山の場合＼ I· M· Fの一員であることを認識する必要がある。⑤の書類

ら＼ 圏 － 1の①の行動に入り＼ パッキングリストを2部提出し＼ I· M· Fよ

り＠⑤＠のJII到こ仕事ガ始まる＼ その開登山隊は何もすることが出来ず＼書類の催促と＼

i突拶程度である。この仕事ガ大変で＇ 1週間で終るのが＇ 3週間以上もなっても＼入

＼ことがある＼ 忍耐すれば＼ 許可状は作成してもらえる。⑤
’

のことは＼

のBondを読んでい1さだけば＇ I性格その佃のことガ理解出来る。インドは＼ 我が隊ガ

入国しだ頃より＼ 非常事態富言下にあるため＼ 極めて外国自の輸入を嫌っているO モ

こで＼インド国内に＼ 入れだ日物は＼ 登山終了後＼直ちに ＼ 日本国へ＼ 逆鶴出すること

経静
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INDIAN MOUNTAINEERING FOUNDATION 

R.M. Chakravarty，日ony.

Secretary. 

No. 774・IMF/75

CI o Ministry of Defence, 18・’Q ’ Block,

NEW DELHI-11 

25幽2・1975

Dear Mr. Morita, 

Thank you for your letter of 17th February, 1975. 

I am glad to inform you that we have booked Nanda Gunti in Garhwal 

Himalayas for your Club for the period August-September, 1975. 

Permission to climb peaks in India is given by the Government of India on 

the condition that an Indian liaison officer is attached to a foreign expedition. 

He is normally a mountaineer and helps the team in many ways such as 

arranging transport, porters/mules making purchases if any in India. 

His expenses, other than pay and allowances, are to be borne by the expedition 

party. He is also to be provided with mountaineering kit by the expedition 

party. You are required to pay a sum of Rs. 1000／也s booking fee of the peak. 

This has been introduced recently. Kindly let us know immediately that you 

accept the above conditions. 

Yours sincerely, 

(R. M. Cl 
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TO WHOM IT MAY CONCERN: 

EMBASSY OF .JAPAN 

INDIA 

This is to certify that the addresses of the three persons under mentioned 

are correct. 

Name 

(1) Mr. Kyoji Sugimoto

(2) Mr.開inoru Ichikawa

(3) Mr. Naoyuki Furutsuka

Addresses 

Seiwaryo, 581-97, Haramamuro, 

Konosu・Shi, Saitama-Ken, 365, JAPAN.

Passport No. ME2084539 

513, Mamejima, Nagano”Shi, Nagano-Ken, 

380, JAPAN. 

Passport No. Me2067785 

Shinpuso, 7-35, 1-Chome, Kokubu, Ueda-Shi, 

Nagano-Ken, 386, JAPAN. 

Passport No. 2067767 

＠ 

Shigenobu Suzuki 

First Secretary 



APPLICATION FOR CLIMBING INDIAN HIMALAYAS BY FOREIGNERS 

1. Name and height of the peak/peaks to be climbed. (Alternative peaks to be

suggested in case the peak asked for is already booked.)

2. A rough route chart of the peak/peaks.

3. Name of the Leader.

4. Duration of the expedition and approximate dates of arrival in and departure

from India.

5. A list of members showing names, ages, nationalities, mountaineering training

and experience, occupations and passport Nos. and dates of issue.

6. Source of financing the expedition in broad terms.

7. Type of visa applied for and the date of application. (Tourist幽visa will not 

entitle a person to join an expedition to ian Himalayas.

8. Whether walkie talkie sets or other similar equipment will be brought to

India. If so the enclosed application should be filled up and attached.

9. 4 copies of complete lists of mountaineering equipment clothes and food

stuff etc. to be brought to India and approximate weight. ( Consumable and

non-consumable items should be shown clearly.)

10. The enclosed import licence application to be filled up and attached.

11 . Specific confirmation is necessary for accepting an Indian liaison officer 

who is a mountaineer and provide him with mountaineering gear returnable 

and meet the cost of his transport, board and lodging from Delhi to the 

mountains and back. (This will cost about Rs. 1000/-for a period of 6 weeks.) 

The pay and allowances of the liaison officers are met by their employers 

in India for the duration of such expedition. 

N. B. (1) It will facilitate processing of a proposal if applications are sent to 

Indian Mountaineering Foundation/M inistry of Home Affairs at least 

six months before the proposed date of arrival of an expedition in India. 

N. B. (2) A liaison officer has to accompany each foreign expedition irrespective 

4静



of whether the peak lies in the restricted area or open area. 

N. B. (3) A liaison officer helps in hiring porters, mules, booking accommodation 

on way to the mountains, hiring transport栴from Delhi to road head, 

purchasing fresh vegetables/meat while on the march, maintaining 

liaison with the Indian Mountaineering Foundation in case of illness or 

accidents of members while on the mountains. 

N. B. (4) If the liaison officer is keen to try the peak along with other 

members, he should be allowed to do so, otherwise he will stay at the 

base camp or some other camp till all the members return to the Base 

Camp. 

(b) to pay the insurance premium for the liaison officer (The amount will

be about Rs. 350/-depending on the peak).

N. B. (5) If the proposal is approved by the Government it would be necessary 

to pay Rs. 1000/-to the Indian Mountaineering Foundation for booking 

the peak. The booking is necessary before arriving in India but 

payment can be made even on arrival in India. 

N. B. (6) The application should be sent to the Honorary Secretary, Indian 

Address 

Date 

Mountaineering Foundation 18-'Q ’ Block, Near South Block, DHQ Post 

Office, New Delhi-110011 with a copy to the Ministry of Home Affairs, 

Government of India, New Delhi-11. 

Signature of the Leader. 

w 



上下. C/Bond 

Know all men出ere prεsent that wher合 as th色 collector of customs, Air cargo 

unit, Pan am，時ew Delhi, hereafter referred to as the said collector which 

expression shall include the person for the time being performing the duties 

of the collector of customs, New Delhi has permitted the clearance of the goods 

in the schedule hereunder written: 

We (1) The Garhwal百imalaya Expedition of Shinshyu University Alpine club 

1975 (Importer) and the Indian Mountainnering Foundation, the sponsering 

comittee do herly bind ourselves and each of us and each of our heirs executor 

administrators and legal representive jointly and severaly with the president of 

India to pay the saidεollector for the time being the sum of Rs 3215/ = 

(Rupees three thousand two handred fifteen only) s subject to the condition 

written here under ; 

Now the condition of th念 above written bond are such that if the said (1) 

The Garhwal himalaya Exp合dition of Shinshyu University Alpine Club ’75 

(Importer) and the Indian mountaineering Foundation their heirs and representive 

shall deliver or cause to be delivered to the said collector with in three (3) 

months from the date of dearance the importer licenced and proof of re幽export

refered to in the schedule or if the said Garhwal Himalaya Expedition of 

Shinshyu University team and Indian 話ountainneering Foundation their heirs or 

rεpresentives or any of them pay or cause to be paid to him on behalf of the 

president of India the sum of Rs, 3215/ = (Rupees three thousant two hundred 

fifteen only) then the above written bond shall be void and of no effect otherwise 

wise the bond will remain in full force and it is declared that ; 

(a) Any for bearance on the part of the president of India or any other office

shall not in anyway release the said surely his heirs and representative from 

him or their liabilty under the above written bond. 

( b) That this bond is enter into the order of the central goverment for the

performance of act in which the public are interested and where any duty 

demanded from any person or any penalty payable by any person in accordance 

遅参



with theterms of this undertaking is not paid. 

We agree to such recoveries being made from us in term of section 142 

customs act 1962. 

Importer's 
name address 

Part of equipment 

Importer 

Bill of 
description 

entry of goods 

Quantity 

Value of goods 

Burety 

電量

Quantity 
of 

origin 



To 

MOST I矧MEDIATE

R区GISTER宣告

No.L”14021/76/75-LR 

Government of India (Bharat Sarkar) 

Ministry of Communications (Sanchar 斑antralaya)

Sardar Patel Bhavan, Sardar Square, 

Parliament Street, New Delhi-110001. 

dated the 22nd September, 1975. 

Kyoji Sugimoto Leader Japanese Expedition to Mount Nanda Ghunti 

C/0 Indian Mountaineering Foundation, Ministry of Defence
ラ

New Delhi. 

Block, 

Subject: Grant of Licence under Indian Telegraph Act, 1885, to establishラ

maintain and work Wireless Telegraph in India. 

Sir二 Z am directed to refer to your application (s) received/through Indiaぉ

Mountaineering Foundation letter No. 774・1説F/75 dated 7th Aug・， 1975 

and to state that this Ministry agrees in principle, to grant you a licence to 

establish maintain and work wireless stations as per conditions and particulars 

stipulated in the Annexure 1, 2, 3 & 4 enclosed herewith. Your specific 

attention is invited to the general conditions listed in the Annexure 4. Licence 

will be issued after completion of these stipulated formalities. 

The licence would be granted for the purpose of communication in 

between the Expedition party to facilitate expedition. 

The receipt of this letter may kindly be acknowledged within 30 days 

from the date of its issue. 

(R. N. AGARWAL) 

Assistant Wireless Adviser to the Govt. of India, 

Telephone No. 

電話

Yours faithfully, 



(TECHNICAL 

Category of station 

Fixed/Mobile 

1. 1 Location No. of stations 

Nanda Ghunti 

Glacier Area 

Garhwal Himalayas 

Mobile Two Walky Talky Sets 

1. 2 Frequency (ies)

27080KHz 

京lorking Hrs. 

24日rs.

Type of emission 

A3 

Power 

lOOmw 

Remarks 

for Aug. to Oct. 1975. 
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Power 

100 milli watts. 

2 (ROY AL TY AND LICENCE FEE) 

2. 1 Licence fee @ Rs. 30/-per annum per (fixed or mobile) station would be levied

(stand by equipment is not charged). The total Licence fee payable by you for: 

all the stations, would thus be Rs. 

2. 2 Royalty @ Rs. 100／壬or/Sep.-Oct. 1975 would also be payable by you However,

Royalty for the 1st year would be charged proportionately depending upon the 

date of commissioning of the stations. (The proportionates are calculated on 

quarterly basis i. e. Janふ1ar; April-June &/so on.) 

The total fees payable by you would be intimated with mode of payment on 

receipt of the proposed date of commissioning of the stations which should be 

intimated to this Ministry, at least a month in advance. The fees are to be 

deposited in Reserve Bank of India/Government Treasury under the Account 

Head ホ144”Other Transport and Communication Services明Receipt of the 

Wireless Planning & Co-ordination organisation Licence fee/Royalty, adjust欄

able by A. G. C. W. ＆悶，New Delhi. The fees can also be paid through 

Crossed Indian Postal Orders drawn in favour of the 、巳under Secretary 

Ministry of Communications" payable at New Delhi Post Office:' 



3 (Siting Clearance) 

3. 1 It is necessary that siting of your proposed fixed station should be cleared by

the Standing Advisory Committee on Radio Frequency Allocations (SA.CF A). 

This is not required in case of functionally mobile station. You are therefore, 

advised to apply for siting clearance on enclosed proforma and send 

copies separately for each fixed station to the following addressee, 

under intimation to this office ; for consideration of site clearance. It may takE 

2 to 4 months for completion of siting clearance. 

i) The Secretary, SACF A,

Ministry of Communications,

Room No. 227
ヲ

Sardar Patel Bhavan,

Parliament Street,

New Delhi-110001

ii) The Officer-in-Charge,

話onitoring Station and

Secretary, Regional Advisory

Committee on siting

4. ANNEXU畏E 4 (General Conditions)

4. 1 The licence to operate the wireless stations will be granted on payment of

Royalty and Licence fees and on clearance of siting application for fixed 

stations. 

4. 2 At the time of taking delivery of the equipment, it is necessary for you to be

in the possession of one of the following licences : 

(a) Licence to establish, maintain and work wireless station under the Indian

Telegraph Act, 1885, by the Ministry as agreed to above.

(b) NorトDealers Possession Licence (N.D.P.L.) to possess the wireless



equipment under Indian Wireless Telegraph (possession) Rules, 1965, issued 

by the Posts & Telegraphs Department P.M.G.S. of the respective postal 

circle. (This will permit you to possess the equipment till such time you 

get the licence mentioned at (a) above. The Possession Licence is for 

mere possession of the wireless equipment and does not authorise its 

operations. This can be surrendered to issuing authority after obtaining 

the operating licence) 

4. 3 If due to unavoidable circumstances, it is not possible to commission the above

wireless station (s) within the period o主one year the date the issue 

of this letter, a specific request should be made for its extension, 

which the frequency 

as closed. 
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ANNEXURE I I 

Application for a licence to establish, maintain and work fixed/mobile wireless 

telegraph/telephone stations in India under the Indian Telegraph Act, 1885 

1. Name of applicant in whose name/designation the licence is desired (in block

letters):

2. Postal address (including telegraphic address, if any):

3. Particulars of any other wireless transmitter/receiver licence held (issued by

this Ministry) :

4. Particulars of import licence issued by this Ministry if any.

5. Particulars of wireless apparatus proposed to be used may be given as per

Annex. II :

6. Frequencies desired with mode of operation and emission

Frequency 

Kc/s, Mc/s 

Simplex/ 

Duplex 

Telephony/ 

Telegraphy 

Telemetry etc. 

Type of modulation 

and bandwidth. 

7. Period for which the stations are proposed to be operated:

8. Give the following particulars of foreign nationals, if any, who will operate the

equipment (on a separate sheet) (a) Name in full (b) Father’s Name

(c) Nationality (d) date of birth (e) Place of birth (f) Permanent address

(g) Present address and (h) Passport number.

9. Qualification of persons who will operate the wireless stations :

DECLARATION : I undertake to observe the conditions of the licence and such 

other conditions as may be specified by the Central Govt. and hereby certify that 

the apparatus here in described can and will be worked in accordance with the 

provisions of the licence. I further declare that only operators holding approved 

Certificates of Proficiency shall be employed to work the transmitting apparatus. 

Dated: 

Place: 。＆maふtsec

p＋ab

・
2A

n

はは

…u

nu
 

i

／
 

が
∞
1
・
1

A

抗

t
L

nu
 

α
・
唱

t

m
 

m

D
 

ふL

／／

a

e

mr

叩

・
1

E

S

MN
 

This application together with Annexures II, III and N duly completed may be forwarded to the Wireless Adviser 

to the Govt. of India, Ministry of Communications, Wireless Planning & Coordination Wing, Sardar Patel Bhavan, 

Sardar Square, Parliament Street, New Delhi-1. 

電通



ANNEXURE II 

Particulars reless to 

be used γransmitter ／段eceiver／了ransreceiver

S.No. Fixed/ Location Manufac- Type Freq. Rated Source Ante- Other Time in I.S.T. 
of Mobile with turer No. range Soler- R/F of nna stat10n from to 
sta- address ance power power ＠＠ with 
tions ＊＊ out ＠ which 

put it will 
＊ contact 

建設
）

）

）

）

）
 

噌1＆

内ノ“

円〈Jv

dAT

mhd

i) Information in all columns be given separately for each fixed/mobile/ standby stations proposed.
ii) Equipment pamphlet may be attached.

* Power fed to Aerial
* * For mobile stations indicate area of operations and also location where the set will be normally kept.
@ @ Type and method o·f support, with height above g1・ound level.

@ AC, DC and Voltage. 
NOTE : Detail of standby set if any, may also be included in the above proforma. 



ANN芝XUFそ芝 III 

QUESTIONNAIRE TO Application for grant of Licence from 

(Name and 

for the requirement of WIT link pertaining 

APPL YING FOR A LICENCE TO OWN, OPERATE AND MAINTAIN 

明TIRELESS NETWORKS (ANSWERS SHOULD BE GIVEN IN DETAIL 

ON SEPARATE PAPERS. PLEASE LEA VE NO QUESTION UN・

ANSWERED AND WHEREEVER NOT APPLICABLE QUESTIONS MAY 

ANSWERED AS SUCH) 

( 1 ) What is the status of the applicant (i) in the public sector i.e. Central 

Government, State Government, non-Govt., (ii) Corporation, Commercial 

firm etc., firm or organisation working in India in pursuance of long/short 

term plans for technical/ commercial development or technical corporation 

schemes or otherwise. 

( 2 ) What is the purpose of the wireless net-work/facility desired? 

( 3 ) What are the existing telegraphs, telephone, power line carrier or other 

forms of public communication facilities in the area concerned? 

( 4 ) If land line facilities are present, then state the administration responsible 

for their working and/ or maintenace. 

( 5 ) What is the nature or type of messages that are intended to form the 

traffic of the desired facility? 

(i) routine official messages ;

(ii) routine operational messages,

(iii) emergency operational messages,

(iv) any other messages

( 6 ) Is it desired to have the facility as nerely a stand by for existing public 

telecommunication facility? 

( 7 ) Why the existing communication facility is considered inadequate? ( Give 

義語



concrete examples justifying your request for a wireless facility. 

( 8 ) What is the nature of the terrain in the area concerned? If hilly, contour 

map may be furnished showing the location of stations. (Applicable for 

VHF /UHF stations, with R.F. power of more than 2 watts). 

( 9 )  A location map with topographical features of scale at least 1" -4 miles, 

showing the location of proposed static stations and the area of operations 

of mobile stations, if any, be furnished. The existing telegraph, telephone, 

po,wer line carrier or other forms of communications may also be shown. 

(10) Does the area of operation belong to the applicant or does any part

belong to other bodies (Give their names and addresses).

(11) What is the total number of static stations?

(12) What is the total number of mobile stations?

(13) Indicate by a schematic sketch the proposed contact (s) with the

deployment of frequency (ies)

(14) What are the types of dimensions including height above ground of the

proposed aerials in static and mobile stations ? If the height of aerial is

more than 10 meters above ground level, show the locations of the aerials

on the map to be furnished vide item (9). If the station is situated

within half a mile of the boundary of any aerodrome, the height of the

aerial above the ground level shall not exceed 50 ft. or as per the rules

of directives issued by the Civil Aviation Department from time.

(15) Has any test or demonstration been carried out by any commercial firm

or other administrations to show that the desired wireless communication

is feasible. If so, with what results? Give full details of the equipment,

aerials etc・.. used for the demonstration giving the particulars of the

demonstration licence under which the demonstration was carried out. If

not, is it intended by the party to arrange for it in the near future ? It

is strongly recommended that an actual test is arranged to check the

workability of the proposed communications.

(16) Are any tall structures like tower etc. available for locating the aerials : ?

＠ 



Give details. Do these come under your jurisdiction ? If not, is it 

possible to have some working arrangements for setting up aerials on these. 

these. 

(17) Distance between the stations forming the wireless networks (in kilo

meters).

(18) Any additional remark.

＠ 



ANNEXURE N 

I/We 

(a) The operation and maintenance will be carried out by competent staff

whose minimum qualification (technical and operation) may be prescribed

by the Ministry of Communications.

* (b) Pay to Central Government, during the continuance of the licence, such

annual royalty /licence fee and in such manner as may be specified by the 

Central Government in writing. 

(The total amount of royalty payable will be decided after an examination 

of the communication system desired to be established.) 

(c) If and whenever an emergency shall have arisen, it shall be lawful for the

Central Govt. to cause the stations or any parts there of the, taken

possession of and to be used for the service of the Government as stipu·

lated in para 11 of licensing condition (Licence Book).

(d) The licence to operate may be revoked if Central Govt. so decides in

view of adequate public telephone/telegraph facilities becoming available

to meet the applicant’s requirements.

(e) The Wireless equipment to be used for the communication system desired

to be licensed will be approved by the Ministry of Communications （現Tire”

less Planning & Coordination Wing) Wireless equipment which is not so

approved may not be licensed. Any purchase of wireless equipment with

out the approval of this Ministry will be at the risk of the applicant.

(f) The frequency or frequencies assigned would be provisional. If the li・

censing authority requires, the licence will have to effect.

(i) a change in the assigned frequency or frequencies which may or may

not need different equipment, or

(ii) a change in equipment to meet with improved technical standards

that may be adopted from time to time or for other reasons. Such

change over will be made by the licence as soon as possible and in

any case れrithin a stipulated date where such a date may be stipu·



lated by the licensing authority. 

(g) The inability to establish or use a communication link licensed by the

問inistry of Communications would be no ground for claiming refund of

licence fees and royalty already paid.

* To be paid on demand only

Signature of Applicant 

Dated: 

Place: 

電襲



Government of India 

Ministry of Communications 

(Wireless Planning & Co-ordination Wing) 

Application for A LICENCE TO IMPORT WIRELESS TRANSMIT

TING AND/OR TRANSRECEIVING APPARATUS INTO INDIA. 

1 . Name of applicant (In Block Capitals) 

2 . Permanent Address in India. 

3 . Port at which it is desired to import apparatus. 

4 . Probable date of Importation. 

5 . Reference of C.C.I. (Ministry of Commerce) Impert Licence. 

6 . (a) Reference of Ministry of Communications Import Licence (last year’s

and/or current). 

(b) Whether first licence wanted now or annexure.

7 . Purpose for which required. 

＠ 



＠ 

8. Description of stores desired for import :
(Vide also instructions on next page)

Item Manufac- Whether Trans- Model 
No. turer’s mitter, Trans- or. Type 

name No. receiver or 
Components 
there of. 

1 2 3 4 

* Technical Literature is to be enclosed. 

Place Date 

Quan” 

tity 

5 

Tuned spot fre- In case of (1) D.G.S. &
quency (ies) in components. D. reference
case of main if any.
equipment under Main Eqpt. for which (2) Indentors/
import and stores are meant. Actual
frequency Manufac- Type users name,
tolerance. turers’ name No. Order No.

of transmit- and date.

ter or trans-
receiver. 

6 7 9 

Signature of Applicant. 



N.B. 

1 . This form should be forwarded, when completed, to the Wireless Adviser 

to the Govt. of India, Ministry of Communications (Wireless Planning & 

Coordination Wing), Sardar Patel Bhavan, Sardar Square, Parliament Streetヲ

トJew Delhi. すhe Licence fee of Rs. 10／”should be paid on demand. The fee 

should be deposited in either Reserve Bank of India or any Govt. Treasury 

which transacts business on behalf of Central Government, under the ac” 

count head 、144桶Other Transport & Communications Servic出”設eceipts of 

Wireless Planning SょCoordination Organisation‘Licence fee/Royalty／忍xam・

Fee'' Adjustable by A.G.C.羽T.8ょM, New Delhi. The fee can also be paid by 

crossed postal order drawn in favour of ホUNDER S 

STRY OF CO開MUNICATIONS, NEW DELHγ and payable 託 、NEW

post office. 

2 . An Import Licence is not required for the importation of wireless rece1vmg 

apparatus into India, which may be imported on the presentation to the 

Customs Authorities at the time of importation of a special application form 

duly completed. The special application form are obtainable from出e Cust 

Customs Authorities. 

3 . Applications for annexures are also to be made in the same form g1vmg 

same details as item 7 prepage. 

4 . For the first application in the calendar year, a statement about last years 

actual import vis-a-vis the import licence issued by the Ministry is also to 

be furnished. 

5. For the stores desired for import (whether first application for licence or

subsequent annexures), * list must be supplied in triplicate only one copy of

which must be duly signed by the applicant.

6. No separate duty concession certificate is necessary for stores covered by

an import licence or its annexure.

7 . The triplicate list as per columns at item 7 overleaf may be separately 

furnished if inconvenient to type in the main application proforma. 

• This signed copy of the list must have all the ten columns as per proforma at item 7 overleaf duly filled in. The 

remaining two copies (which are intended for usage as enclosures to the proposed import licence/ annexure) need 
have only first five columns i.e. upto ホQuantity'' which please note. 

@) 
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遠征隊に後援 ・ 援助をいただいだ方々

今遠征には以下の方々の暖かいご後援＼ ご援助をいだだきましだ。 ここに芳名を記

して＼ 隊員＼ 実行委員のjりからのお礼にかえさせていだだきます。

（戸イウ工オJII員敵称略〉

戸イガースポーツ

浅倉利雄

朝日新聞社（デリ ー夏胃〉

井口邦利

上野屋

大宮日茄病関

；中 充人

在印日本大使舘

信濃新聞社

信州大学内田研究室

信州大学上田山岳部0・B会奇志

信州大学工業化学科卒業生育芯

信州大学大安研究室

信州大学松本・伊那山岳部0・B尚志

信州ハム附

鈴木秀一

長野ジエコー（欄

長野日赤病院

日本染色株）

日本通運（携）

日本フェルト（楠

ブレシアントハウス

フランスナンダ ・ アヴィ隊

法政大学写真部育芯

ほていや（掬

松下電器産業株）

B·M·チャフラバティ



写翼説明

1 . ナンダ ・ グンティ東峰（6,100 m) 

B·Cより毘だ限りでは＼ 本経より立派であつだ。 琵稜ル ートは＼ 右手の稜線より0

2. トリスル西壁（7,120m)
すでに叩叡登を数えるトリスルも＼

3. ナンダ ・ デつ、ィ（7,816 m)

刀ルウールの盟主＼

4. ナンダ ・ グンティ南臨

5. ナンダ ・ ゲンテイ主峰

してい疋開1変である。

6. トリスルII～ II[残照
トリスル II～ IIIの稜線は8 ・

ブ ． リシケシlこて

開の子保

8. ナンダ ・ ブレヤーグiこて

9. ジャングルlこ入る

10. ナンダギニィ河渡渉

11. B ・ C到着のポーター達

也. B · C 
ナンタ －

13. ドウナギリ（7,066 m)

14. 望号岩蜂群
C Iのコjレ、 上部より索磁lcl

：

、＼

15. トリスル酉壁下部

我々のB·

＼。

1.0CJmの累々と

16. トラパース
ガ＼ 夕方と＼

17. C II
背後のトリスjレ／J大きい

18. C IIよりドウナギリ

刊 ． ベタルトリ ・ ヒマーjレ北壁

500m 1患だ。

.OOOmlこおよぶ美しい未畳の氷壁て
や

守られている。

1る。

しまってからの行動であつだ。



20. トリスルII - Ill
B·Cの背後｜こいつも美しく痛いていだ。 Ill蜂より主峰への縦走も面自そうだ。

21. ナンダ・グンティ東鋒

22. 頂稜直下

23. 頂稜よりパノラマ

24. 東経よりパノラマ

25. ナンダ・ゲンティ

石手ガ東蜂

26. ニルカンタ

パドリナー ドより

27. 隊長 杉本恭ニ 市Ill隊員 古塚隊員

28. S ・ P·シ力jレワ一 戸ツシー ・サー マンパ・ドウール ナイニ ・ ウール ナイニ ・ ワール
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信州大学ガjレワール ・ ヒマラヤ遠征隊叩75
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株式会社 ホッ力イ
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