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岩手山・鉄人浜本・追悼登山
２０１０ ７．１６－１９

浜ちゃん、七回忌に呼んでくれたおかげで、緑あふれる岩手山を堪能させてもらった。

岩手山がこんなにも堂々として、しかも山頂近くに香港の昴平を思わせるたおやかな草原

を広げているとは思いがけな

かった。霧にかすみ、風にゆれ

る頂上稜線のコマクサの群落

の見事さには思わずひざまづ

いてしまったほどだ。

馬返しの水飲場、八合小屋の

水桶に滾々とあふれる水は、七

年の間につもりつもった時間

が一気に噴出しているかと見

えた。ゴクゴクゴクゴク、腹い

っぱい飲んだ。やたらにうまか

った。

岩手山 いただきにして

ましろなる

そらに火花の涌き散れるかも

（宮沢賢治）

馬返しの上の広場に宮澤賢治の歌碑がある。浜ちゃんの人生の花火を思わせるような歌

の前で山崎導師の下、七回忌をとり行った。そのあと、同じ広場にある立派な迎賓館（避

難小屋）で会食をした。

浜ちゃん、東北の真髄に引き合わせてくれて有難う。
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浜本平（馬返し）
浜ちゃんは 2003 年７月 21 日、馬返

しに下山して便所の横で倒れ、自分で

呼んだ救急車に発見された。51 歳だっ

た。メイルを読んで、石だらけの吹き

さらしの小屋の横と想像していた。

しかし 2010 年 7月 17 日のあたりの

様子は全く違った。下の登山口のすぐ

上に便所がある。そこから土道の広い

登山道を数分登ると、またまた登山口

で、そこにも便所がある。どちらも赤い屋根の立派な施設だ。上の便所のそばには石を積

み合わせた水飲み場があり、中央でわき上がる水が、四方の注ぎ口から滝となって勢いよ

く流れ落ちている。山を下って来た汗だくの登山客が子供のようにはしゃぎながら水を浴

び、飲んでいる。浜ちゃんは少なくとも登りの折にはこの水を飲んだだろう。

2 つの登山口の間には幅 100ｍ、長さ 400m ほ

どにわたってゆるやかな芝生の斜面が広がって

いる。トウヒやシラビソがまばらにそびえ、涼し

げな木陰となり、あちこちにしつらえられた小さ

な平地がテント場だ。斜面の下には三角屋根の炊

事場兼洗面場、斜面の上には赤い三角屋根の避難

小屋もある。

一帯は吹きさらしの場所などではなく、日本

の山では見たこともないほどに理想的なキャン

プ場なのだ。炊事場には「幕営する場合は役場

に連絡して下さい」と書いてある。しかし、実

際は「自由にお使い下さい」という雰囲気だ。

正確な場所は分からないが、浜ちゃんはとも

かくもそんな、東北の、実におおらかな広場か

ら天国へと旅立った。それを納得した。

浜本平の上の奥、原始林との境に宮沢賢治の歌碑がある。ぼくらはそこを勝手に浜ちゃ

ん終焉の地と定め、七回忌をとり行った。
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迎賓館（避難小屋）
岩手山の馬返（浜本平）は東京から 600KM、16 日の 10 時に出て、途中あちこちよりな

がら、あるいは仮眠をしながら、17 日の午後 4 時過ぎにようやく到着。盛岡の駅からバス

があるわけでもなく（タクシー片道 5000 円）、そう簡単に行ける場所ではない。

登山者は日帰りが多いせいか、駐車場

は一杯なのにキャンプ場はがらがらだ。

斜面の真ん中の広々としたところにテ

ントを張った。 浜本平の斜面の上には

赤い三角屋根のログハウスがある。一体

何だろうと気になってまずは遠くから

様子を伺う。こげ茶色に塗った丸太の壁、

白い枠のガラス窓、斜面を見下ろすテラ

ス、その上の赤い屋根。まるで絵に描い

たような山荘だ。一体誰がどう使うの

か？ 芝生から 4 段、階段を上がったところの白い玄関ドアはいかにも魅惑的に少し開いて

いる。まるで北キツネにでもなったように周りの芝生を

うろつきながら様子を伺う。

薄暗くなり、下山者も減った頃思い切って階段を登っ

てみる。ドアの隙間から覗き込むと中はがらんどうで誰

もいない。スルリと

中に入り込む。むっ

としてかび臭い。乾

いた蝶の羽が数枚落ちている。長椅子が 5 脚ほど置いて

あるだけでほかに何も無い。

テラスへ出るドアをギイと開けると涼しい風が流れ

込む。芝地がゆるやかに下って広がり、トウヒやシラビ

ソの枝の上に遠くの山波が薄青く見える。ここに安楽椅子を置いてビールでも飲めばこれ

はもう避難小屋などではない。正に浜本平の迎賓館だ。

その夜は盛岡のジャスコで仕込んだ肉で BBQ、浜ちゃ

んへ寄せ書き、そして暗くなった芝の斜面で酒盛り。明日

は登山だというのに宴会は際限無く続いた。それでも 9 時

頃にはさすがにテントに潜りこみ、皆あっという間に寝入

ってしまった。
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夜中、ソの音程でヒューと鳴く鳥（？）の

声が延々と続いた。明け方には様々な鳥の正

にシンフォニーとなった。これだけの鳥の声

を一時に聞いたことは無い。高度 630ｍさす

がに少し冷えた。

18 日はいらないものは車に乗せて岩手山へ

向かった。5 時 45 分に出て 13 時 45 分に戻っ

た。宮澤賢治の歌碑の前での法要のあと、ま

ずは汗を流そうということで、そのあとどこに泊まるかは決めないままに近くの温泉（ぬ

くもりの里 NUC）に向かった。

気持ちよく汗を流してロビーのソファーに座ってビールを飲んだ。さて、今夜はどこに

行こうか？ 乳頭温泉と言うアイデアもある。しかし、これから 2 時間強、途中買い物な

どすれば到着は早くて 5 時半。それから料理？

誰もがどうも気が進まない。「どこかいいキャンプ場無いかな？」。誰ともなく言う。「馬

返し以外思いつかないよな」。誰ともなく答える。「近いし、いいよな」。皆がそう思う。「ひ

ょっとして小屋に泊まれるかもしれない。泊まれなければまたテントもいいな」。北キツネ

が言う。

6 人の総意はゆっくりと形をとり始め、目的地はどん

どん馬返しへ回帰する。何かが、浜ちゃんがぼくらをぐ

いぐい引っ張る。「じゃあ今夜は刺身で宴会だ！」。具体

的なメニューがとどめの一発で、誰もがほっとした。

まるで既定の予定だったかのようにぼくらは麓のス

ーパー・ビッグハウスに寄りイカとかつおの刺身、それ

にでかいスイカを求め、浜本平にとって返した。

浜本平には未だに下山者がいたが、下の登山口の横の車道の車止めを勝手に外して上の

登山口まで車を入れ、小屋を偵察する。人気はない。そこに入っても誰も文句を言わない

と判断、自分の別荘へ行くかのようにそれぞれ荷物をぶら下げ、堂々と小屋に入った。備

え付けの箒で掃除し、窓を開け、風を通し、蚊取り線香をつけた。

その夜は誰もいないはずの小屋の窓に久しぶりに明かりが溢れ、にぎやかな酒盛りの声

が遅くまで響いた。天の浜ちゃんはずうずうしい連中だと呆れ、そして笑ったことだろう。

夜の間に誰もがブヨか、ダニの手ひどい攻撃を受けたが、避難小屋はその夜、正に浜本平

の迎賓館に変身した。
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新旧登山道

コニーデ型の岩手山の頂上への道はただひたすら登るばかりで、あまり面白くはない。

しかし、この単純な道にどういうわけか新、旧 2 つの道があり、それが入り混じって、時

になかなか面白い演出をしてくれる。

18 日、上の登山口から森の中を辿る。ずいぶん登って突然１合目が現れた。車で登って

来たのだから 5 合目くらいから始まるのかと思っていたが登山口が 0 合目だったらしい。

いささかがっくり。１合目を過ぎると上へ登る新道と、そのまま水平に行く旧道に分れる。

迷わず新道に向かい、ほどなく 2 合目。その先の 2.5 合目で再び新道、旧道が交錯する。ち

ょっと迷うが左の旧道の方が明るく開けているのでそちらへ向かう。

この 2.5 合から 6 合までがこの山の登りの核心部といえる。旧道は大崩のすぐ脇の岩場を

登ってゆく。見晴らしは良いがずるずると滑りやすく大変不安定だ。他方新道は旧道と並

行ではあるものの、薮のトンネルをくぐってジグザグに登り、全く視界が利かない。安全

だが面白くない。どちらをとるか？出来れば事前に決めておくべきだがぼくらにそんな知

識は無かった。原則は登りは旧道、下りは新道だろう。

2合目を越えてぼくら 6 人の列はいつの間にか長

く伸びていた。おかげで 前方部隊が 2.5 合で旧道

に向かったのに、最後尾 の山ちゃんは当初の予定

通り新道に入ってしまっ た。前方メンバーが岩場

のすぐ下の 3 合目で休憩 をしても山ちゃんは一向

に現れない。10 分たち 20 分たつ。電話は通じない。

ちょっと下ってみるが姿 は見えない。梅雨明けの

太陽がじりじりと焼け付 くように照り始める。山

ちゃん不明！

急きょ 3 合目で 2 隊に 分け、捜索隊はトラバー

ス道を新道に向かう。新 旧両方を登って 7 合目で

合流する算段だ。旧道隊 は危なっかしい岩場をい

ささか憂鬱な思いで登る ことになる。山ちゃんず

ーっと運転していたので 疲れたのかな？なんてこ

とが頭を過ぎる。ゆっく り景色を楽しむという気

にはちょっとなれない。

何度か電話連絡を繰り返すがうまくつながらない。すると突然山ちゃんが電話に出た。

既に新道の 4合の上にいるという。何のことはない、2.5合でそのまま新道に向かったのだ。
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ほっとした。そのあとを登っている捜索隊に電話する。「発見！」。

気をとり直してがらがらの岩場を登る。大変な数の登山者だ。こんなに不便なのに人気

は高い。そして嬉しいこ とに中高年ばかりでなく

若い人も多い。レギンス の上に巻きスカートを巻

いた山ガールなるファッ ションレディーもちらほ

ら目に付く。浜ちゃん、 山は大分変わったよ。

5 合目に近づくと上の ほうから山ちゃんが「おー

い」と声をかけてくる。 新道からトラバース道を

通って旧道に出てきたら しい。全く元気そうで問題

無い。となるとあとを追いかけていた捜索隊はターゲットを失ったまま進むことになる。

こうして単純なはずの登りは十分に複雑になった。

折からの強い太陽と気疲れで外輪山の一角の７合に

たどり着くと思わずへたり込んだ。そこで新旧道は合

流するが、新道は旧道に比べてはるかに歩きやすく、

捜索隊は既に 8 合へ先行していた。

そこから世界はがらりと変わり、外輪山と中央火口

の間の頂上草原が始まる。歩くだけでセロリのような

野草の香りが鼻を突く。その草原の向こうに８合目の

小屋の三角屋根が見える。麓から３時間半ほど。ちょ

っと予定外の待ち時間があったが計画通

りに小屋に着き捜索隊に迎えられる。

小屋の前には木枠の水場があり、そこ

に恐ろしく冷たい水がこんこんと流れ込

んでいる。思わず手を入れ、水を飲み、

頭にかぶる。正に天の川。1800ｍ地点で

これだけ豊かな水に出会えるとは思って

もいなかった。加えて立派な小屋とトイ

レ。麓のキャンプ場といい 8 合目と言い、

実に豊かだ。冷たい水をゴクゴクと飲み

ようやく人心地がついた。
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頂上草原

東北の山の特徴

なのか、ある程度の

高度になるとみご

とな草原が広がる。

あちこちに池塘が

散在し、小さな雪田

も見られる。ぼくら

はただちに香港の

昴平を思い出す。天の川（8 合目水場）で禊をしてその新たな世界に入ってゆく。

右手に広がる草原の彼方に中央火口の斜面が伸び上がっている。上の方は霧に巻かれて見

えない。夏の高山というのはいつもこんなものだった。山に登れば涼しくなる、それどこ

ろか寒くさえなってくる不思議。

左手の草原の上には避難小屋の三角屋根の上端が見える。その右にはまるで剣岳のような

形をした黒っぽい巨岩がでんと構えている。そしてその向こうには外輪山が壁のように連

なっている。

避難小屋まで行

って見る。途中、

草原の中を行く道

が右手に分かれる。

お花畑 2.9km と書

いた指導表が有る。

それだけの距離に

渡って花道が続く

のか？ 改めて歩

く価値がありそう

だ。避難小屋は石

でがっちり固めら

れた、豪雪の冬にも十分耐えられる頑丈なつくりで、次回はここを拠点に動きたい気がす

る。

道を戻り山頂へ向かう。火山の軽石で覆われた道はざらざらと滑りやすく、登るにつれ傾

斜を増す。草原はいつの間にか姿を消し、軽石のざら場が広がる。道端には延々とロープ

が張ってある。後ろを登っている女性たちが「あら、イワブクロだ」と騒ぎ出す。足元の
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岩かげにうす青いリンドウのような、背丈の低い花が満開だ。

さらに登るとざら場の只中で、微妙な

曲線のピンク色がくねくねと踊ってい

る。呆れるほど大量のコマクサの群落で、

それ以外の植物はほとんど無い。純粋を

守るために敢えてかくも厳しい環境の

只中に身を置くのか。それにしては何と

派手やかな色彩と形だろう。よく見よう

とひざまづく。７月の上旬が最盛期との

ことで枯れた花もある。茎に丸い水滴が

いくつもついている。茎に生えた繊毛が、

山肌をなぞって流れる霧から湿気を拾い上げ、貯めているのだ。流れる霧にまぎれてピン

ク色が明滅する。世の中には何故こんなに素敵なものが存在するのだろう？
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登頂そして下山

しかしそうして座り込んでいるわけにもゆかない。先行したメンバーを追って砂地を登り、

火口壁の上に出る。そこから火口をぐるりと一周するお鉢めぐりの道が始まる。前後左右

すっかり霧に覆われ何も見えない。コマクサの群落も数が減り、小さくなった。面白いこ

とにコマクサは左手の黒い砂礫帯には無いのに、右手の白い砂礫帯には群生している。好

みの岩と言うものがあるらしい。

代わりに道沿いに石仏が姿を

現した。高さ 50cm ばかり、10m

ほどの間隔で並んでいる。白い

霧をバックにいくつもの石仏

が並んでいる姿は遠くから見

るとまるでイースター島のモ

アイ像のようだ。

冷たい風が吹く。体は冷えて

いるのだが、先刻 6 合の岩場で

太陽に焼かれて体がほてった

と言う記憶が残っていて、その

記憶が気持良いと喜ぶ。霧のす

ぐ向こうには沢山の登山者がいるはずだがその気配は無い。場所も時間も超越して、たっ

た一人、満ち足りた思いで宙に浮いている。山稜こそはこうした思いを与えてくれる稀有

の場所だ。だからこそそこに石仏が並ぶ。

ゆっくり歩き続ける

と人が増え、10 時 30

分、登山口から 4 時間

45 分で 2038m の頂上

にたどり着いた。あち

こちで喜びの歓声が上

がる。浜ちゃんはここ

まで来たのだろうか？ それは分からない。しかし、来たとすれば味わったであろう思い

はつくづく感じさせてもらった。登頂の思いを重ねること、それが追悼登山の目的だ。
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霧の中をさらに周回して途中から火口に入り、

昭和 4 年と銘の入った巨大な石柱が立つ神社の

残骸のあとを通った。昭和と言う近代が中世の

信仰を支えると言う、異形の組み合わせの景観

だった。そこから再び火口壁の上に登ると先刻

下から登ってきて周回を始めた地点だった。

頂上草原に下ると 30 人からの大パーティー

が登ってきた。今朝方やってきた夜行バスツア

ーの連中だ。胸に着けた旅行会社のワッペンで

それと分かる。この登山が次の登山へとつながり、仲間との絆が深まり、長い友情へと発

展してゆくのだろうか？浜ちゃん登山の姿も大分変わったようだ。

8 合目からの新道はスピードを出すには格好の土交じりの道で、猿のように走りながら下

った。マラソン好きの鉄人浜ちゃんもそこを走ったに違いない。あるいは走りたかったけ

れど、途中で胸が痛くなり、そうは行かなかったのか？ その思いも込めて皆を残して走

りに走った。1 時間で登山口に着いた。しかし最後は太ももが体重を支えきれず幾度かぐに

ゃりと膝が崩れた。浜ちゃんこちらはもう還暦を過ぎてしまったよ。
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麓にて
東京から岩手山への道は 600km とはるばる遠い。

途中様々な誘惑もありまっすぐ行くのはいささか勿

体無い。とは言え何があるのか知らない限り理想の

ぶらり旅は出来ない。その点、ぼくらには山ちゃん

と言う天与の風流人がいる。その博識にすっかり感

心しながら全てを任せた。走行距離 22 万キロを超え

る家出カーは 6 人の大男と荷物を積んでぎしぎしと

音を立てながら必死に走ってくれた。

まずは夜中の 3 時に塩釜港の仲卸市場の駐車場に到着

した。そこにたどり着くまでにどこかに公園が無いかと

散々探したが入口は全て鎖で封鎖され入場は諦めざるを

得なかった。いささか迷って着いた海べりの市場では早く

も仕事が始まっていた。

関係者にどやされるかとびくびくしながら駐車場の片

隅に、山ちゃんの家出カーを衝立にして、その影に隠れる

ように幕営した。しかし、広い上に、駐車する車は少なく、関心を示す人はいなかった。

ほんの 2～3 時間寝たあと、市場で新鮮なマグロの刺身、いくら、ウニを買い求め、それ

をごはんの上に豪勢にのせて食べた。市場の隅の 6 人掛けの小さな食堂で「重ね丼」と称

し、刻み海苔をかけたごはんと味噌汁だけを 300 円で出してくれるのだ。備え付けのわさ

びは特大のポリチューブに入っていた。

当初はその日の内に岩手山に登

るアイデアもあった。しかし、山

ちゃんに昼飯は盛岡名物の冷麺は

どうだ？と言われるとそのアイデ

アはがらりと崩れた。逆算してそ

れまでの時間をつぶしつつ、かつ

有意義な遊覧と言うことで、奈良

の大仏を飾る砂金が出たと言う小

さな谷を眺め、次いで中尊寺に向

かった。草深い東北と都の古くか

らのつながりを改めて知った。
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そして昼はいよいよ岩手冷麺。何軒か店はあるのだがあく

まで元祖店にこだわり、盛岡駅近くの繁華街の中の店に向か

った。さすがに 10 人ばかりの客が並んで待っている。しかし

20 分ほどして入った店内には、わざとなのか、空いたテーブ

ルも有り、思いがけずゆったりした雰囲気だった。冷麺は食

べてみれば正に韓国冷麺そのもので、誰かが韓国から持ち帰り、やや日本風にして盛岡名

物に仕立て上げたものらしい。キムチ味でありながらさっぱりした後味だった。こうして

東北の様々な名所を堪能していよいよジャスコで買出しをし、岩手山へ向かった。時に 3

時を過ぎていた。

それから 2 日。山を登り、法 要をし、思いもかけず２晩も麓

に泊まって東京へ帰る朝、岩手 山が広大な牧草地の向こうに

堂々たる全貌を現した。それま では雲が頂上を覆い全貌は見ら

れなかった。

車がそのまま坂を下りかけ るのをあわててストップし、ユ

ーターンした。全員車を降りて山に対面した。一旦登った山は突然様々な表情を見せて身

近なものになる。あの大崩のすぐ脇を登った。頂上のお鉢めぐりは神秘的だった。登らな

い限りは見えないはずのものが今はよく見える。そうして初めて山は自分のものになる。

浜ちゃんが完成できなかったことをぼくらが代わりに完成したことになるのか。

浜ちゃんまた来るぞ！そこから東京まで実に 9 時間の長いドライブだった。 了
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