北壁のヘッドウォールを登る
マルティネスと筆者。

file.75

南米大陸最南端、フエゴ島のモンテ・サルミエントは 世紀の航海者によって発見された。
マゼラン海峡の海辺から２０００㍍も屹立する氷の山は白いスフィンクスの異名で呼ばれ、
１９７６年の初登頂後 年間にわたって再登を許さなかった。
訳・構成◉池田常道
写真◉ＣＯＲＤＡＲＷＩＮ
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フエゴ島サルミエント
年ぶりの第２登
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地の果ての島
ダーウィン山脈にある︒その名は︑

峰はアンデス山脈の最南端にあたる
然界に対する人間の常識をくつがえ

軍の水路調査隊に同行した彼は︑自

ズ・ダーウィンに由来する︒英国海

スのなかで唯一東西方向に走る１４

ダーウィン山脈は︑長大なアンデ

す︑さまざまな発見を行なった︒

もちろん有名な博物学者チャール

０㌔の山脈で︑南米プレートではな

広大な南米大陸はその最南端に至
って無数の島々と海峡︑フィヨルド

その大部分は海からでないと近づけ

くスコシアプレートに乗っている︒

ない︒いまは定住する人もなく︑最

住に適さない僻地のひとつで︑まだ
十分さぐられていない山も多い︒有

も近い町といったら︑東へ ㌔離れ

に分解される︒ここは地球上最も居

名な探検家エリック・シプトンはこ

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■

ア地方の一角を占めるここは独特の

北 へ １ ４ ０ ㌔ の プ ン タ・ ア レ ナ ス

たウシュワイア︵アルゼンチン︶か

この緯度では西からの風が卓越す

︵チリ︶しかない︒

ら船乗りを畏怖させてきた海︑
﹁荒

るが︑南半球ではそれを遮る陸地が

ゴニア南部はそこに立ちはだかるた

ンテ・サルミエントだろう︒

マゼラン海峡に臨む２２０７㍍のモ

位置する︒しかし最も有名なのは︑

ーウィンⅠ峰︶で︑山脈の中心部に

５６８㍍のモンテ・シプトン︵旧ダ

とだ︒ダーウィン山脈の最高峰は２

りれば﹁運命の羨望の地﹂というこ

な雰囲気にある︒シプトンの言を借

は︑嵐によってもたらされる神秘的

成される︒フエヒアの魅力の大部分

︵ライムアイス︶の巨大な帽子が形

お わ れ︑頂 上 部 に は 特 徴 的 な 霜 氷

から直接吹く風によって厚い雲にお

フエヒアの山々は︑したがって海

風が大量の雨や雪をもたらす︒

ン州とアルゼンチンのティエラ・デ

含んだ強風が吹き付けてくる︒パタ

少ないため︑太平洋の湿気を十分に

れ狂う南緯 度線﹂の核心部にあた

困難と魅力を備えた土地で︑古くか

の地をフエヒアと呼んだ︒パタゴニ

50

だひとつの障害だから︑絶え間ない

BCから樹林帯を抜けてヴィットーレのコルを目ざす（8月20日）
。

ル・フエゴを含んでいる︒目立つ高

フエヒアそのものはチリのマゼラ

る︒

50

168

サルミエント北面の空撮画像。

世紀後半に蒸気船が登場し︑大

なかでも名を知られたフランシス・

１５８０年のこと︑私掠船船長の

峡の黄金時代は︑パナマ運河が開通

判はいっそう高まった︒マゼラン海

るようになると︑サルミエントの評

西洋と太平洋を結ぶ海峡を行き来す

サルミエント・デ・ガンボアがこの

ドレーク追撃戦のおりに︑ペドロ・

ル カ ン・ ネ バ ド︵ 雪 を か ぶ っ た 火

もなかったが︑幸運にめぐまれた船

を見ることができる機会はそう多く

雲におおわれたサルミエントの全容

山︶
﹂と呼んだ︒山頂部にたなびく

類ない美しさを讃える文章を遺して

いる︒都市の住人が︑２０００㍍以

上の旅行者たちは︑その雄大さと比

東西二つの頂を持つサルミエント

上もそびえる氷壁を海岸から数㌔の

る︒
については後年︑ロバート・フィッ

こだけなのだ︒フランスの小説家ジ

ところから望める場所は︑地球上こ

国海軍のビーグル号およびアドヴェ

その記述を取り入れている︒

発表したその作品﹃海底二万浬﹄に

やがて︑得体のしれない山に対す

氷のスフィンクス
この山が火山でないことも分かり︑

る怖れや不安がぬぐわれて好奇心に

１万年も前にこの地にやってきた原

メリカ大陸を通じて最も長いものの

サルミエントの登山史は︑南北ア

ようと興味を抱く者が現れてきた︒

とって代わると︑この山に登ってみ

住民︱︱ヤガン族やカウェスカル族

ひとつである︒合衆国やエクアドル
ヨーロッパからの植民がもたらした

れた直後にそれは始まった︒アラス

代︑マウント・レーニアが初登頂さ

るよりずっと前で︑デナリ︵マッキ

虐殺や病気には勝てず︑その世界を
に消えていった︒

カのセント・イライアスが試みられ

の気候を何世紀も生き抜いた彼らも︑ でいくつかの高峰が登られていた時

に帰するものだ︒しかし︑世界最悪

もちろんこうした命名の権利は︑

エントとした︒

発見者の名を冠してモンテ・サルミ

明︑秘密のヴェールを取り去った︒

検して︑南米大陸最南端の地理を解

ンチャー号に乗り組んでこの地を探

ュール・ヴェルヌも︑１８６０年に

フィリップ・パーカー・キングと共
に︑１８２６年から 年にかけて英

ツ・ロイが詳細に伝えている︒彼は

嵐の雲が火山の噴煙に見えたのであ

山を認め︑山容をスケッチして﹁ボ

する１９１４年まで続いた︒つねに

海賊の物語

19

支配していた山にまつわる伝説と共
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知られず︑フォラカーに至ってはま

ンリー︶が北米最高峰であることも
いた夢は１９５６年︑彼が 歳を迎

アゴスティーニ神父が若いころ抱
デ・トゥデラとフェルナンド・マル

１９７６年︑セサール・ペレス・

チェバリアとエルマン・ジョフレは

１９９９年︑チリのセルヒオ・エ

月近くにわたって試登を繰り返した

えた年に実現をみた︒彼の隊は２ヶ
落石に打たれて死亡︑サルミエント

ティネスのチリ隊が挑むが︑後者が

なかった︒

むが︑悪天候に阻まれて登頂は成ら

米国のジャック・ミラーと３人で挑

だ名前さえ付いていなかった︒
イタリアの地理学者ドメニコ・ロ
の歴史上唯一の死者となった︒

さを過小評価していたことを思い知
アゴスティーニの﹁氷のスフィンク

主峰である東峰を陥れたのである︒

ルはプンタ・アレナスからカヤック

ン・ヒューズとポール・デ・メンガ

０２年︑ 年︑ 年と執拗に挑み︑

ラルフ・ガンツホルンで︑彼は２０

一連の挑戦に手を染めた︒ドイツの

せられたクライマーが西峰に向けた

この年︑同じくサルミエントに魅

マッフェイが︑濃霧と強風をついて

末にカルロ・マウリとクレメンテ・

らされる結果に終わった︒
終わった︒

でアプローチしたが︑登頂は失敗に

世紀の末︑ボリビアでイリマニ

に登り︑アコンカグアの第２登を頂

年 後︑

最後にはロベルト・ヤスパーとイェ

ルン・ヘラーという実力派クライマ

主峰に初登頂してから

﹁レッコの蜘蛛﹂隊を率いたマッフ

このとき彼は最良のアプローチルー

標高１０００㍍の地点まで登った︒

禎一︑橋本正人の３人は２月８日︑

狙った︒登攀隊長の佐伯富男と遠藤

大学隊がサルミエント主峰の再登を

ー・トッドと挑んだ彼女だったが︑

フィリップ・スウェンソン︑ヘンリ

試みた︒クラドック・ジョーンズ︑

クーパーが女性として初めて主峰を

１９９３年には英国のスーザン・

行︑最後は 年レッコの蜘蛛隊がた

こから北壁に大胆なトラバースを敢

ィ隊とほぼ同高度で終わったが︑そ

現在その名を冠して呼ばれる氷河を

トを見つけたばかりでなく︑その報

ろで悪天候のため敗退した︒頂上こ

南東稜の１８００㍍まで迫ったとこ

父にして不屈の探検家アルベルト・

ッティもサルミエントの魅力の虜と

イタリアのジュゼッペ・アニョロ

おける重要な試登のひとつである︒

そ逸したものの︑ダーウィン山脈に

集めたチームが西峰に挑んだ︒英国

１９９５年には国際的なスターを

となった︒

目的を達することなく引き返す結果

ル・ロッシーニで︑これが失敗に終

ロペスとアルゼンチンのヴァルテ

なり︑１９６９年︑

年と︑

のスティーヴン・ヴェナブルズ︑オ

わったあと 年に︑チリのフリオ・

ナティボ・フランセン︑エドワルド・

やってきた︒ネルソン・バレッタ︑

ルミエントの山容に魅せられた神父
は１９１３年から 年にかけて登頂

年︑

デ・アゴスティーニが登場する︒サ

１９９９年にはブラジル人たちも

どったルートで頂上に立った︒

86
ーストラリアのティム・マッカート

コントレラスを加えて再挑戦︒登頂

モ・スル︵南の果て︶
﹂を制作した︒

取 っ た ド キ ュ メ ン ト﹁ エ ク ス ト レ
チャーリー・ポーターの面々で︑悪

チリ隊の挑戦は２００２年にも行

は成らなかったものの︑のちに賞を
は絶望的だった︒あと一歩で勝利を

天候と不慮の事故に災いされて計画

ックワイア︑ジョン・ロスケリー︑

いている︒
﹁新大陸で最も美しい山

逃したわけだが︑美しさと苦痛に満

のすべては実現できなかったものの︑ なわれた︒クリスチャン・ガルシア・

ニー＝スネイプ︑米国のジム・ウィ

であるセロ・トーレに比肩するもの﹂

ちた挑戦だった﹂と語るその報告の

まで迫ったのだが︑
﹁残る２ピッチ

だと︒この言葉に触発されて︑多く

タイトルは﹃白い地獄・サルミエン

未踏の南東壁にルートを採って第２

ディエゴ・ベルガラ︑ティト・ガナ︑

ウイドブロ︑フェリペ・ハワード︑

の登山家・探検家がこの山に登るこ

ト﹄という︒

登に成功した︒

とを考えはじめた︒

60

03
繰り返した︒頂上までわずかの地点

㍍低い未踏の西峰を狙って遠征を

72

サルミエントの評判は高まるばか

を試みた︒

71

りで︑サン・ルーは１９５２年に書

14

世紀を迎えると︑サレジア派神

の王であることを示してみせた︒

マスイブに初登頂を成し遂げた︒

北稜伝いの攻撃は 年アニョロッテ

彼らの足跡を追う遠征は１９６０

上直下で断念した英国のウィリア

05

ーを擁して西峰の第３登を果たした︒

30

ェイは西峰を目ざし︑ 年のクリス

それから 年…

ス﹂
︑神秘の頂はついに登られた︒

１ ９ ８ ４ 年︑ウ ェ ー ル ズ の ア ラ

ミエントを試みたが︑この山の難し

ヴィサトは１９８２年に初めてサル

73

年から 年にかけて︑日本の北海道

86

ム・マーティン・コンウェイは︑１

10

72

12

告によってサルミエントがフエゴ島

66

８９８年 月にサルミエントを訪れ︑ 年代なかばから始まった︒１９６５

57

19
20
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チ︑ビビ・イッソ︑タリ・サントイ

パブロ・グティエレス︑ニコ・ベッ
ラー︑クーン・ホフステード︑エド

ナール︑マルティン・フィックワイ
ウィン・クラークによるもので︑３
の悪さが頂上への道を閉ざした︒そ

バニェスのチームは︑再び不安定な

の２年後にはスイスのエアハルト・

つのキャンプを進めたものの︑視界

２００４年︑スペイン・アンダル
ロレタンとロモロ・ノタリスも追い

天候に妨げられた︒

ニオ・ペレス・ホルヘの試みが失敗

シアのイバン・ハラとホセ・アント
返されている︒

セ・カルロス・タマジョ︑イニャキ・
の多角的な調査を目的とする遠征隊

年が経過した昨年︑ダーウィン山脈

サルミエント東峰の初登頂から

ダーウィン山脈２０１３

に終わった翌 年︑同じ国から強力
なチームがやってきた︒人気のＴＶ
ドキュメンタリー﹁アル・フィロ・

サン・ビセンテ︑ミケル・サバルサ
半球の冬にあたる７︑８月で︑ゴン

がチリで編成された︒実施時期は南

デ・ロ・インポシブレ﹂撮影隊のホ

発揮するには至らなかった︒

サロ・カンポスとジーノ・カザッサ

だったが︑悪天候に祟られて本領を
２００８年には初めて冬季登頂が

が 名の一行を率いた︒目的は年輪

2014 MAR.

試みられた︒オランダのロナルド・

強風から逃れるために雪洞を掘った（8月22日）
。
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上・登攀中、喉の渇きをいやすマルティネス（8月24日）
。
下・ハイキャンプの夜、攻撃の準備をする（8月24日）
。

05

20

日から８月９日に一帯を踏査する

ウベール・キリラオの偵察隊は７月

ャン・ドノソ︑マリオ・セプルベダ︑

登山チームは二つあり︑クリスチ

でサルミエントに赴いた︒

である︒一行は帆船アルコ・イリス

ム撮影︑シーカヤック︑そして登山

よびＧＰＳの設置︑スチルとフィル

年代学調査と︑自動気象観測装置お

ベルクシュルントに取付く（8月24日）
。

と共に西峰を試登︒主峰を狙うチー

視界が悪いうえ︑最高 ㍍近くなる

と︑山岳気象の世界に投げ込まれた︒ ンプを守り︑ナタリアと筆者が北壁
を攻撃する︒

ム に 貴 重 な 情 報 を 提 供 し た︒カ ミ

日の午前３時 分︑理想的なコ

ざす︒シュルントの弱点は５㍍ほど

のハングした壁で︑ ㌢もの分厚い

をシャベルに持ち替えて塹壕を掘り︑

ーで越えようとした挙句︑アックス

霜氷におおわれていた︒しばしフリ
た︒風はなく︑一面の星空に周囲の
避を余儀なくされるほどだった︒

いる︒青白い月光を浴びて急ぎ︑夜

氷のカリフラワーにはさまれたガリ

西側の海岸にＢＣを設営した︒ 日

には晴天の窓が訪れるという予報に

日には︑標高１２００㍍のノース・

た︒ここでスキーを脱いで登山靴に

明け前にはベルクシュルントに着い

ここを越えると視界は劇的に開け︑

固い氷を求めながら斜上する︒

接して︑ 日間を見込んでいた作戦

報どおり好天は 日に訪れ︑翌日ま
でもってくれた︒イネスはハイキャ

はないが気を抜けない傾斜が続く︒

75

を急遽速攻に切り替えた︒
よく踏まれた森林帯の道を過ぎて

23

30

からスキーを履いて３００㍍上がる

履き替え︑４００㍍頭上の頂上を目

コルにハイキャンプを設営した︒予

山々が影絵となって浮かび上がって

ンディションの下に私たちは出発し

北壁の登攀（8月24日）
。

ーレのコルでは雪洞を掘って一時退

ロ・ラダ︑ナタリア・マルティネス︑ 強風にはしばしば斜面に腹ばいで耐

45

イネス・ドサイジャントは８月 日︑ えなければならなかった︒ヴィット

24

40

ーが続いていた︒ 度を超えること

22

23 19

80

21
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の空間に自分たちのいる場所を示し

線に現れて周囲を照らし出し︑無限
てくれた︒

たるので︑危険な賭けにはちがいな
かった︒しかし︑左にあるマッシュ

際限なく続くように思われた下降の

ルームに囲まれた円型劇場に突き当

スのリズムにアイススクリューのメ
ルームが壁から離れていて︑頂上斜

間︑ヘルメットに落ちてくる氷のか

ンには少々苦労させられる︒アック
ロディー︒まさしく夢の実現で︑忘
面への脱出路を提供してくれそうな

登攀ははかどる一方でプロテクショ

れがたい記憶を残す登攀になった︒

けらが格好の眠気覚ましとなった︒
を満たされてベルクシュルントの基

疲れてはいたものの︑幸福感に全身

ことは写真から判別できていた︒
る︒写真で見たのは空想かと疑いは

部に降り立ったのは︑二度目の太陽

一歩ごとに左を見ては出口を求め

６ピッチ目を行くころ︑短い冬の
影が急がなければと告げる︒この機
じめたころ︑ヘッドランプの光芒に

が昇るころだった︒

日は終わりかけ︑静かに伸びていく
会を逃せば︑こんな好条件は１ヶ月
シュルームにはさまれたそこは︑風

それが浮かび上がった︒巨大なマッ
が掘ったトンネルになっていた︒こ

過ぎ去って山はいつもの天候をとり

も強さを増してきた︒幸運な時間は

深くなってきた霧が立ち込め︑風

風が吹き出し︑あたりは暗くなって

待っても訪れないだろう︒ほどなく
世界は︑ヘッドランプの照らし出す
れを抜ければもはやこの先に難所は

終えてハイキャンプに帰り着いた︒

数㍍の範囲だけになった︒

ながらゆっくりとキャンプに向かっ

肉体は疲れきっていたが︑心はこの

午前 時︑ 時間にわたった登攀を

暗 闇 の な か だ が︑

た︒最初は白一色のなかの黒い点だ

もどしたのだ︒片方の目でスキーの

頂上が間近なことは

先端を︑もう一方でＧＰＳをにらみ

筆者らの登攀中、アルコ・イリス号はサルミエント西面をさぐった。

頂上は 1956 年に初登頂したイタリア隊以来 57
年ぶりの第 2 登で、同時に冬季初登頂にもあた
る。ルートは Suerte de Sarmiento（サルミエ
ントの幸運、400m）と命名。グレードは D+ だ
が、遠隔地にあることや天候のきびしさからくる
コミットの度合いを考慮に入れると、もう一段上
の MD を付けてもいいかも知れない。

ったのが求めていた場所に代わった︒ うえない達成感に満たされていた︒

きながら歩を進める︒

30

容 易 に 察 し ら れ た︒

ない︒腰までもぐる粉雪の深さに驚

10

◆日程
8 月19日◉カミロ・ラダ、
ナタリア・マルティネス、
イネス・ドサイジャントの 3 名で西岸のバルド
ネッキア浜に BC を設営。
8 月22日◉ノース・コル（1200m）にハイキャ
ンプを設営。
8 月24日◉午前 3 時 45 分、ラダとマルティネス
が北壁から攻撃。19 時間にわたる登攀の末午後
10 時 45 分頂上に立ち、さらに 10 時間かけて
往路を下降、25 日午前 10 時ハイキャンプに戻っ
た。
8 月29日◉すべての撤収を終えてフエゴ島を後
にする。

そこは同じくらいの

分︑ マ ウ リ

◆ DATA
フエゴ島モンテ・サルミエント東峰（2207m）
北壁初登攀、
2013 年 8 月 24 日～ 25 日、
カミロ・
ラダ（チリ）
、ナタリア・マルティネス（アルゼ
ンチン）
。

マッシュルーム二つ
か ら 成 っ て い た が︑
どうやら東側のほう
が 高 い よ う だ︒ 長 年
時

の夢が実ったのは午
後

年の歳月

レンジ色の月が地平

とのえているうちオ

下降する準備をと

が経過していた︒

してから

てこの頂に足跡を印

とマッフェイが初め

45
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えらんだガリーは︑氷のマッシュ

MAP

