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　日本山岳会福岡支部は本年創立 50 周年を迎える。1957

年 7 月 2 日、戸畑市（現在の北九州市戸畑区）の西日本倶

楽部で挙げられた発会式が福岡支部の原点である。支部の

名称は「北部九州支部」で、日本山岳会 12 番目の支部であっ

た。

　現在の福岡支部があるのはこの北部九州支部の創立にか

かわられた方々、それを引継ぎ種々の変遷のなか現在まで

支部組織を維持された多くの方々の御尽力、御努力の賜で

ある。それに対して先ず敬意を表すとともに厚く御礼申し

上げる。

　1957 年（昭和 32 年）頃といえば敗戦から 10 余年を経

てようやく戦後復旧がほぼ終わり、その後の日本社会全般

が大きく変わろうとしていた画期的時期である。登山界も

例にもれず全日本山岳連盟が結成されたのが 1955 年、そ

の翌年 1956 年 5 月には日本山岳会隊がマナスルの初登頂

を果たした。以後登山ブームが爆発的に起ることになる。

登山の「大衆化時代」の到来である。

　この時、福岡に日本山岳会の支部が発足したのは時機を

得たものであったように思われる。しかしその後の北部九

州支部（1961 年に福岡支部と改称）の活動は時々懇親登

山を行ったのみで特記すべきことはなかったようである。

特に 1975 年からの 10 数年間は支部のとしての動きはなく

消滅状態となってしまった。何故そのようになったのであ

ろうか。それは当時の支部会員の多くが日本山岳会員であ

ることを個人のステータスと考えただけで日本山岳会の冠

を頂いた組織は必ずしも必要としなかったことが最大の理

由ではないだろうか。

　ここで昔のことを案ずるのは単に懐古のためだけではな

い。日本山岳会に対する支部会員の意識は今もあまり変わ

らないようである。同様な事態が起る恐れは十分あると思

われるからである。その轍を踏まないためである。この辺

の事情に詳しい方がおられたら御教示いただきたいと願っ

ているところである。

　二世紀目に入った日本山岳会は大きく変わろうとしてい

る。昨年の本部総会において各支部の公益的事業を含めた

事業計画が承認された。「公益認定法人」化への準備であ

る。一昨年 12 月政府が公表した公益法人制度改革の概要

によれば現在の社団・財団法人を廃止し新たに「非営利法

人」を設け、その内で公益性があると認められた「公益認

定法人」のみが税制面で優遇されるということである。そ

の概要には公益認定法人が行う公益事業の具体例が 6項目

示されている。山岳会に関連するのは「国民の健康の保護」、
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「環境の保全」、「文化の発展」の 3 項目であろう。福岡支

部においても今までのように会員向けの事業を行っておけ

ばよいというわけにはいかなくなった。公共の利益となる

事業を何らかの恰好で実施しなければならなくなった。何

を行うかについては当然前記 3項目に適合する内容となろ

うが、その実施に当っては真に公益となるのかを慎重に吟

味、検討しなければならないと考えている。

　周知にように現在の日本山岳会が抱えている大きな問題

として会員の高令化と会員数減少がある。福岡支部におい

ても年々平均年令は上がっているし、会員も漸減している。

国全体の高令化、社会的風潮、若者の山ばなれからある程

度やむをえない面もあるが、おおげさに言えば福岡支部の

存亡にもかかわる問題である。何とかしてこの傾向に歯止

めかけたいものである。

　今年、50 周年記念行事として祝賀会・講演会、トレッ

キングが計画されている。祝賀会・講演会の期日は講演を

お願いする方の予定の関係で 9 月 29 日がすでに決定ずみ

である。トレッキングについては計画概要が決まりつつあ

るところである。記念登山はまだ構想の域を出ない情態に

ある。多分来年度に実施することになるだろう。各行事へ

多数の会員が参加されるようお願いする。

　以上、公益認定法人化、高令化、会員減少など福岡支部

が直面する問題を主として書き述べたが、与えられた紙幅

が尽きようとしている。公益事業にしても、高令化問題に

してもその実施、解決には会員のご支援ご協力が必須であ

る。切なるお願いをしながら筆を置くことにする。

　日本山岳会創立 100 周年は一昨年であった。そして本年

（2007 年）7 月 2 日には、日本山岳会福岡支部（以下日本

山岳会を略すこともある）が創立 50 周年を迎える。私は

支部創立の年に日本山岳会に入会したから、支部とともに

歩んだ50周年である。そこで、古い頃を振り返ってみよう。

　福岡支部は、当初「北部九州支部」名で、岡田喜一初代

支部長のもとに 1957 年（昭和 32）7 月 2 日、戸畑市（現

北九州市戸畑区 )中原西日本工業クラブで発足した。槙有

恒（341）名誉会員、安川寛（当時福岡県山岳連盟会長）

両氏出席のもとに、末松大助支部長代理での発会式であっ

た。それにおくれること 11 日の 7月 13 日、北田正三支部

長とした熊本支部が熊本県阿蘇郡宮地青山荘で発会式をあ

げた。

　両支部創設の動きは、その前年から設立準備をしていた。

山（189 号、1956 年 11 月号）によれば、本部理事会で「九

州支部設立の件」として、次のように報告されている。「橋

本三八氏、北田正三氏より申出があり、会員数から県別は

無理なので、南九州支部（熊本、鹿児島、宮崎）、北九州

支部（福岡、大分、佐賀）（設立当時長崎が加わる）の二

つの設立を進めている。それぞれ準備中で 11 月の終わり

には出来るとの報告が来ている」と。だから南九州支部と

してとして設立準備をしたのが、会員在住地の関係で熊本

支部になったようである。

　北部九州、熊本両支部の設立にあたり、九州在住の日本

山岳会員が努力したことはいうまでもない。その主要メム

バーを古い会員順に列記する。（　）内は会員番号である。

岡田喜一（935）、北田正三（981）、工藤元平（1047）、

山田光男（1176）、加藤数功（1375）、月原俊二（1436）、

三日月直之（1654）、橋本三八（1713）、末松大助（3118）

らの各氏である。

　これらの諸先輩の大部分は、戦後いち早く 1947 年（昭

22）、九州山岳連盟を再編した立役者である。同時に戦前

朋文堂から出版された「九州山岳第一輯、1936」「同第 2輯、

1938」の主要執筆者でもあり、九州での山岳関係をリード

してきた面々である。私はこれら全ての方を存じあげ、ご

指導いただいた。支部創立当時の会員も今は数えるほどで、

私には次のような深い親交関係があった。

　岡田氏は千島列島のパイオニアで知られるが、同じ頃長

崎大学に在職していたこともあり、「山岳」に追悼文を吉

沢一郎氏（930）と共同執筆した。阿蘇の主とまでいわれ

た北田氏は昭和 33 年 7 月 27 日、ホームグランドにしてい

た鷲ケ峰に散った。その日の昼頃、私は鷲ケ峰山頂で氏に

逢い挨拶を交わして第 2キレットから高岳に向かった。氏

は龍尾根に向かわれたが、その直後のアクシデントであ

る。翌 28 日左巻きルートで氏を発見し、連絡と遺体収容

にあたった。工藤氏は久住郵便局長のかたわら九重山に情

熱を注いだ方であり、昔日の九重山を知るため、自宅に泊

めていただいた。加藤氏には特に親しくしていただき、硫

黄山の社宅、県営ヒュッテ、大分の自宅などに泊めていた

だき、数回山行を共にした。また三日月氏の著書「窓の山

稜　2002」の図書紹介は「山」に載せた。月原、橋本、末

松の各氏には、海外遠征でご助言をいただいたり、山行を

共にしたりした。特に末松氏とは、氏が隊長をされた福岡

県山岳連盟のヒマラヤ遠征（ティリチ・ミール　7706 ｍ）

に私も参加した関係があった。

　さて、規約のもとに発足した北九州支部であったが、そ

の活動は希に集まる程度であった。それも支部役員が福岡

県山岳連盟の役員を兼ねていたことや、4 県にまたがった

支部会員であるが交通の便が今ほどに良くなかったからで

あろう。

　そのため 4 年後の 1961 年（昭和 36）に、北部九州支部

は福岡支部に改名した。組織は、それまでの岡田支部長を

顧問に、第 2 代支部長末松大助氏、副支部長高尾徳繁氏

（4542）に改組した。しかし、それ以後も支部としての目

立った活動はあまり無かったといってよい。1 年 1 回の総

会や、これという山行も無かった。中央から有名な方が九

州に見えられたような機会に懇親会が催されることもあっ

たが、これも極めて希なことであった（年表参照）。これ

は先の理由にあわせて、事務局（長）の制度がはっきりし

ていなかったからであろう。

　このような状態が 20 数年間も続いたことになる。その

ため本部から「重傷支部」との指摘を受け、1985 年頃か

ら支部再建（再編）の動きが生まれてくる。この時の主要

メムバーの会員番号は 9000 番代以前で、とくに福岡県岳

連でのティリチ・ミール遠征の隊員が中心的な役割を果た

すことになった。

２． 日本山岳会福岡支部創立の頃２． 日本山岳会福岡支部創立の頃
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　福岡支部は 1957 年 7 月 2 日発足したが、支部単独の活

動はほとんどしていない状況で、1961 年支部長末松大助

(3118) 副支部長高尾徳繁 (4542) を選出されてからの支部

の動きの事跡が何もない。当時は支部役員などが決められ

ていなかったのではないか？これでは動こうにも動かれな

かったのではないかと想像され、その後福岡支部は冬眠時

代になった。

　1980 年前半頃、私が末松支部長から依頼され、代理で

支部長会議に 3回ほど出席したことがある。その度懇意に

してもらっていた本部のある役員から、日本山岳会支部の

中に「全く支部活動をやっていない支部が二つある」その

一つが福岡支部だと言われ、何とか出来ないかと会う度ご

とに叱事をうけていた。

　1985 年日本山岳会創立 80 周年九州ブロック記念大会を

福岡でやってくれないかと、当時の西沢熊本支部長が新貝

勲を尋ねて依頼があり、市内西鉄グランドホテルで開催さ

れた。ここで久し振りに顔をあわせた折、支部再建の機が

熟し再建のための会合が有志によって始められた。内容と

しては、支部組織化のため在住者の実体の把握。役員、定

款、予算、年間計画の案作成。次に活性化の行事は、他支

部のような独立山岳会的なありかたでなく、各人の山岳会

が初めあり、日本山岳会関係は余暇での活動となる実体を

踏まえ、通年軽登山、講演会、映画付きの総会程度を目標

とした。30 年間冬眠していた関係から支部会費を別途徴

収するわけにいかず、当分は本部還元金のみで運営するこ

と。しかし、現時点の予算がないため、役員各自 5000 円

を提供して戴きこれで運営することにした。（提供金は還

元金が定期的来る時点で各自に返済した）

　1987 年 3 月 29 日市内西新パレスに 35 名が参集して、

福岡支部再建総会を開催。支部規約を新たに制定しこれ

にもとずき、支部役員を改選、第三代支部長に権藤太郎

(2037)、副支部長に吉村健児 (3173) を、また事務局長 1名、

委員 12 名、監事 2 名を選出し、月原俊二 (1436)、三日月

直之 (1654)、末松大助 (3118) を顧問に推選した。当時の

会員数 93 名。再建を計画して二年かかった。下記に再建

にご協力いただいた方々を記述します。記憶も薄れ失礼す

る方があるかもしれませんがお許しの程願います。

（順不同）

末松大助 (3118)、権藤太郎 (2037)、吉村健児 (3173)、堤

甚五郎 (4162)、松本徰夫 (4607)、松本康司 (6838)、新貝

勲 (6072)、倉智清司 (7130)、副島勝人 (8125)、斎田貴典

(8134)、古賀久男 (8138)、足達敏則 (9507)、一山了 (8397)、

藤野忠臣 (9389)、佐野昇三 (9618)

☆再建当初の組織

支部長　　権藤太郎

副支部長　吉村健児

事務局長　深田泰三

委　員　【北九州】堤甚五郎 成末洋介 (9565)

　　　【筑　後】足達敏則 佐野昇三

　　　【福　岡】松本徰夫 松本康司 新貝勲 倉智清司

副島勝人 斎田貴典 古賀久男 一山了

　監　事　　田代実 (4522) 平野隆司 (7212)

　顧　問　　月原俊二 三日月直之 末松大助

　福岡支部の大きな特徴は、大部分の会員が地方や職場の

山岳会に所属しており、それぞれの山行をしていることで

ある。これは支部創立当時からの傾向であり、支部として

の定例的な登山などは行なっていない。再建後は、毎年の

新年の集い、総会と懇親会、年に 1～ 2度の自然観察登山

と支部報発行。不定期の海外トレッキング（調査や観察を

含む）を行なってきた。この運営は、支部のサロン的性格

から当分はこのままでよいだろう。

　残念ではあるが、現在支部の総力をあげた大きな山行を

考えるような雰囲気はない。昨年東海支部はローツェ南壁

の冬期初登攀に成功したことは賞賛するしかないが、見習

うべきであろう。もっとも個人または少数の会員が計画し

たあと支部山行にした次の例はある。1992 年、日野悦郎

（11096）らはシシャパンマ中央峰（8008m）に登頂した。

この時の山行のおり、高所順応のため日野ら 3名はアイラ

ンド・ピーク（6160m）にも登頂している。太田五雄（6886）

は、1998 年支部創立 40 周年記念登山としてナムナニ（グー

ラマンダータ、7694m）の第 3 登に成功している。このよ

うな山行は今後もあってよいし、これらに続く登山を期待

したい。福岡支部としての山行ではないが、支部会員が支

部以外の隊で活躍した例はかなりある。ここでは省略する

が、支部で発行した「九州の岳人たち　（2002）」を参照さ

れたい。

　支部の現状は、老齢化がすすみ若手クライマーも少な

く、パイオニア的登攀を計画しにくい。では今後の支部発

展をどのように期待すればよいのだろうか。これを一言に

まとめれば、支部会員に「登山の原点にもどり、先輩に学

び、これを乗り越えよ」と言いたい。ということはそれぞ

れが山岳会（日本山岳会発足当時は単に「山岳会」である）

100 年の古き良き伝統を尊重しつつ、新しい山（山に関係

するすべてを意味する）を求めることであろう。

　古くから「真の登山者とは、よく読み、よく登り、よく

書く人である」と言われてきた。この 3 点のうち、1、2

点までとなれば、かなりの支部会員がいるだろう。しかし、

すべてをマスターするのはかなり困難であろうが、支部会

員の努力を期待したい。

１　よく読むこと

　登山とは「日本山岳文化学会」が設立されたことからも

明らかなように、一つの文化である。また同学会内に「文

献分科会」や、「日本山書の会」の月報があるように、山

岳書の研究はたゆまず続けられている。一方新刊書の出版

もあとを断たない。したがって読むべき山岳書は際限がな

いし、個人の好みもあろうが、紙面の都合もあるのでそれ

深田　泰三

３． 日本山岳会福岡支部再建のころ３． 日本山岳会福岡支部再建のころ

４． 日本山岳会福岡支部の発展を期待する４． 日本山岳会福岡支部の発展を期待する
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ぞれの図書名には触れない。

　山岳図書について次の解説書があるので参考にすべきだ

ろう。小林義正著の「山と書物　築地書館　1957」「続山

と書物　築地書館　1960」がある。この 2冊には欧文図書

も含まれている。和文図書のみの解説であれば、近藤信行

編著の「日本の山の名著総解説　自由国民社　1984」があ

る。やや古いのでは、坂戸勝己・清水忠雄著の「日本山岳

文献ノート　清水書店　1932（山岳展望の会が山岳資料双

書１として複製本を出版した）」がある。文中にウェスト

ンの「日本アルプスの登山と探検」の欧文があるが、他は

すべて和文図書である。

　それにしても、大島亮吉著の「先蹤者　梓書房、1935」

を読むと、彼が如何に洋書を読んでいたかが判る。その大

島は 28 歳にして前穂高で散った。没後の「山　研究と随

想　岩波書店　1930」には、彼が動的登山の間に、登山行

為を深く思考したことが語られている。

　ここで読むべき本とは単なるガイドブックではない。近

年の情報社会～インターネットの発達もあって、活字離れ

が多いという。特にここでは、「思索や研究の糧
かて

ともなる

山岳書をよむべきである」ということである。先人や熟達

者らが、どのように考え、どのように登ったかを学ぶこと

である。本を読むことによって、個人が目標とする山岳や

山行方法も定まってくるだろう。

　先人に学べば、それなりに高次元の山行を求めることが

できるであろう。これは「征服」や「落とす」ということ

ではない。初登頂であっても、「登らせていただいた」と

の謙虚さと感謝が必要だろう。私が大切にしている槙有恒

氏の敷紙には「山を尊び　山を愛し　山と共に生く」と記

されている。加藤泰安氏は「自然を愛し　山に親しむ」が

お好きな言であった。日本山岳会創立の実質的指導者で

あった志
し が し げ た か

賀重昻は「日本風景論　政教社　1894」のなかで、

山と自然の美しさとともに、山の尊さと自然保護を論じて

いる。これらの山岳図書や先人の一言に、先輩の精神がこ

められており、万感の想いがする。先人の精神を読書によっ

て、学びとってもらいたいと思っている。

２　よく登ること

　説明するまでもないだろう。自分で計画して、自分なり

に登ることであり、人に連れられて登る山行ではない。連

れて行く立場か、単独行としての山行を意味する。厳しい

冬山、岩壁登攀も含まれるが、このようなパイオニアのみ

を指しているわけではない。大島亮吉は「山　研究と随想

　前出し」のなかで、思索に思索を重ねた静観的登山の必

要性も論じている。

　それ故に、お祭り登山、行列登山は私の好みに合わない。

思索、観察、初登を求めた山行が望まれるからである。む

つかしい専門的な研究や観察は専門家にまかせればよい。

四季の移り変わりとともに、山は千変万化するから、材料

は無限である。山の色、風のささやき、雲の動き、小鳥の

囀
さえず

り、山容や植物の季節変化など、「見れども見えず」で

はなく、「見えるから見える」「感ずるから感じる」という

山行を思考すべきであろう。

３　よく書くこと

　「見たまま、感じたまま」を文章として残すことである。

美辞麗句を並べる必要もなく、ありのままを易しく表現す

ればよい。これも梅棹忠夫や本多勝一の解くところである。

先人の多くの著書に親しめば、個人の文章表現もそれなり

に整ってくるだろう。こうすることによって、自分なりの

個性をもった、しかもむつかしくない文ができるようにな

る。

　これまで福岡支部会員や、支部と関係の深い岳人の著書

や写真集がかなりあるから、大いに励みになり目標になる

だろう。これらの著書は、すでに鬼籍に入られた北田正三、

加藤数功、三日月直之、橋本三八、立石敏雄、脇坂順一、

折元秋穂、新貝勲、足利武三の各氏である。現役の会員では、

太田五雄、井上優、松尾良彦、山本博、井上晋、米沢弘夫

の諸氏である。ここでは私家版は含めているが単なる近年

の案内書は省略している。私も共編著を含めると 10 冊ほ

どの山岳書を上梓している。それぞれに山岳や探検に対し

ての私の思考をこめて執筆したつもりである。

　以上の 3点は、支部会員に対しての努力目標と理解して

もよい。しかし、支部会員のそれぞれがこの 3点を自覚し

て努力するならば、支部の発展は大いに期待できるだろう。

それにしても支部会員の老齢化は著しい。他の山岳会でも

同じことだと聞くが、若手会員の入会を期待したい。あわ

せて各会員の思考にしたがった山行を希望するや切であ

る。

　福岡支部創設 50 周年をおよろこび申し上げます。私は

直方市の出身ですが、昭和 26 年（1951）以降は九州を離

れ、三重県の岩稜会に所属して登山を行ってまいりました。

就職も名古屋でした。昭和 30 年（’55) 以降東海区でも

ヒマラヤ登山の気運が勃
ぼっこう

興し、愛知、岐阜、三重 3県の先

鋭登山家達が中心となって、ヒマラヤ登山を目的に設立し

たのが日本山岳会東海支部でした。昭和 36 年（’61) 設

立ですから福岡支部の後輩ということになります。私も東

海支部の設立に深く関わり、同支部の最初の海外遠征（’

65 ～’66 アコンカグア南壁）にも参加した強い縁
えにし

で、今

も東海支部員でいます。昭和 41 年 (’66) に直方に戻って

家業を継ぎ、平成 10 年 (’98) に篠栗町に居を移しました。

この頃より福岡支部の方々とも接触が増え、新年の会合は

じめ福岡支部企画の会合等に参加のお誘いを受けるように

なりました。福岡支部の方々の暖いお気持には心から感謝

しています。

　福岡支部の会合に参加していつも思うことは、福岡らし

い開放的なおおらかさです。古来、大陸や東南アジアとの

交流が日常的で、他者に対する開放的、友好的気風が醸成

されたのではないでしょうか。

　一方、進取の気風の壮
さか

んな所でもあります。戦後 (昭和

20 年、1945 ～ ) 間もない、日本中が疲
ひ へ い

弊して登山もまま

ならない時代、昭和 23 年 (’48) には長躯厳冬期の鹿島槍

石原　國利

５． 東海支部員から福岡支部をみる５． 東海支部員から福岡支部をみる
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東尾根へ遠征しています。当時としては県民の気持を高揚

する壮挙でした。更に昭和 27 年 (’52) には、我が国の戦

後ヒマラヤ登山の第一陣として、ネパールヒマラヤのツイ

ンズ峰遠征を一歩手前まで実現したことは、その現れでし

た。

　その気風は今も脈々としてひき継がれています。ことに

平成 13 年 (2001) からの 5次にわたるカンリガルポ山群の

探査遠征には瞠
どうもく

目しています。今や地球上に稀になった不

明な地域を発見、探査し、未知の山名調査と山座同定、更

に高山花の観察、記録を果たされた成果は賞賛に値いしま

す。深い学識と継続的な行動力があってはじめて成し得る

成果です。探検を伴う遠征は登山の醍
だ い ご み

醐味だと思います。

福岡支部の益々のご活躍、ご発展を念じ上げます。

　日頃何もしない支部会員ですが、50 周年に際して、私

は二つの大きな思い出があるので述べさせて頂きます。

　一つは 1992 年 8 月に刊行された『九州登山史年表 1947

～ 1990 年』の編集です。二つ目は、その年表を基とする『九

州の岳人たち―その登山史』(2002 年 5 月）の発刊です。

　振り返ってみると、こんな大それた仕事を引き受ける

など汗顔の至りですが、当時の権藤支部長 ( 在任 1987 ～

1992 年）の熱意に押し切られて、登山史年表の編集委員

長を引き受けてしまいました。

〈年表編集委員会〉

　1990 年 5 月、編集委員に一山了、植松満男、権藤太郎、

中嶋正一、松本徰夫、村上巌、諸岡久四郎、吉村健児の八

氏が選任されました。ただちに九州各県山岳連盟、各加盟

山岳会、勤労者山岳連盟、日本山岳会員、九州域内大学山

岳部など、およそ山岳、登山に関係する団体、個人に「登

山史年表カード」を配布しました。

　権藤支部長は「戦後の九州登山史年表作成について協力

のお願い」の中で、次のように趣旨を語っています。

　「・・・・誰かが成さなければ、せっかくの輝かしい記

録が散逸、あるいは散逸する恐れがあります。そこで非力

ながら我々がまず資料集めから取り掛ることを発起しまし

た。幸い皆様方のご賛同を得て、戦後の“九州登山史年表”

をまとめ、皆様のご意見を入れて、さらに“登山史”まで

進みたいと思っています。」

　登山史年表カードの回収状況や如何に、と期待と不安で

待ちましたが、回収は思わしくなく、電話催促、〆切延長

をして 1991 年 3 月末に、「九州の山」、「国内の山」、「海外

の山」合わせて 196 通のカードを得ました。

　これらのカードの内容について、委員は天神町の丸紅会

館に集まっては検討を重ね、1992 年 8 月、B5 版 70 ページ

の『九州登山史年表』にまとめことができました。( ご苦

労をおかけした編集委員中、すでに三氏が故人となられま

した。)

〈不十分な年表内容〉

　初めて刊行された登山史年表は、会員皆さんの手許に、

さらに翌 93 年、英彦山で開かれた日本山岳会全国合同支

部懇談会の参加者に配布されました。しかし年表にはかな

りの脱落があり、その後、個人、団体から苦情が編集委員

会に寄せられ、委員長である私は、針の蓆に座る思いでし

た。

　しかし松本徰夫支部長と、あとを継いだ深田泰三支部長

は、「九州の岳人たち」の序文の中で次のように擁護して

下さったので、私は幾分の安らぎを得ました。

　「・・・・このような年表や、あるいは文献目録などは、

完全にすることが極めて困難である。完成品でないことを

編集委員の全員が承知していたのであるが「完全でない」

という陰口も聞いた。しかし誰かが「叩き台」でもよいか

ら作らないことには一歩も進まないし、まして登山史など

おぼつかない。・・・・

　九州の岳人による登山史については、しばらく中断して

いるが、再び続けていきたい。年表など一度にして完成品

というのは望むべくもない。」

　と厚意ある励ましを頂いた。しかしながら年表を補完し

つつ、登山史を書き進むのは至難の技である。私は年表編

集委員長の立場上「九州登山史」の執筆者に擬せられてい

たが、事の重大さに辟易して、数年を無為に過ごしました。

〈登山史の執筆、刊行〉

　登山史の刊行は、福岡支部 45 周年記念事業の柱と決定

されました。これは権藤支部長、さらには新貝勲支部役員

の事業目標であります。事業決定以来、毎年の福岡支部総

会で「九州登山史執筆の件」が議題に上るたびに、私は宿

題を忘れてきた児童のように、片隅に縮こまってきました。

他の JAC 支部では「何周年記念誌」など、立派な著書が次々

と刊行される。福岡支部にはそれがない。

　私は遂に腹を決めて 2000 年春から執筆にかかりました。

―――さて構成をどうするか。登山史年表の項でも明らか

なように、支部役員の意向は「戦後の九州登山史年表作成」

でも分かるように、明らかに「戦後の登山史」にあったの

です。

しかし考えてみれば、戦後の登山史が忽然ととあるわけで

はなく、いずれも戦前の歴史の上に築かれている。七高、

五高山岳部、筑紫山岳会、福岡山の会、豊前山岳会等、い

ずれも戦前にルーツを持っている。そこで国内の登山史を、

第 2次世界大戦を境として戦前、戦後の二編に分けて書き

進めることにしました。

　この外に海外編を設けて、海外登山の経験を持つ松尾良

彦氏が執筆に当ることになりました。松尾氏と私は、同じ

西日本新聞記者出身、JAC 福岡支部会員、彼は福岡登高会、

私は西日本新聞社登山部所属と、共通する経歴を持つので、

仕事は紆余曲折しながら何とか進んでいきました。

〈ウエストン牧師の祖母登山とウエストン祭〉

　資料や文献を調べるうちに、面白い事実が明らかになっ

てきました。近代アルピニズムを日本にもたらし、日本山

岳会育ての親と称されるウォルター・ウエストンが、日本

アルプスに初登山する前年の 1890 年 ( 明治 23)11 月 6 日、

井上　優

６． 50 周年に寄せる私の思い出６． 50 周年に寄せる私の思い出
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九州の秀峰祖母山に登山している。

　彼は、山岳第 5 年第一号 (1910 年 ) に My Swiss and 

Japanese Mountaineerings と題する一文を寄せ、その中

で

　「私が最初に関心を寄せたのは、もちろん世界に名だ

たるあの荘厳の富士山であり、続いて何回か九州の旅

に出かけて、阿蘇山、祖母山 (said to be the highest 

mountain in Kiushiu)、桜島、それに霧島山の二峰に登っ

た。」と書いている。( 当時祖母山は九州一の高山と思わ

れていた。）

　その事実が 1955 年、宮崎県高千穂町、当時五ヶ所村庄

屋の矢津田鷹太郎日記によって証明された。日記には次の

ように記されている。

　「明治 23 年 (1890)11 月 6 日、晴天、英人ション・フラ

ントタラン君及ビ神戸在留同国人ヱストン氏同道ニテ祖母

登山、往復共立寄ラル、河内泊ノ由也。日向高千穂　矢津

田鷹太郎」

　この事実を基に、ウエストンが同僚牧師ブランドラムと

共に通ったであろう高千穂町五ヶ所高原三秀台に、今や立

派なウエストン碑、ウエストン生家から贈られた英国ヨー

クシャー石、洋鐘が建てられている。

　私は幾度となく高千穂町役場、五ヶ所高原、河内を訪れ

て、矢津田日記のコピー、町の記録等を入手してその事実

を確かめました。またウエストンが登ったであろう大谷川

沿いの登山道を祖母山頂へ向かった。

　五ヶ所高原の第 1回ウエストン祭は、1985 年 11 月 3 日、

三秀台のウエストン碑前で、高千穂町、日本山岳会宮崎支

部共催で開かれた。翌 86 年の第 2 回ウエストン祭には、

日本山岳会会長今西寿雄氏、元会長西堀栄三郎氏が出席し

た。

〈竹内亮、加藤数功、三日月直之各氏〉

　戦前の九州登山史を語る上で、見逃せない三氏がいる。

竹内亮氏 (1894 ～ 1982) は九州大学教授の農学博士、在職

中「福岡山の会」を結成。数多くの山歴、記録を残した中

に『九州山岳文献目録撰抄・未定稿』があり、後進に多く

の示唆を与えました。

　加藤数功氏 (1902 ～ 1969) は慶応大学山岳部の洗礼を受

け、郷里の北九州に帰って「筑紫山岳会」を結成し、九州

山域にパイオニアワークの足跡を印した。その会誌「九州

山岳第一輯」、「同第二輯」、および「やまゆき 1号」「同第

2 号」は、戦前の九州岳人の活動を知る上で、無二の資料

となっています。

　三日月直之氏 (1911 ～ 2006) は福岡県田川の生まれ、鳥

取高等農林 (現鳥取大 )時代、慶応大学教授鹿子木員信の

「鍛錬健闘の論理」の講演を聞いて、近代アルプニズムに

めざめ、卒業後、加藤数功の筑紫山岳会に入会した。厳し

い山行のかたわら「九州近代登山史に対する一考察」を著

して、九州の登山史に先鞭をつけました。

　この三氏の記録や著作は、九州岳人の登山史の基礎をな

しており、私も多大の恩恵を受けました。

　以上とりとめもなく、登山史執筆についての思い出を述べてき

ましたが、顧みて会員皆様方の暖いご支援に支えられて、曲りな

りにも九州の登山史を書くことができたと深く感謝しております。

＊ 1956 年 10 月本部理事会に北田正三（981）、橋本三八

（1713）は、南九州支部、北九州支部の設立を申し出る。

＊ 1957 年７月２日北部九州支部（全国 12 番目）発足。戸

畑の西日本工業クラブで、槙有恒（341）名誉会員、福

岡県山岳連盟安川寛会長を迎えて、発会式。支部長代理

に末松大助（3118）選任。後に初代支部長岡田喜一（935）

が就任。７月 13 日熊本支部（全国 13 番目）発足。支部

長北田正三。

＊ 1958 ～ 1962 年第 9 代日本山岳会会長に日高信六郎

（142）。会長は福岡県立中学修猷館在学中 1908 年 2 月に

日本山岳会に入会。支部地域出身者として、おそらく最

初の入会。

＊ 1960 年 8 月 5 日、日本山岳会大分支部発足（全国 16 番

目）。顧問工藤元平（1047）, 加藤数功（1375）, 支部長

永井清一（4328）、副支部長野口秋人。（1966年 1月 13日、

東九州支部の改名を本部が承認。）

＊ 1961 年 11 月 15 日八幡製鉄九重山荘で支部集会。支部

範囲を福岡、佐賀、長崎とし福岡支部と改称。第２代支

部長末松大助、副支部長高尾徳繁（4542）を選出、岡田

前支部長を顧問に推挙。支部会員は 51 名。

＊ 1965 年 11 月 7 ～ 8 日槙名誉会員を迎え、本会創立 60

周年記念山行。英彦山・八幡製鉄山の家に20名が参集し、

英彦山登山。

＊ 1972 年 11 月 4 ～ 5 日吉沢一郎（930）副会長を迎えて、

東九州支部との合同懇談会を九重町の新日鉄保養所で開

催。

＊ 1975 年 10 月 8 日本会創立 70 年周年福岡支部集会。ま

た 11 月 15 ～ 16 日、同 70 周年記念の熊本、東九州の 3

支部合同集会と登山。本部から今西錦司（1117）会長他

三名を新日鉄九重山荘に迎え、久住山と涌蓋山への記念

登山。参加者 46 名。

＊ 1985 年 3 月 3 日福岡市西鉄グランドホテルで、本会創

立 80 周年記念晩餐会。熊本、東九州、福岡の 3 支部合

▼岳人のあまた登れる九重尾根
　　草萠ゆる果てなき高原よ　（優）

（写真は『九州登山史年表』( 左 ) と『九州の岳人たち』）

７． 日本山岳会福岡支部の歩み─活動概史７． 日本山岳会福岡支部の歩み─活動概史

深田　泰三松本　　夫・
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同。参加者 94 名。晩餐会に先立ち、都久志会館で佐々

保雄（969）会長の「日本山岳会あれこれ」の講演、「マ

ナスルに立つ」の映画観賞に会員以外を含め 200 名ほど

参加。7 月 15 日日本山岳会東九州支部から日本山岳会

宮崎支部として分離独立（全国 20 番目）、支部長魚本定

良（5997）。

＊ 1987 年 3 月 29 日、支部の組織がなく、仮眠状態の支部

を再建しようと有志が福岡市西新パレスに 35 名参集し

支部再建総会を開催。支部規約を新たに制定、支部役員

を改選。第３代支部長に権藤太郎（2037）、副支部長に

吉村健児（3173）、また事務局長１名、委員 12 名、監事

2 名を選出し、月原俊二（1436）、三日月直之、末松大

助を顧問に推薦。支部会員（4月 1日現在）99 名。

＊ 1988 年 2 月 6 ～ 7 日北九州市門司区の「めかり山

荘」で九州 4 支部連絡会。26 名が参集し風師山登山。

3 月 19 日都久志会館で講演と映画の会。講師広島三朗

（6588）、映画はＫ 2隊の記録映画、約 100 名が参集した。

5 月 22 日支部総会。7 月 23 ～ 24 日下関山岳会の「くる

み小屋」に宿泊、翌日鬼ケ城他に 14 名が支部山行。8

月 13 ～ 29 日に、支部創立 30 周年記念事業として「ヒ

ンズ－クッシュ眞只中の旅」に権藤太郎ら 10 名がパキ

スタン・トレッキング。支部会員 103 名

＊ 1989 年 1 月 28 日福岡市平和楼で支部新年会、これは以

降 1996 年まで続けられ、1998 年からは「新年の集い」

と改称し現在に至る。3 月 11 日重広恒夫（7931）北側

登攀隊長の「三国友好登山隊」報告会。4 月 15 日西鉄

グランドホテルで中国登山協会主席史占春他三名の「来

福歓迎会」。5月 14 日支部総会、「九州登山史年表」（1945

年以降）を編纂委員会委員長井上優（10125）で開始。

支部会員 110 名

＊ 1990 年 3 月 17日脇坂順一（5332）の講演「中高年の登

山と健康」。6 月 3 日支部総会、支部規約一部改正（4 月

1日施行）支部会員 114 名。

＊ 1991 年 3 月 16 日年次講演会、工藤裕章の「登山と服装」。

5月 21 日支部総会。支部会員 130 名。

＊ 1992 年 3 月 26 日年次講演会重広恒夫会員の「ナムチャ

バルワ報告会」。支部創立 35 周年記念事業「中国シシャ

パンマ登山隊 1992」( 隊長成末洋介（13248）ほか 3名 )

を送る、5 月 6 日シェルパレス・ノ－ッフィックスで中

央峰（8008 ｍ）に日野悦郎（11096）、宮崎豊文二名が登頂。

この山行の高所順応のため、日野ら 3 名はアイランド・

ピ－ク（6160 ｍ）にも登頂。5 月 10 日支部総会、第 4

代支部長に吉村健児、副支部長に松本徰夫（4607）を選出、

前支部長権藤太郎を顧問に推薦。7 月 4 ～ 5 日九重筋湯

で 4 支部親睦登山。8 月 1 日北九州市で「シシャパンマ

登頂報告会」。8月「九州登山史年表」（1947～ 1990）発刊。

10 月 31 日～ 11 月 1 日「国民宿舎ひこさん」で第 10 回

全国支部懇談会・英彦山の集いを主管し、全国から 155

名参集。

＊ 1993 年 4 月 10 日福岡市で年次講演会、重広恒夫隊長の

「ナムチャバルワ登山」報告会。5 月 9 日支部総会。9 月

25 ～ 26 日阿蘇・高岳で 4 支部親睦登山。12 月 4 日脇坂

順一は海外の山 150 峰登頂で日本山岳会から特別に表彰

される、特別表彰は 7 大陸最高峰登頂者の田部井淳子

（6349）に次いで 2人目。支部会員 151 名

＊ 1994 年 4 月 9 日北九州市で年次講演会、北村泰一九大

教授の「南極越冬・・犬ぞりと共に」。5月 8日支部総会。

7 月 30 日下関山岳会「くるみ小屋」に 26 名参加。翌日

鬼ケ城へ登山。11 月 2 ～ 3 日宮崎・筒ケ岳での４支部

親睦登山および第 10 回宮崎ウェストン祭に参加。支部

会員 150 名。

＊ 1995 年 4 月 15 日北九州市で年次講演会、安部一紀

（12540）教授の「ネパ－ルの山中で考えたこと」。5 月

14 日支部総会。5 月 27 ～ 29 日九州４支部主催・福岡支

部主管屋久島自然観察登山、参加者全国から 101 名。6

月 17 日に大分市で本会創立 90 周年九州ブロック記念式

典を４支部合同で開催、64 名が参加、翌日平治岳に記

念登山。支部会員 159 名。

＊ 1996 年 4 月 13 日支部総会および年次講演会「マナスル

登頂 40 周年」（講師日下田実 4146）を開催した。村木

潤二郎（3472）会長ほかが来席。第 5 代支部長に松本徰

夫、副支部長に深田泰三 (8136) を選出、吉村前支部長

を顧問に推挙。11 月 9 日福岡県山岳連盟と共催により

久留米市で「岳人の集い」を開き約 100 名が参加。

＊ 1997 年 3 月 29 ～ 30 日北九州市で井上晋（12540）九大

助教授の講演と４支部交流会。5 月 11 日支部総会。11

月 6 ～ 18 日支部創立 40 周年記念事業として松本徰夫ら

11 名（内 7名支部会員）で「中国の辺境・雲南最北の旅」

トレッキング。支部会員 166 名。

＊ 1998 年３月 14 ～ 15 日宮崎市・双石山での 4 支部の集

いに参加。4月26日支部総会と納木那尼峰登山隊壮行会。

5 月６日～ 6 月 28 日「福岡支部 40 周年記念・納木那尼

峰登山隊」（太田五雄（6486）ほか 3 名）を派遣、6 月 6

日太田とシェルパ 2 名が第 3 登に成功。また 5 月 20 日

～ 6 月 10 日カイラスと納木那尼峰ＢＣを訪ねて 7 名が

トレッキング。8 月「納木那尼峰登頂と 3000 キロ辺境

の旅」刊行。8月 22日福岡市で「納木那尼峰登頂報告会」。

支部会員 172 名。

＊ 1999 年 4 月 25 日支部総会、「九州登山史」の編集開始。

5 月 7 ～ 8 日「とつておきの山」対馬三山へ支部山行。

6 月 12 ～ 13 日宮崎県・都井岬での 4 支部集会兼第 8 回

今西祭に 5名参加。支部会員 163 名。

＊ 2000 年 4 月 23 日支部総会、第 6 代支部長に深田泰三、

副支部長に中山健（10309）を選出、委員 5 名に縮小し、

松本前支部長を顧問に推薦。議事その他で、北九州市在

住の会員から、北九州地区と下関在住会員で新支部を設

立したいので承認を、との緊急動議が出され、審議の結

果、当年度中に検討・協議する事となった。しかし、当

支部が検討・協議するまえに、本部に支部設立を申請し

承認された。本部に厳重抗議したが無視された。9 月 2

日北九州支部分離独立（全国 25 番目）支部長吉村健児。

日本山岳会創立 100 周年記念出版「新日本山岳誌日本山

岳会編著、2005、1974 ｐ」の編集委員として、松本徰夫・

深田泰三が執筆・校正。福岡支部執筆者 19 名（内 1 名

は後に北九州支部）。支部会員 118 名。

＊2001年 4月22日～ 5月8日に福岡支部第1次崗日嘎布調

査（横断山脈からチベットの山旅、拉古氷河偵察）松本徰夫

ら11名（内支部会員7名）を派遣。5月13日支部総会と講演会。
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昭和 63 年 5 月 22 日　福岡支部総会（西新パレス）

８． 福岡支部思い出のアルバム８． 福岡支部思い出のアルバム

＊ 2002 年 2 月 10 日九州 5 支部合同会議に出席。4 月 19

日～ 5 月 4 日には中国・東ヒマラヤの「第 2 次崗日嘎布

調査」に松本徰夫ら 11 名（内支部会員 7 名）を派遣。5

月 12 日支部総会。同日福岡支部編として「九州の岳人

たち -―その登山史」執筆者、井上優・松尾良彦（10843）、

549 ｐを出版。支部会員 122 名。

＊ 2003 年 1 月 25 日福岡市で新年の集い兼 5 支部懇談会、

崗日嘎布山群の調査報告。3 月 5 日国際山岳年参加事業

として、井上晋九大助教授に講演と演習林での観察を実

施。5 月 11 日支部総会。11 月 10 ～ 30 日「第 3 次崗日

嘎布調査」に松本徰夫ら 8名（内支部会員７名）を派遣。

＊ 2004 年 1 月 24 日新年の集い。5月 16 日支部総会、第 7

代支部長に中山健、副支部長に副島勝人（8125）を選出、

深田前支部長を顧問に推薦。10月 31日～ 11月 15日「第

4次崗日嘎布調査」に松本徰夫ら 13 名（内支部会員 7名）

を派遣。11 月 30 日を第 1 回とし 7 回に分け中央分水嶺

調査開始（担当会員副島勝人・浦一美（9506）。

＊ 2005 年 1 月 22 日新年の集い。5月 15 日支部総会。5月

24 日吹上峠～味見峠の調査で中央分水嶺調査終了（支

部会員延べ 48 名）。16 ～ 17 日創立 100 周年記念九州地

区大会（えびの高原）に 9 名参加。7 月 24 日～ 8 月 7

日「第 5 次崗日嘎布調査」（崗日嘎布山群高山花弁観察）

に松本徰夫ら支部会員 7 名を派遣。12 月 2 ～ 3 日九大

宮崎演習林集会、指導井上晋助教授。

＊ 2006 年 1 月 21 日新年の集い。5月 21 日支部総会。

＊ 2007 年予定

４月 5 次にわたる福岡支部崗日嘎布山群調査を総括して

櫂歌書房より出版予定「ヒマラヤの東　崗日嘎布山群　

踏査と探検史」　松本徰夫編著　辻和毅（7698）渡部秀

樹（9826）著　約 810p

9 月 29 日福岡支部創立 50 周年記念式典と中村保氏

（4837）の記念講演、および祝賀会。

10～ 11月福岡支部創立50周年記念崗日嘎布山群トレッ

キング

( 注 )

・(　)内は日本山岳会員番号。

・本会自然保護委員会、支部山行、事務局だより、支部

報発行などの、重要項目以外は省略。

・文面上の都合で本文中の敬称は省略しました。
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第 1号　1992 年（平成 4年）10 月 20 日発行

（支部事務局は北九州）

・支部報発刊に当って (1)•••••••••••• 支部長　吉村健児

・福岡シシャパンマ登山隊 92 報告 (2-4)••••••• 日野悦郎

・みなさんに感謝の私の福岡支部の5年間(4-5)•• 児玉俊子

・『ザ・トレッキング』(5-6)•••••••••••••••••• 岡本康夫

・「私の河口慧海」(7)•••••••••••••••••••••••• 西岡正人

・山歩きの楽しみ (7-8)•••••••••••••••••••••• 井本浩之

・越後支部親睦登山に参加して (8)•••••••••••• 蔵富幸夫

・会員消息・事務局日誌支部報編集会議 (9-12)••• 事務局

第 2号　1993 年（平成 5年）4月 25 日発行

・「山岳」にみる初期の日本山岳会(1)•副支部長•• 松本徰夫

・山と私 (2)•••••••••••••••••••••••••••••••• 中川康弘

・私と花の山旅 (2-3)•••••••••••••••••••••••• 田中幸男

・西岡岳兄を想う (3)•••••••••••••••••••••••• 吉村健児

・会員消息 (3-7)・事務局日誌 (3-8)••••••••••••• 事務局

第 3号　1993 年（平成 5年）10 月 25 日発行

・交々の思い出（1）••••••••••••••••••••••••• 月原俊二

・会員随想（2－ 4）

花ごよみ（堤甚五郎）、北海道支部創立 25 周年記念登山

に参加して（吉村健児）、父の思いで（西岡　譲）

・マッキンリー登頂（5－ 7）••••••••••••••••• 日野悦郎

・九州 4支部親睦会に参加して（8）••••••••••• 蔵富幸夫

・福岡支部会員の年齢構成、会員消息、事務局日誌、編集

後記（8－12）••••••••••••••••••••••••••••••• 事務局

昭和 63 年福岡支部山行　五葉岳（昭和 63 年 11.5 ～ 6）

平成 2 年度福岡支部山行　黒岳（平成 2 年 5.13）

昭和 63 年 2 月 6 ～ 7 日　第 1 回九州四支部連絡会
（めかり山荘）

昭和 62 年度　第 2 回福岡支部山行
多良岳（昭和 62 年 11.7 ～ 8 ）

９． 福岡支部報　総目次（第 1号～第 20 号）９． 福岡支部報　総目次（第 1号～第 20 号）

辻　和毅倉智　清司・

（写真は副島勝人（No.8125）氏の提供によるものである。）



JAC FUKUOKA No.20

10

第 4号　1994 年（平成 6年）4月 25 日発行

・日本山岳会会長特別表彰を受けて (1)•••••••• 脇坂順一

・新入会員の言葉 (2-3)

私の岩登り ( 米沢弘夫 )、迎烏帽子山にて ( 太田徹哉 )、

私と山 ( 中　美知代 )、私の山登り ( 草場九男 )、入会

しまして (廬　周孝 )

・山下朋美さんを偲ぶ (4)•••••••••••••••••••• 深田泰三

・会員消息、事務局日誌、編集後記 (4-8)•••••••• 事務局

第 5号　1994 年（平成 6年）10 月 25 日発行

・支部報を会員交流の場に (1)•••••••••••••••• 吉村健児

・会員回想 (2-7)

日本山岳会北部九州支部発会当時の思い出 ( 高尾徳繁 )、

「かんざしトイレ」訪問記 ( 児玉俊子 )、諸塚の大自然に

ひたる ( 永田秀雄 )、屋久島の雨 ( 崔　蓮任 )、私の山

行 ( 岡吉三郎 )、今年の山登り ( 野元禮次 )、山への憧

れ ( 安達久美子 )、私の希望 ( 有吉毅 )、可可西里より

帰りて (松本徰夫 )

・追悼文「日野悦郎氏を偲ぶ」(7)••••••••••••• 白石宣夫

・図書紹介 (8)•••••••••••••••••••••••••••••• 中山　健

・山登り再開の年・立山 (8)•••••••••••••••••• 蔵富幸夫

・会員消息・事務局日誌、編集後記 (9-14)••••••• 事務局

第 6号　1995 年（平成 7年）8月 12 日発行

・「屋久島自然観察登山」参加者の声を聞く前に(1)•• 吉村健児

・屋久島シンポジウムを終えて (1)•••••••••••• 盧　周孝

・屋久島自然観察登山に参加して (2-12）•• 松本元他 49 名

・アフリカの小さな旅 (12)••••••••••••••••••• 深田泰三

・最近思うこと (12-13)•••••••••••••••••••••• 人見五郎

・山歩きに魅せられて (13)••••••••••••••••••• 国本博子

・追悼文「二人の永年会員を憶う」(14-15)•••••吉村健児

・会員紹介、会員短信、事務局日誌 (15-17)•••••• 事務局

・追悼文追記 •••••••••••••••••••••••••••••••• 村上　巖

第７号　1996 年（平成 8年）1月 25 日発行

・憶い出の山々と、これからのこと (1)•••••••• 吉村健児

・JAC90 周年記念晩餐会に出席して (2)••••••••• 永田秀雄

・ツクチェ村雑記 (2-3)•••••••••••••••••••••• 安部一紀

・硫黄山異変？ (3-4)•••••••••••••••••••••••• 堤甚五郎

・朝日連峰のマタギ「志田忠儀さん」(4-5)•••••小出和子

・会員紹介、会員短信、事務局日誌、編集後記(5-7)•• 事務局

第 8号　1996 年（平成 8年）6月 1日発行

・福岡支部を振り返って (1-2)•••••••••••••••• 吉村健児

・山との出会い (2)•••••••••••••••••••••••••• 大中政彦

・レーニア遥けく (3-4)•••••••••••••••••••••• 堤甚五郎

・私の山登り (4)•••••••••••••••••••••••••••• 原　広美

・考えること (4)•••••••••••••••••••••••••••• 小野　庸

・長崎警営の烽火山(筑前六峰をさぐる)(5-8)••• 井上　優

・ホイッスルを再び手に (8)•••••••••••••••••• 成富幸夫

・私の趣味 (9)•••••••••••••••••••••••••••••• 原口　寛

・会員消息、会員通信、事務局日誌、編集後記(10-18)•• 事務局

 

第 9号　1996 年（平成 8年）10 月 8 日発行

（福岡支部事務局が福岡に移る）

・福岡支部運営におもう (1-2)•••••••••••••••• 松本徰夫

・福岡珠穆朗瑪峰登山隊 1996(2-3)•••••••••••• 池辺勝利

・珠穆朗瑪峰ベースキャンプ訪問記 (3-6)•••••• 斉田貴典

・福岡登高会‘96アコンカグア合宿 (6-8)•••••• 山内耕二

・福岡支部新役員紹介、編集後記 (8)•••••••••••• 事務局

第 10 号　1997 年（平成 9年）11 月 1 日発行

・福岡支部の一つの現況 (1)•••••••••••••••••• 深田泰三

・平尾台の観光開発について (2-3)•••••••••••• 松本徰夫

・自然保護全国集会に出席して (3)•••••••••••• 山本　博

・幻の花ブルーポピーを訪ねて (6)•••••••••••• 松本康司

・テントピークを目指して (7)•••••••••••••••• 中山　健

・黒髪山・俳句 (7)•••••••••••••••••••••••••• 北川豊培

第 11 号　1998 年（平成 10 年）4月 15 日発行

・福岡支部 40 周年記念

「中国辺境・雲南最北の山旅」日記 (1-2)••• 佐々木耕二

・自然保護全国集会に参加して (2-3)•••••••••• 中山　健

・第6回日本山岳会九州四支部「宮崎大会」(3-6)•• 副島勝人

・九州山岳保全原点としての九重坊がつる(6-7)•• 松本徰夫

・国境の島・対馬の名峰 3峰　竜良山・白岳・御岳 (8)•• 井上　晋

第 12 号　1999 年（平成 11 年）1月 23 日発行　

『ナムナニトレッキング特集』

・西チベット高原の旅 (1-4)•••••••••••••••••• 上岡謙一

・始めてのチベット (4)•••••••••••••••••••••• 上田良子

・チベット旅行の回想 (4)•••••••••••••••••• 古川千代子

・カイラス巡礼とナムナニ峰BCを訪ねて(5-6)••• 相良幸子

・聖山カイラスを夢みて (6-7)•••••••••••••• 渡邊美代子

・聖山ｶﾝ ･ ﾘﾝﾎﾟﾁｪ ( ｶｲﾗｽ ) とﾁﾍﾞｯﾄ高原 (7-9)•••• 橋本希一

・聖山カイラスとナムナニ BH を訪ねて (9-10)•• 佐藤哲二

・シンポジウム『絶滅から救おう高山植物　保護と盗掘防

止を考える』に出席して (11-12)••••••••••••• 山本　博

・1998 年度自然保護全国集会の報告 (12-14)•••• 井上　晋

第 13 号　2000 年（平成 12 年）3月

・1999 年度自然保護全国集会報告 (1-2)•••••••• 中山　健

・牧潤一画伯の作品寄贈される、( 新 ) 日本山岳志編集に

ついて、新年のつどい (2)•••••••••• 松本徰夫・事務局

・パタゴニアかけ足の旅 (3-5)•••••••••••••••• 深田泰三

・新年のつどい欠席者の近況報告 (6-8)•••••••••• 事務局

第 14 号　2001 年（平成 13 年）9月 25 日発行

　『トレッキング ＆ クライミング特集』

・雲南－カンリガルポ－ラサの旅 (1-5)•••••••• 中山　健

・メンヒとユングフラウ登頂記 (6-7)•••••••••• 松隈　茂

・平成 13 年度福岡支部通常総会報告 (8-10)•••• 副島勝人

第 15 号　2002 年（平成 14 年）10 月 15 日発行

・『九州の岳人たち－その登山史』日本山岳会福岡支部創

立45周年記念発刊(1-2）•••••••••••••••••••• 深田泰三

・東チベット・カンリガルポ山群の山名など　福岡支部カ
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　古い話で恐縮ですが、1980 年パキスタン、ヒスパー山

群ブラルンサール ( 約 7200m) に遠征したときの話です。

誰の足跡も無い未知の世界に、すべての知識を結集し、自

らの力で切り開き、足を踏み入れ、そこに何があるか、知

りたい、見たい、という思い。不確かでそれが成功するか

否か判らないけど、危険を冒してでも、あえてそれに挑む

心意気。一歩でも高いところに登りたい、息が切れ、死が

近ずこうとも、自分の足でより一歩、高みに上がりたい、

その様な心に突き動かされる時がある。誰の足下にもなっ

たことの無い白銀の頂、なんと魅力的なことか。

　そんな未踏峰を、モンスーンの影響の少ないカラコルム

に的を絞り、我々の力量からして 7000m そこそこの山を探

した。パキスタンの五大氷河の一つヒスパー氷河の周辺

に、幾つもの適当な山があることが判った。そんな中、キ

ンヤン氷河の奥づめに、キンヤンチッシュ (7852m)、ディ

ステギルサール (7885m)、トリヴォール (7728m) に囲まれ

ディステギルサールとトリヴォールを結ぶ稜線の中間に、

約 7200m の未踏峰、ブラルンサール (Bularung Sar) を見

つけた。筑後同人山岳会を中心に、「筑後カラコルム登山

隊 1980」を組織し佐野氏 (故人 )を隊長に医師を含めて 9

足達　敏則

１． 未踏峰をめざして１． 未踏峰をめざして

第Ⅱ部 会　員　活　動　報　告

ンリガルポ偵察隊 -2002(2-7)•••••••••••••••• 松本徰夫

・西部・東部崗日嘎布山群山稜・水系地図(8-9)•• 松本徰夫

・崗日嘎布山群第 2次調査 (10-12)•••••••••••• 渡部秀樹

・酷寒期の八ヶ岳登頂 (12-13)•••••••••••••••• 松隈　茂

・平成 14 年度福岡支部通常総会報告 (14-16)••• 副島勝人

第 16 号　2003 年（平成 15 年）12 月 12 日発行

・ビルマ (ミャンマー )訪問記―カ・カルポ・ラジを目指して (1-5)•• 辻　和毅

・平成 15 年度福岡支部通常総会報告 (6-7)••••• 副島勝人

・「九州の岳人たち―その登山史」に関する訂正(8)•• 事務局

・「第 11 回日本山岳会九州 5支部懇談会・交流登山の集い」

のお知らせ (8-9)•••••••••••••••••••••••••••• 事務局

・日本山岳会福岡支部・崗日嘎布山群第3次調査隊(9-10)•• 事務局

・福岡登高会カムチャッカ遠征 2003(11-16)•••• 渡部秀樹

第 17 号　2004 年（平成 16 年）6月 21 日発行

(B5 判から A4 判に変わる )

・2003 年第 3次カンリガルポ調査の概要　カンリガルポ山

群、未知の谷と未踏のピークの解明 (1-4)•••• 渡部秀樹

・米堆谷 (4)•••••••••••••••••••••••••••••••• 中山　健

・東チベット・カンリガルポ山群の山名(5-10)••• 松本徰夫

・カンリガルポ山群・主稜山岳表 (10)••••••••• 松本徰夫

・カンリガルポ山群・山名調査表(11)•• 松本徰夫・渡部秀樹

・Skelton Maps of the Eastern and Western Kangri 

Garpo Mountains(12-14)•••••••••••••Yukio Matsumoto

・平成 16 年度福岡支部通常総会報告 (14-15)••• 副島勝人

・宗像四塚逆縦走 [13 ｋｍ ](15-16)••••••••••• 松隈　茂

第 18 号　2005 年（平成 17 年）4月 17 日発行

・支部長就任にあたって (1)•••••••••••••••••• 中山　健

・灯台下暗し－文献探しに思う―カンリガルポ山群―

(2-5)••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 辻　和毅

・カンリガルポ山群、未知の谷と未踏峰の解明 (2004)(5-9)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 渡部秀樹

・Skelton Maps of the Kangri Garpo Mountains (Bomi 

and Extreme East)(10-11)•••••••••••Yukio Matsumoto

・里山の中央分水嶺踏査顛末の記 (12)••••••••• 副島勝人

第 19 号　2006 年（平成 18 年）4月 15 日発行

第Ⅰ部　崗日嘎布山群調査 (第 1次隊～第 5次隊 )特集

・5年間を振り返って、今後を考える (1-2)••••• 松本徰夫

・日本山岳会福岡支部崗日嘎布山群調査の軌跡(2-6)•• 渡部秀樹

・崗日嘎布山群の山峰名(概要図・山名調査表・写真)(6-10)

•••••••••••••••••••••••••••••••• 松本徰夫・渡部秀樹

・米堆谷について (11-12)•••••••••••••••••••• 中山　健

・崗日嘎布山群に関係した福岡支部会員の 2006 年春まで

の発表記録 (12-13)•••••••••••••••••••••••• 松本徰夫

第Ⅱ部　崗日嘎布山群第 5次調査隊報告

・第 5次隊の行程表 (14)••••••••••••••••••••• 辻　和毅

・第5次隊植物観察報告(植物高度分布図・植物分類産出表・

写真と説明 )(14-20)••••••••••••• 松本徰夫・下田泰義

第Ⅲ部　福岡支部「中央分水嶺踏査」報告(21)••• 副島勝人

第Ⅳ部　会員活動報告　ベトナム最高峰ファンシーパン

(3143m) 登頂記 (22-26)••••••••••••••••••••• 高木壮輔

第 20 号　2007 年（平成 19 年）4月 15 日発行

『福岡支部創立 50 周年記念特集号』

第Ⅰ部　福岡支部創立 50 周年記念特集

・はじめに－福岡支部創立50周年によせて(1-2)••• 中山　健

・日本山岳会福岡支部創立の頃 (2)•••••••••••• 松本徰夫

・日本山岳会福岡支部再建のころ (3)•••••••••• 深田泰三

・日本山岳会福岡支部の発展を期待する (3-4)•• 松本徰夫

・東海支部員から福岡支部をみる (4-5)•••••••• 石原國利

・50周年に寄せる私の思い出 (5-6)•••••••••••• 井上　優

・福岡支部の歩み―活動概史 (6-8)•• 松本徰夫・深田泰三

・福岡支部　思い出のアルバム (8-9)

・福岡支部報　総目次（第 1号～第 20 号）(9-11)•• 倉智清司・辻　和毅

第Ⅱ部　会員活動報告

・未踏峰をめざして (11-12)•••••••••••••••••• 足達敏則

・アイガーのミッテルレギ岩稜からの帰還 (12-13)••• 松隈　茂

・日本山岳会および福岡支部の現状 (13-14)•••• 渡部秀樹

・Greenland のチョウノスケソウ－ 2002 年７月－（14-15）•• 山本　博

・キングドン・ウォード追想（15-18）••••••••• 辻　和毅
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人で挑戦した。高校の教諭が 4 名いたので、6 月末からの

年休と 8 月一杯で帰国する条件で、1980 年 6 月 19 日出発

した。

　6 月 20 日ラワルピンディー着。ミセス・デェービスに

宿泊して登山の準備にかかった。現在と違ってエーゼント

会社もなく、すべて自分たちで手配しなければならない。

外国人登録、観光省との交渉、その間にコックの雇用、食

料等の購入、運送会社の決定、カーゴの受け取りなどやる

ことが山積。そんな中、隊員は毎朝トレーニングに励む。

困ったのは、リエゾンオフィサーとの合流がなかなか出来

なかった事だった。彼は軍人であちこち動き回り連絡が取

れず、ラワルピンディーに足止めさせられた。予定より 7

日遅れて 7月 6日出発、ギルギットを経て 7月 9日ナガー

ルに着く。7 月 10 日、ここでポーターの雇用。沢山の住

民が集まってきて混乱。ポーター頭を決め、ＬＯとナガー

ルの役人と共に 69 名のポーターを雇用。どたんばで日数、

賃金の事などでもめる。結局 1 日 105 ルピー、7 日間で解

決 (1 ルピー、約 22 円 )。字を書ける人はサインを、そう

でない人は栂印をおさせ、靴、ソックス、サングラスを配

布、ようやく出発。

　村落を抜けると、両側は草木の無い岩肌をむき出しの崖

が迫る、ヒスパー川の右岸沿いに進む。ポーターたちは休

み休みで進まず苛々する。12 日左岸に渡って、扇状地に

上がりヒスパー村に着く。4 ～ 50 軒はあろうかと思われ

る大きな村落。耕地もかなり広い。正面にヒスパー氷河の

舌端が見え、雪を付けた山々も望める。住民が集まって

くるもポーターの雇用は無いと告げる。13 日は雨で停滞。

14 日出発。2 時間余りでヒスパー氷河に上がる。舌端は

100m 近い厚さで真下から水が噴き出しヒスパー川となっ

ている。舌端上のモレーンを右岸に横断、氷河の河岸段丘

沿いに進む。草付きの広場があったりして快適なコース。

氷河はかなり広く、両岸は雪をべっとり付けた 5 ～ 6000m

の山々が連なっている。キャンプ地でポーターたちが歌っ

たり、踊ったりして楽しい一時を過ごす時もあった。16

日対岸にマクロンチィシュ (6608m 未登峰 )をみて左折し、

キンヤン氷河に入る。正面に目指すブラルンサールが見え、

身震いするほどの感動を覚える。こち側は雪壁になってい

て、頂上から岩交じりの尾根が出て、厳しそうだ。キンヤ

ン氷河右岸の河岸段丘上を、対岸にキンヤンチッシュの大

きなそして素晴らしい姿を見ながら進む。所々にお花畑が

あり、そのうちトリヴォール、ディステギルサールも見え

出す。いずれも雪をしっかり付けた純白の美しい山、そし

て重みがある。ついに来たぞという感動を覚える。7月 17

日草原で花の咲くブンパル(4350m)に着きBCとする。ポー

ターに賃金を支払う。ボーナスを含めて800ルピー支払う。

ポーターたちうれしさを満面にたたえて、手を合わせ、何

度も何度も頭を下げて下山していった。

　南稜が頂上へ一番近いが、厳しい傾斜と岩稜で、我々に

は一寸厳しいと判断。少し遠回りになるが右に回りこみ、

短い支稜に取り付くことにする。C Ⅰ、C Ⅱに荷上げして

いるとき、BC にディステギルサール東峰に登頂し終えた

ポーランド隊 5名が下山して来た。食料がほとんどないら

しく、我々の食料をもらってすごく感謝された。又キンヤ

ンチッシュを偵察に来たイギリス隊の 1人も来る。数学の

先生だそうで、楽しい人だった。トリヴォールとブラルン

サールから流れる氷河を渡って、南稜の付け根付近にＣ

I(4700m) を建設。ここから一旦キンヤン氷河に下り、大

きなもので 20m はありそうなセラック帯の中を進む。青氷

の中でまさしく幻想の中を歩く思い。台地に上がりこみ

27 日ＣⅡ (5150m) 建設。さらにキンヤン氷河の一番奥を

クレバスに注意しながら渡り稜に取り付く。一寸した岩登

り。8 月 2 日ＣⅢ (5650m) 建設。素晴らしい眺め、キンヤ

ン氷河が波打って見える。これぞ氷河だと言う実感。正面

にディステギルサール、背後にキンヤンチッシュ、素晴ら

しいロケーション。稜の右側ですごい雪崩、粉雪をかぶる。

　この頃から毎日午後は雪、徐々に日程が遅れてくる。岩

稜にフィックスを張りながら進み、12 日 C Ⅳ (6200m) 建

設。いよいよここからアッタクとする。しかし連日雪で動

けず停滞。8 月 15 日、ついに断念。17 日ＢＣに撤収。諦

めきれない重い気分。帰りの支度は遅々として進まず。20

人のポーターを呼び、往路と同じ道筋でナガールヘ。ここ

から車でギルギットを経てラワルピンディー。そして 8月

29 日帰国。

　登頂はならなかったものの、77 ～ 800m の山々を充分に

満喫できたし、何はともあれ、誰も踏み入れたことの無い

雪の斜面に、岩稜に足跡を残せた。またラワルピシディー

での人々との交流、キャラバン中の現地の人々(ポーター)

との交流など得るものが沢山あった。尚ブラルンサールは

1990 年、スイス隊に登頂された。

　ベルナーオーバーランド三山は北から南西にアイガー、

メンヒ、ユングフラウと並んでおり、メンヒとユングフラ

ウは 2001 年（平成 13 年）夏に連登した。

　メンヒは前年 7月に標高 3900m 地点でブリザードと雷に

遭って退却していたので 2 度目だった。2003 年度に日本

アルパインガイド協会のアルパインガイド養成学校で岩

壁・氷壁登攀の研修を受けて、2004 年夏、漸くアイガー

を目指した。8 月 7 日の 15 時 30 分にアイスメーア駅でガ

２． アイガーのミッテルレギ岩稜からの帰還２． アイガーのミッテルレギ岩稜からの帰還

松隈　茂

【左：トリヴォールの端、中央：ブラルンサール、右：ディステギルサールの一端】
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イドと会う約東であったが、早めにホテルを出たので、グ

リンデルワルト駅 13 時 19 分の列車に間に合った。駅員が

荷物室付き車両に先導して呉れたので、一番先にザックを

床に置き、ドアを隔てた座席に着くと登山者十数人が乗り

込んで来た。その内の最年長とおぼしき男が私の隣に座っ

たので、話し掛けると『ガイド 4人を含む 10 人パーティで、

6 人全員が、ＳＲＣ（スイスロッククライミングクラブ )

のメンバーで、自分はルツェルンに住んでいるがアイガー

は初めてである』等々を話した。

　私はアイスメーア駅の最後方の窓付き部屋でゆっくりと

身支度をした。ハーネスの左側に 8環とルベルソ、右側に

はカラビナ、肩に斜めに掛けたテープスリングにソーンス

リング長短各 2本を掛け、カラビナは 6枚だった。またヘ

ルメットを着け、縦走用ピッケルを握った。次の列車で来

たガイドのイエティ ( ベルト・ヒューテマッヘのニック

ネーム ) とはホーム中央で 4 年振リに会った。彼は身長

190 ㎝、体重 80 ㎏、43 才でアイスメーアの窓から氷河を

覗く為に降り立った群衆の中で一際目立った。すぐに私を

見付け、まず私の装備を点検し、ロングスパッツは明日は

付けないよう指示した。彼はハーネスにヌンチャク 3 個、

カラビナ10枚程、長短のロープスリング4本を次々に付け、

私にザイルの端を渡したので、ダブル 8でハーネスに結ん

だ。会って僅か 10 分後に『レッゴー』となった。格子戸

を開き、内側のスイッチを押すと灯が天井に一斉に点灯し

た。この下り勾配のトンネルは出口に近かづくと下部全面

が氷結して非常に滑り易く、ピッケルを使った。アイガー

の南壁に沿った雪原を私が先頭で登り下りし、幅 50 ㎝程

のクレバスを飛び越える前にイエティが先になり、岩場の

下で『アイガーはビックマウンテンだ。ここが最初のロッ

ククライミングである。素手で登る』と言った。イエティ

は岩にねじ込まれたステンレスボルトの頭のフックにヌン

チャクやカラビナを付け、ザイルを通して登った。私はセ

ルフビレーしたが、彼は『自分のビレーは不要』と言うの

でザイルを送った『シゲル　カムオン』の声に『クライム・

アップ』と応え、2ピッチで登り切った。それから冗談で『今

度はシゲルがガイド』と言うので、私がトップで層状の岩

場を長い平行移動と僅かの登りを繰り返し、ミッテルレギ・

ヒュッテの直下から直登し、出発から 2 時間 18 分後の 18

時 05 分にヒュッテに到着した。靴を備付けのスリッパに

履き代えると、イエティがヒュッテの管理人のレジーナに

紹介した。

　ここに泊まる 22 人の 10 人程が 19 時からの二番手の食

事で、まず 500ml の缶ビールをグラス 2 杯に分けて再会

を祝い、サラダ、スープ、カッテージ・チーズのあえも

の、赤豆、ポテト、厚切ハム、パンの食事をたっぷり 1時

間かけて食べた。21 時に 3 フロア寝室の最下段に用意さ

れた寝袋で、イエティの隣で枕を並べて寝たが、1 時間ほ

どすると強烈な雷がやって来て、避雷針に被雷したらしく

シューンと言う音と共に建物が振動した。また霰が屋根を

打つ音が暫く続いた。

　8 月 8 日、4 時半に大陽光発電による照明が点灯され起

床、すぐ食堂に入るとパン、ジャム、紅茶の朝食が手際よ

く出され、私の 800ml 入りテルモス 2本に、ハーブ入り紅

茶をレジーナが一杯にして呉れた。私とイエティはアンザ

イレンしてヘッドランプを点けピッケルはザックに取り付

け5時45分にヒュッテを後にした。すぐに両側が切れ落ち、

幅が 0.5 ～ 1 ｍ程の水平に近いミッテルレギの岩稜を、イ

エティの僅か 2m 後を慎重に進んだ。稜線の二つ目の雪渓

に到達すると角稜を掴めた。直径 4㎝程の二つの固定ロー

プは両手で掴んで登り、セルフビレーとクライム・アップ

を繰り返しグロッサー　ツルム（大塔）の下部、標高 3,650m

地点に到達した。

　ミッテルレギ・ヒュッテの標高 3,355m、アイガーの標

高 3,970m であることから中間点であった。イエティが『頂

上まで 2 時間だが、北西のあの黒い雲は天候の悪化を示

している。シゲルはどう思うか』と尋ねた。「リタイアー

OK」と答え、私がトップでクライム・ダウンし始めると、我々

の前後に居たパーティも下山を始めた。10時29分にヒュッ

テに帰還し、テラスで紅茶を飲んでいる間も天候は刻々と

変わり、今朝出発した 18 名全員が途中から帰還した。

　日本山岳会は 1905 年に設立され 2005 年に創立 100 周年

を迎えた。また、福岡支部は今年 50 周年にあたり、ここ

で日本山岳会と福岡支部の現状について少しまとめてみた

いと思います。

１．会員構成からみる日本山岳会と福岡支部

　2007 年 2 月 1 日現在での日本山岳会在籍会員数は 5,656

名で最終会員番号は 14378 番とのことです。在籍会員数は

最近はやや減少傾向にあり、平均年齢は 65 歳を超えたと

聞いています。この内 50.5％が北海道から宮崎までの支

部に所属する会員で、42％が支部のない首都圏、7.3％が

その他無所属となっている。人員構成はもちろん首都圏

（2,375 人）が圧倒的多数で、全国 25 支部では関西支部（319

人）が最も多い。ついで東海支部（287 人）、越後支部（231

人）、北海道支部（227 人）、京都支部（226 人）とつづく。

一方、会員の少ないところでは熊本支部（41 人）、山陰支

部（44 人）、石川支部（51 人）、青森支部（52 人）などで

す。福岡支部は現在106人で、25支部平均よりやや少ない。

九州 5支部中では最も多いものの、近年減少傾向にありま

す。一方、宮崎支部（99 人）、北九州（80 人）は増加傾向

にあることは特記すべきことでしょう。また、日本山岳会

事務局 渡部　秀樹

３． 日本山岳会および福岡支部の現状３． 日本山岳会および福岡支部の現状

2004 年 8 月 7 日（土）19 時頃ミッテルレギ・ヒュッテにて
左よりレジーナ、イギリス人、南ア人、松隈茂、ベルト・ヒューテマッヘェ
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　Greenland の氷床踏査を計画したのはカラコルム K2 遠

征で勇名を馳せた福岡登高会であった。その会員の殆どは

日本山岳会福岡支部の会員でもある。南極大陸に次ぐ大き

さをもつ大氷床はよく知られているが、周辺部の氷瀑など

の情報は全くなかった。はっきりしているのは夏の北極

圏では暗くなる時間帯はないということだけといってよ

かった。向こうの地図でも 85% を占める内陸部は純白、そ

の中に一ヶ所 ＋ Summit 3238m とあるだけである。本国

Denmark からは、Copenhagen から Iceland 上空を経て空路

約５時間、機は東海岸に連なる急峻で氷雪に輝き氷河に彩

には入会しないが、準会員ともいうべき会友制度を設けて

いる支部が 11 支部あります。例えば北九州支部、東九州

支部は支部会員とほぼ同数程度の支部会友があり、それを

加えると福岡支部よりかなり多い構成員数になります。

　福岡支部では支部会費は徴収していませんが、支部独自

の支部会費を徴収している支部は 17 支部あり、九州では

福岡支部以外はすべて支部会費を設けています。また、北

九州、東九州、熊本支部は会友（準会員）の制度がありま

す。福岡支部は支部会費もないし、準会員という参画もな

いので、会員同士のサロン的で自由な雰囲気が特徴かもし

れません。一方で、支部への帰属意識をどのように維持す

るかは、今後課題となるのかもしれません。

２．「公益社団法人」化への動き

　国会にて 2006 年 5 月、公益法人制度改革として、社団

法人・財団法人のあり方を抜本的に見直すための公益法人

制度改革関連 3 法が成立しました。2008 年度より全面施

行予定とのことです。これにより、中間法人法が廃止され、

民法の法人の規定が大幅に削除されます。日本山岳会は「公

益社団法人」または「一般社団法人」を選択しなければな

らなくなります。現在、施行令等の内容はまだ明らかになっ

ていないようですが、「公益社団法人」でなければ税法上

の寄付金控除団体にはならないのではないかと考えられて

います。日本山岳会は「公益社団法人」化を目指すことを、

理事会の当面の運営方針として示されており、会員からの

幅広い意見を求めているところです。審査基準など具体的

内容が明らかにされてはいませんが、「公益社団法人」は

より公益性が求められることになるでしょう。

　会員のためだけの共益事業のみでは、公益性があるとは

考えられないので、今後は会員外への「公益事業」も求め

られることになるでしょう。すでに支部によっては地域へ

の還元活動に取り組んでいるところもあります。例えば北

海道支部は児童を対象とした自然学校や、高山植物盗掘防

止パトロールなどを実施している。また、宮崎支部は家庭

裁判所から委託され、補導少年の登山を行なうなどユニー

クな活動を行なっている。その他、登山教室や自然学校、

清掃登山などを実施している支部もあるようです。本部は

このような支部独自の活動を参考にしつつ、日本山岳会全

体的な公益事業について検討していくことにもなるでしょ

う。

　一方、創立 100 年を超え、社団法人として 65 年の歴史

の中で実施してきた登山や探検、研究が、一般に与えた影

響は多大なもので、登山自体が探検的、学術的な面におい

ても公益性が高いとの認識もあります。そう考えると日本

山岳会の本道ともいえる登山、探検自体も今後ますます重

要になっていくでしょう。支部の活動においては、登山自

体の探求とともに、地域に密着した活動としての公益性を

考えていかなければならないのではないでしょうか。

　日本山岳会はさまざまな分野での経験をお持ちの方々が

会員です。今後の支部活動においても、会員の方々からい

ろいろな形でのご協力や、ご助言をいただき「公益性」に

ついて考えていきたいと思います。ご意見、ご提案を事務

局までお知らせいただければ幸いです。

３．日本山岳会のホームページ

　日本山岳会のホームページ（ホームアドレスは「http://

www.jac.or.jp/」）について簡単にご紹介します。開くと

一般の方でも見られるページと会員専用ページから構成さ

れています。一般ページには日本山岳会の紹介や活動内容、

会報「山」の記事、委員会、同好会、支部の活動などがま

とめられています。会員ページを見るには、登録申請をし

てパスワードを取得します。ここには会員へのインフォ

メーション、各種規定、蔵書目録、会員の掲示板などがあ

ります。今後、福岡支部のページも充実させていきたいと

思います。また、2006 年 4 月からメールマガジン「日本

山岳会だより」が配信されています。メールアドレスをお

持ちの方は是非登録してください。

４． Greenland のチョウノスケソウ－2002 年７月－４． Greenland のチョウノスケソウ－2002 年７月－

山本　博

【予　告】

■2007年９月29日（土）　16：00～20：00
■場所：西日本新聞会館16階【福岡国際ホール】
●記念講演会：中村 保（なかむら たもつ）氏「ヒマラヤの東」
　1934 東京生まれ。一橋大学山岳部ＯＢ。中国南西周辺の
旅は 28 回に及ぶ。著書に「ヒマラヤの東」三部作がある。
2003 年秩父宮記念山岳賞受賞。日本山岳会英文誌
『Japanese Alpine News』編集人。
●翌日9月30日（日）には「万葉の里ハイキング」四王子山～
大宰府政庁跡周辺などを会員である太宰府天満宮の神官
に案内していただく予定。

日本山岳会福岡支部
創立50周年記念トレッキング（予告）

■期間：2007年11月前半の約２週間の予定
●福岡支部カンリガルポ調査参加メンバーがカンリガルポの
知られざる魅力をご案内します。チベット最大級の拉古氷河
を望む拉古村、迫力のアイスフォールが美しい米堆谷など
を訪れます。また山群高峰群を望む４６００ｍ峰にも日帰
りで登る予定。
※支部会員に関わらずどなたでもご参加いただけます。詳細
は福岡支部事務局までお問い合わせ下さい。        
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られた山脈を越え、さらに大氷原を越えて西海岸から深く

入り込んだ入り江に面した Kangerlussaq に着陸した。

　テントサイトは cushion plants に覆われた斜面と氷床

が接するところに決まった。傍らには氷床から流れ出る小

さな流れがあり、すぐ横には大きな氷塔が立っている。テ

ントサイトでは日ごとに緑が芽生え、まばらに花が咲き出

して、１週間ほどの間にテント周辺は花に囲まれた。種類

は少なかったが、極北の地で思いもかけない光景であっ

た。その中に花はチョウノスケソウそのままであるが、葉

の形も大きさも全く異なる植物が目を引いた。現地語と

Denmark 語だけで説明してある植物図鑑で調べてみた。図

版には学名がつけてある。これは世界共通である。学名は

Dryas integrifolia とある。これで日本のチョウノスケ

ソウと同じバラ科チョウノスケソウ属の近似種であること

がはっきりした。

　植物調査のため、来日したロシアの K.I.Maksimo-

vich(1827 ～ 1891) は４年間滞在して日本の植物採集に

努めた。その後も助手として採集を続けた須川長之助

(1842 ～ 1925) は 1889 年夏、始めてみる美しい花を北ア

ルプス立山一の越で採集した。標本は既に帰国していた

Maksimovich に送られ、ヨーロッパ産のDryas octopetala

と同一種と同定された。この植物は氷河期に北極を中心に

形成された大氷原を取り巻くように分布していたが、間氷

期に入り氷原が縮小するにつれ、それを追うように北に移

動していった。北極周植物と呼ばれている。南に残されな

がら生き残ったのは高山に登りついて気温の上昇に耐ええ

たものだけであった。それが遠く離れた極東の、緯度から

見てずっと南に位置する日本の高山で発見されたことは驚

きでむかえられた。美しい淡い黄白色８弁の花を咲かせる

常緑の矮小潅木、小種名のoctopetala は８弁のを意味す

る。その後、チョウノスケソウと名づけたのは牧野富太郎

博士である。日本での生育地は少なく、南限は南アルプス

であるが、これはそのまま世界の分布南限にもなる。現在

は研究が進んで、ヨーロッパ産のものを学名上の母種とす

る一変種Dryas octopetala var. asiatica とされている。

　英国の著名な登山家であり Alpine club の会長もつと

めた Thomas G.Longstaff(1875 ～ 1964) は自伝“THIS MY 

VOYAGE”を残した。それは「わが山の生涯」として邦訳さ

れた。( 望月達夫訳・白水社・1957)。彼は後年数次にわ

たった Oxford University Expedition に参加、隊長とし

て隊を率いたこともあった。Spitzbergen((1921,1923),Gr

eenland(1928,1934)への学術探検である。その両方にチョ

ウノスケソウ属 Dryas が記録されている。Spitzbergen

産 は Dryas octopetala と あ り、Greenland 産 は Dryas 

integrifolia とある。同じ北極圏にあっても、その頃す

でに Greenland のものは異なる種と認識されていたこと

が分かる。

　近頃、北の辺境に行くことが多く、花の時期には気をつ

けているが Canada や Alaska では探し出せなかった。し

かし、2006 年８月 Kamchatka ではDryas octopetala を見

つけることができた。花も彫りの深い葉も日本のものと同

じに見えた。Kamchatka では他の植生をみても日本の高山

植物が北からの影響を強く受けていると実感したことで

あった。それにしても、日本におけるチョウノスケソウの

生育地は少なく、見ることは難しいが、僅かにでも残って

いることに感動する。しかし、このまま地球の温暖化が進

めば絶滅に瀕することは目に見えている。なんとか生き延

びてくれることを願うばかりである。

　１．キングドン・ウォードとカ・カルポ・ラジ

　キングドン・ウォードの名を初めて聞いたのは、学生時

代松本徰夫氏からである。私は、その頃探検部に属し何か

の集まりの折であったと思う。ビルマに関心があったから、

その地に多くの足跡を残したという探検家に興味をそそら

れて、もっと知りたいと思いは募った。しかし、当時手に

入る文献は限られて、どうすればよいのか全く雲をつかむ

ような話であった。大学の図書館にあった Geographical 

Journal のコピーが唯一の手がかりであった。なかでも、

特に興味があった北ビルマの山に関する数編を集めるこ

とができたし、幸いしばらくして 1975 年に翻訳されたば

かりの『青いケシの国』（原本は『The Land of the Blue 

Poppy』,1913）を読んだ。

　同じ頃、同氏から聞いた「ビルマ最高峰のカ・カルポ・

ラジを垣間見た西洋人はキングドン・ウォードしかいな

い」という謎めいた話も未踏峰に憧れる若者を魅了する一

言であった。そのような山に近づいた探検家への羨望と共

に、彼が近寄りがたい雲の上の“探検の神様”のようにみ

えたことを思い出す。その山はビルマとチベットの国境に

あった。そのくだりはその当時集めた Himalayan Journal

のなかにある。彼が書いた「Ka Karpo Razi : Burma’s 

Highest Peak」（1939）と題する記事に、「I was just in 

time to get a close-up view of it(Ka Karpo Razi), 

the first ever seen by a European. The whole southern 

face was exposed,・・・」と著者の興奮が伝わってくる

ような口調で綴られている。

　その登山は 1937 年 6 月にラングーンを発ち、その年の

秋に行われた（図．1）。

　イラワジ川の東源流であるナムタマイ川の源頭アドゥン

谷の西支川ガムラン川を詰めた。カ・カルポ・ラジの南面

から接近したが、険しい岩壁に阻まれ登高を断念した。そ

の結果は G.J.（1939）にも速報され、12 年後に出版され

た『Burma’s Icy Mountains』（1949）に詳しくまとめられた。

本には雲間に立ちはだかる黒い南壁の写真があるが、残念

ながら山頂は見えない。そのときは、登頂の可能性のある

登路は氷河が厚い北面にあるだろうと判断して彼は帰還し

た。そのほぼ60年後の1996年9月、尾崎隆とナンマー・ジャ

ンセンは、まさしくこの北面のルートから初登頂を果たし

た。しかし、彼らの報告書『幻の山　カカボラジ』（1997）

には、最高峰の勇姿を真正面からとらえた鮮明な写真はな

い。「幻の山」は簡単に姿を見せてくれそうにない。

　時代は遡るが、1938 年 6 月にコールバックは、サルウィ

ン川源流の探検に再度挑戦するため北ビルマに入った。

1935 年から翌年にかけてハンベリー・トレイシーと二人

で挑んだ探査は途中のナクショビルで引き返していた。こ

辻　和毅

５． キングドン・ウォード追想５． キングドン・ウォード追想
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のときは、ミートキーナの上流で、イラワジ川の東支川マ

イカ川と西支川マリカ川に挟まれた「The Triangle」地域

を中心として 1939 年 10 月まで滞在した。この間英国博物

館のため植物と動物の採集を続け、新種も発見している。

　しかし第 2次世界大戦が勃発し、兵役に就くため急
きゅうきょ

遽帰

国し源流探査の目的は果たせなかった。

　このとき、彼はカ・カルポ・ラジを遠望した可能性はある。

距離にして 150 ～ 200 ㎞である。深田久弥の『ヒマラヤの

高峰』の編者が「コールバックも見たのではないか」とわ

ざわざ注を付けたのは、このことを指している。

　しかし、コールバックが歩き回った「The Triangle」の

さらに北に入った英国人は、それ以前にも多い。19 世紀

の初めアッサムを越えてカムティロン（プタオ地方）に初

めて入ったウィルコックスやバールトンを始め、サンデマ

ンやグレイがいる。プタオからカ・カルポ・ラジまで、直

線距離で 100 ㎞余でさらに近い。20 世紀に入ってヤング

は雲南から入域し「The Triangle」を斜断してプタオ経由

でアッサムに抜けた。さらに 20 世紀初頭に、アボール遠

征の支隊としてビルマ北部の奥に入ったバーナードは広範

な測量を行ない、英国の覇権の範囲を確固たるものとした。

　上に述べたキングドン・ウォードの話が、果たして真実

かどうか判らない。彼はカ・カルポ・ラジを最高峰として

その名を世に知らしめた人であるというのが、実情に近い

のではないだろうか。

　というのは、この山がインド測量局のペッターズの隊に

よって測量され、地図に 19,315 フィート（5887m）の最高

峰として記載されたのは、1925 年（No.91,H-SE）だから

である。このとき、ペッターズは実際に測量しておらず、

部下が行なったらしい。私はこの地図を 35 年前、ビルマ

のラングーン大学の地質学教室で見たことがある。

　２．最後のビルマ探検

　キングドン・ウォードは戦後の 1953 年になって再びビ

ルマに向かう。ビルマは 1948 年に英連邦から独立したば

かりで、まだ行動の自由は許されたのだろう。そしてその

まとめとして『Return to the Irrawaddy』を 1956 年に上

梓した。この本は、彼の存命中最後の著作となった。ここ

ではその内容に触れる余裕はないし、この時は北の国境近

くの山まで接近した訳ではない。

　ただ触れておきたいのは、この本にある一葉の写真であ

る（図．2）。そこには、2 度目の妻ジーンの傍らに立って

微笑んでいる彼の横顔がある。自分の顔写真を入れた本は

他に見あたらないうえに、このようにくつろいだ表情を捉

えた写真は非常に珍しい。彼は、何か小さなスライド写真

をジーンに示しながら微笑んでいる。その表情から、し

かめっ面で厳格な雰囲気の漂う肖像写真を見慣れた者に

はとても想像できない、穏やかで満ち足りた心境が伺え

る。そして、写真の下の説明がまたふるっている。「一つ

の遠征は終わった。次の未開の地へ冒険を考えていると

ころ」とある。原文は「One Expedition over, another 

is born. Jean and Frank Kingdon-Ward plan their next 

adventure into the wilds・・・」である。

　彼がこういう発言を実際に残したかどうかは不明だが、

この話は、深田久弥が「岳人」に連載した『ヒマラヤの高

峰　81　カ・カルポ・ラジ』（211 号、1965 年）に紹介し

ており、その当時から知っていた。原著の文字と写真を見

たのはこの本が手に入った 2004 年のことである。長年の

失せ物をやっと探し当てたようで、｢ ここにあったのか！

｣と興奮をおぼえた。 

　ここで彼がいう「未開の地」が、カ・カルポ・ラジとい

う訳ではない。編集者のコメントであるにしても、探検に

明け暮れた彼の生涯を端的に表現した秀逸なキャプション

といえるだろう。ついでながら現在ジーンは 80 歳代の前

半で健在だと言う。

　これはまったく個人的な印象であるが、彼はプラント・

ハンターとして珍しい植物を採取するために崖を這いつく

ばってでも山を登る。しかし、カ・カルポ・ラジほど純粋

に山岳登攀に執念を燃やし、実際に登山行動もした山は

唯一ではないだろうか。その山はもちろん未踏峰であっ

た。彼は、探検報告のほとんどをいち早く G. J. に寄稿し

ている。しかし、カ・カルポ・ラジの報告は試登の翌々

年 Himalayan Journal に載せており、山岳登攀としていち

早く報告する意欲を示したのではないかと思われる。彼は

1928 年に、インドのデリーで創設された The Himalayan 

Club の創設メンバー 127 名の一人であろう。

　彼が探検を本格的に始めたのは 1911 年のビルマである

し、北ビルマからチベットあるいは雲南に向かうルートは

一番頻繁に通っている。何度もこの山群を眺望したに違い

ない。『Return to the Irrawaddy』にまとめられた探検行

の折、1953 年 4 月に彼は 68 歳の誕生日をビルマで迎えた。

そのとき、イラワジ川源流にある 3353 ｍを越えるタグラ

ム・ブムに立ち、カ・カルポ・ラジ連峰のパノラマを展望

している。ビルマ、特にカ・カルポ・ラジに対する思い入

れは他の山とは違って格段に強かったのではないかと感じ

られる。

　私が 1972 年 2 月にビルマに行ったのは、この山の登山

の可能性を探るためであった。残念ながら肝心の相手に会

えずそのきっかけさえもつかめなかった。一橋大学 OB の

中村保氏は、その数年後登山許可を得て隊を編成するばか

りになっていたという。しかし、学内のバックアップ態勢

図．1　北ビルマ概略図（Burma’s  Icy  Mountains,1949 より）
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が整わず実現しなかった。それを直接お聞きしたのはつい

最近のことである。尾崎隊に先を越された無念さが言葉に

こもっていた。

　３．いくつかの探検記録の断片

　世に喧伝された中央アジアやシルクロードと違い、東チ

ベットから、アッサム、北ビルマそして雲南に至る辺境地

域に関心を持つ人が多いとは思えない。もし興味を示す人

がいたとして、｢ キングドン・ウォードの名前を知らなけ

れば、勉強不足」と言われても仕方ないだろう。この山深

く険しい地域の探検史をひもとく時、必ず彼の名前を目に

するはずである。

　彼は 1910 年代から 50 年代にかけてこのような地域を数

多く探検し、地理的な、民族学的なそして彼の専門とす

る植物学に関する膨大な記録を残した。それは主として

Geographical Journal の紙面を飾り、その発行元である

王立地理学協会よりゴールド・メダルを受賞する栄誉に輝

いた。また各国の園芸関係の学会から名誉ある賞を数多く

授与された。

　さらに彼は生涯に各地の探検記録や評論をまとめて数多

くの本を著した。『青いケシの国』の解説には、24 冊の本

を出版したと書いてあるが、これは間違いで 1910 年に上

海で処女作『On the Road to Tibet』を出版しているから、

正確には 25 冊である。この最初に出版された著書はつい

最近復刻版が出た。存命中に出版されたのは『Return to 

the Irrawaddy』(1956) が最後であるが、没後 2 年経って

『Pilgrimage for Plants』(1960) が出版された。多くの

原稿は生存中にとりまとめられていたようだが、最終的に

はジーンの手で編集されたようだ。個人的な話題や心情に

触れることが極端に少ない彼の著書のなかで、これほど自

分の心情を吐露した本も珍しい。この本の序章に英国博物

館のステアーンがキングドン・ウォードの経歴について手

際よくまとめている。その巻末には著作集と論文のリスト

がある。そのリストから上記の最初の出版本はなぜか抜け

ている。これだけの数の本を世に出していながら、日本語

に翻訳されたのは長らくわずかに『青いケシの国』（倉知

敬訳 ,1975）の 1冊だけであった。

　彼の本は確かに植物の種名や専門的な記述が多く、読み

出すには少々気後れがし、淡々とした文章は読み続けるに

は辛抱が要る。地図でひとつひとつ地名を確認するのもか

なり面倒だし、残念ながら彼の本は判り易い地図を添付す

る気遣いに欠けたものが多い。測量は苦手である旨の文章

を読んだような気もするし、確かに他者に比べ地図の出来

は見劣りがする。結局は退屈して読むのを中断してしまう

ことが多い。おそらく著書の多くが他国語に翻訳されてい

るとはとても思えない範疇の書物である。しかし現在でも

彼の本は需要があるらしく、リプリント版も最近多く出て

おり、原本ともなると世界の古書市場では非常な高値で販

売されている。

　最近続けて彼の2冊の著作が日本語に翻訳された。『ツァ

ンポー峡谷の謎』( 金子民雄訳 ,2000) と最後の著書『植

物巡礼』( 塚谷裕一訳 ,1999) である。前者は私自身たま

たまカンリガルポ山群に行く機会を得て、にわかに地域が

身近になり本を手に取る機会が増えたことと、文章を書く

必要に迫られて一気に読み終えた。

　キングドン・ウォードは遠い過去の人とばかり思ってい

たが、彼が亡くなったのは戦後もしばらく経った 1958 年

4月8日で、73歳のときである。植物学者の中尾佐助氏は『雲

南周辺の植物探検概史、探検と冒険、第２巻』( 朝日新聞

社、1972) と『花と木の文化史』(岩波書店、1986) の中で、

彼がまとめた『マナスル踏査隊の報告書、英語版』（1955）

に対し、「中学時代から憧れていたキングドン・ウォード

がブックレビューを書いてくれたことが非常に嬉しかっ

た」と書いている。偉大で遥かな大先達であることに間違

いはないが、生身の人間として短いながら同時代を生きた

ことに改めて気がつき更に親近感を覚えて、私もまた嬉し

くなった。

　４．プラント・ハンター

　キングドン ･ウォードはいわゆる植物学者ではなく、欧

米ではプラント ･ハンターと呼ばれている。この日本では

なじみの無い“職業”を塚谷裕一氏はキングドン・ウォー

ドの『Pilgrimage for Plants』の翻訳本『植物巡礼』の

あとがきのなかで、次のように紹介している。

　｢ 簡単に言えば、自生の植物が乏しい英国において発生

した職業で、異国の地に赴き、観賞価値の高く、しかも英

国で育ちそうな植物を、生きた状態で集めてくるのがその

任務である ｣　さらに続けて、｢ 彼らは世界の園芸をリー

ドした英国園芸界に対してだけでなく、基礎となる植物学

に対しても貢献が著しく、その意味で世界的に人々は彼ら

の恩恵を被っていると言うことができる ｣。

　また、欧米のウェブサイトには、Botanical Garden な

ど各地の植物園、 Rhododendron Society など特定の植物

に関する学会などプラント ･ハンターに関する記事を掲載

したものが数多くある。そのものずばりに Planthunter. 

com があり、かなり広範な内容を含んでいる。

　それらを参考にするとプラント・ハンターはスコット

ランド出身者が多いことが分かる。そのなかで有名な人

は、ロバート ･ フォーチュン (1812 － 1880)、ジョージ・

フォレスト（1873 － 1932）、ユアン・コックス (1893 －

1977)、ジョージ・シェリフ (1898 － 1967)、ジョゼフ・フー

図．2  キングドン・ウォード夫妻（Return to the Irrawaddy,1956 より )
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カー（1817 － 1911）などである。

　さらに範囲を英国人に広げると、アーネスト・ウィル

ソン (1876 － 1930)、レジナルド・ファーラー (1880 －

1920)、フランク・キングドン・ウォード (1885 － 1958)、

フランク・ラッドロウ（1885 － 1972）、ロナルド・クーパー

（1890 － 1967）と著名な人たちの名前をほとんど網羅して

しまう。米国出身者で有名な人はオーストリア生まれの

ジョゼフ・ロック（1884 － 1962）である。そして彼らは

19 世紀後半から 20 世紀半ばまで、四川、雲南から東南チ

ベットへ、さらにビルマ、アッサム、シッキムにかけて広

範な動きを見せた数少ない探検家たちの名前とほとんど重

複する。

　19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて、日本もまた彼ら

にとって格好のフィールドであった。ツツジやサクラソウ、

シャクナゲなど、多くの植物が移植され欧米で珍重された。

多くの品種改良もなされた。

　ロバート・フォーチュンは明治維新前の 1860 年暮に日

本に来て、長崎、横浜、東京に立ち寄り、菊や竹を英国に

紹介した。ついでながら、世界自然遺産に指定され、九

州の人になじみ深い屋久島の“ウィルソン株”は上記の

ウィルソンに由来する。彼は 1914 年初めて日本に来た時、

東京の幡ヶ谷で美しいツツジに目を留める。1918 年に再

度訪日し、その里が九州の久留米であることを聞き出し

て、はるばると足を伸ばした。そしてキリシマツツジを改

良して育てた園芸職人の明石某に会い、特に美しい 50 株

のツツジを持ち帰った。このとき屋久島に立ち寄ったと

思われる。彼の大冊『China Mother of Gardens』(1929)

には、葉や新芽が野菜になる植物として Amaranthus 

paniculatus,Ya-ku という、ヒユ属の一種があがっている。

末尾の Ya-ku は屋久島に由来すると思われるが、専門家の

意見はいかがであろうか。

　５．今後のことなど

　2007 年 4 月、私は『ヒマラヤの東　崗日嘎布山群　踏

査と探検史』を松本徰夫氏編著、渡部秀樹氏と共著で上梓

した。このなかで、私は主として第二部の探検史を担当

し、第Ⅴ章ではケンブリッジ大学関係者の探検について述

べた。その筆頭がキングドン・ウォードである。

　不思議なことに、東南チベットを探検した探検家にはケ

ンブリッジ大学関係者が多い。年齢の順でいうと、すでに

述べたキングドン・ウォード、ラッドロウに始まり、コー

ルバック（1909 － 1986）、ハンベリー・トレイシー（1910

－ 1971）と続く。キングドン・ウォードの 1924 年のツァ

ンポー峡谷探検に同行したコウダー卿も同大学の学生で

あった。そのため、本のなかで１章を設けたのである。英

国の大学の両雄の一つ、オックスフォード大学出身者がな

ぜ登場しないのか、これまた興味ある話題である。

　今回書き終えた時、私は学生時代から長い間気にかかり

ながら放置していた大きな宿題をやっとやり終えたような

安堵感をおぼえた。その昔「もっと知りたい」と思ってい

た彼の探検や人となりを少し理解できたような気がする。

　この本には探検家がたどったルート図を付けた。キング

ドン・ウォードの足跡は、カンリガルポ山群周辺を含む東

南チベットからビルマ、雲南にかけて 1枚の地図上で幾重

にもおよんで煩雑である。改めてその広範な行動に感嘆し

た。

　インターネットで彼の事績を調べた際に、孫のオリバー・

トゥーレイ氏から私信を頂いたことは思いもかけないこと

で大変嬉しかった。日夜灯火のもとで偉大な探検家と「会

話」を交わす時間を過ごせたことはまことに幸運であった。

執筆中あれこれと著作や論文を検索し辞書片手に、事績を

たどるのは楽しくて仕方がなかった。来年は彼の没後 50

周年になるが、ますます身近な人に思えてきた。

　私は、カンリガルポ山群関係の文献を 2004 年から本格

的に収集し始めた。そして、いつの間にか、彼の 25 冊の

著書のうち、評論集を除く探検行に直接関係する 16 冊は

先輩方のお蔭もあって、すべて手元に揃った。また彼が

G.J. に寄稿した記事も、友人の協力を得てすべて集まっ

た。ジーンが著した貴重な 1冊も手に入った。多少出費は

かさんだが仕方あるまい。これからは、それらを題材に彼

の足跡を追いながら、私は次の「楽しみ」を求めてまた「歩

き」始めたいと思っている。
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《編集後記》
　1996 年 ( 平成 8 年 ) 事務局が福岡へ移ると、支部報 (No,9) の編集を仰せ付かりました。印刷知識
は全くの素人であり、予算との兼ね合いもあり、見様見真似の手作りで編集するしかありませんでし
た。当時は、ほとんどが手書き原稿で入稿、先ずはワープロで入力、次にページ割りをして、それに
基づき出力した原文を台紙に切貼りセットして、コピーするといった、今思えば編集や装丁のレベル
の低さを恥ずかしく思います。そのような拙い支部報を永年読んでいただいた会員の皆様に、お詫び
とお礼申し上げるとともに、多くの執筆者の皆様に改めて感謝申し上げます。
　それから 11 年、第 15 号頃からは、デジタル化時代によるパソコンの普及からデータ入稿が多く
なり、写真の取り込みや編集作業が改善されました。第 18 号から辻和毅氏が編集に加わり、一味違っ
た支部報に変身したように思います。
　ここに、'92 年の第 1 号の発刊以来、15 年を経過し、支部創立 50 周年記念特集号として『第 20 号』
支部報の発行に携われたことを大変嬉しく思います。 (K.K)

［訂正］

　2006 年 4 月 15 日発行の No,19 の一部の記事に誤りがありま

したので、下記の通り訂正します。執筆者の松本徰夫・下田泰

義の両氏にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします。

　次のタイトルの日が脱字していました。

・14 ページ　第Ⅱ部　崗日嘎布山群第 5次調査隊報告

　次の表のタイトルは、原稿はカンリガルポ山群でした。また、

布が脱字していました。

・15 ページ

　表Ⅱ－ 1 崗日嘎布山群周辺の植生に関係した垂直分布

・16 ページ

　表Ⅱ－ 2 崗日嘎布山群および周辺域の主要樹木分布

　表Ⅱ－ 4 崗日嘎布山群および周辺域の大樹

・17 ページ

　表Ⅱ－ 5 崗日嘎布山群およびその周辺域の主要植物分布

・表Ⅱ－ 2、表Ⅱ－ 3、表Ⅱ－ 4は、表を縮め過ぎました。

【訃報】

　1987 年以来福岡支部の顧問であった三日月直之 (1654、永年

会員 ) 氏は、2006 年 12 月 18 日に 95 歳で逝去されました。氏

の永年にわたる本支部に対する貢献に感謝申し上げますととも

に、心より哀悼の意を表します。


