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　この度、平成 20 年度福岡支部総会で支部長に選出され

ました副島です。また今年度は役員改選時期にあたり、

これからの支部活動の充実を図るため、副支部長を２名

に、また事業担当役員の増員を行いました。併せてよろ

しくお願いいたします。

　私が日本山岳会に入会し 30 年を経過しました。当時は

ＪＡＣに対する一般登山者の多くの方々は、全国を視野

に入れたエリート的登山集団でサロン的雰囲気を持った

山岳会である。入会すること自体が名誉なことであると

の考えであったと思います。私も入会を許され、福岡支

部再出発時の役員として現在まできましたが、支部会員

は本人が所属する会で山を登り、支部はサロン的運営で、

何もしない支部として広言してきました。しかし、日本

山岳会が平成 17 年に創立 100 週年を迎え記念事業や式典

が行われ、また支部も創立 50 周年の記念事業を実施して

きました。100 年と 50 年と時間の長短はありますが、い

ずれも大きな節目を迎えているのではないかと思います。

今、日本山岳会は、公益法人制度改革でそのあり方を問

われています。支部も当然のことですが、制度改革に伴

う目的達成のための事業の推進が求められています。し

かし問題は単に制度改革だけではありません。社会的な

現象として若年層の登山人口の減少とそれに反する中高

年齢層登山人口の増加。それに比例するように会員数の

減と会員年齢層の高齢化の進行など、大きな問題が生じ

てきております。この大きな変節の時、支部長という役

割を仰せ付けられ、その責任の重大さを痛感しておりま

す。そこで、福岡支部に生じている課題や問題をどのよ

うに解決し、支部運営を進めていくかその方策を次のよ

うに考えてみました。

　１．カンリガルポ山域の登山計画等の推進

今までの調査を踏まえ支部としてどのように対応

していくか

　２．共益、公益事業の推進

会員だけでなく会員外も対象にした事業を展開し、

登山人口の増や自然環境保護を進めていく

　３．会員相互の連携、親睦の強化

会員の動静の把握と事業参加への広がりを進める

　４．支部会員の加入促進

特に、若年層の加入を重点的に、そのためにどの

ような支部事業を計画していくか

　カンリガルポ山域についてはご存じのように、支部事

業として松本徰夫先生を中心に会員の方々の５年にわた

る踏査、研究が行われ大きな成果を得ることができまし
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　2009 年秋の山旅でも中村は「晴男」であることが立

証された。「トムの写真はみな青空だ。いつもそんなに

天気がいいのか」とよく欧米の登山家に聞かれ ,「私は

man of fi ne weather だ」と答えてきた。オーストラリア

人の著名な南極の専門家、Damien Gildea さんからこんな

メールをもらったことがある。“Dear Tom, your camera 

always produces blue sky.  Please let me use your 

camera when I visit China next time.”今回も 40 日間

にわたる踏査中天気に恵まれ、晴れた日は 20 日間、期待

したとおりの新しい発見があり、多くの写真を撮ること

ができた。man of fi ne weather から man of blue sky と

表現を変えて海外に発信している。以下、遠征の概要を

リポートする。

ステージ　１
東南チベット・ゴルジュの国－動日戛波 6,090m 踏査

　 こ の ピ ー ク の 存 在 は 中 国 の「 青 蔵 高 原 山 峰 図

（1:2,500,000）」にのみ示されているが写真はないし、踏

査の情報もない。先ず動日戛波山塊の地理的な整理が必

要であろう。深いゴルジュの国（Deep Gorge Country）

の核心部であるメコン川（瀾滄江 Lancang Jiang）とサル

ウイン川（怒江 Nu Jiang）の分水嶺をなす南北に連なる

長大な怒山 (Nu Shan) 山系は南から順に下記の三つの大

きな山塊が連なる。

（１） 梅里雪山 (Meili Xueshan) 山塊

（２） 大米勇 (Damyon 女神の山 )山塊

（３） 動日戛波 (Dungri Garpo) 山塊

有名になった梅里雪山山塊を含め怒山山系の 6,000 ｍ峰

は全て未踏である。

大米勇山塊は三つの 6,000 ｍ峰と多くの 5,800 － 5,900m

の峨々たる岩峰群を擁する巨大な山塊である。1922 年

にプラント・ハンターのキングドン・ウォ－ドが塩井

(Yanging or Yakalo) から偵察した後、５年前の夏にヒ

マラヤの花の写真家、吉田外司夫さん、2007 年 11 月に

横断山脈研究会の中村の隊が西側のサルウイン川支流・

玉曲 (Yu Qu) に入り南面から探査しただけである。東側、

すなわちメコン川からのアクセスのルートは見つからな

い。登山の目的でアクセスしたパーティーはない。降雪

量が多く氷河が発達した梅里雪山の比べ大米勇山塊、動

日戛波山塊は僅かに小さな氷河があるだけである。

動日戛波山塊も三つの 6,000m 峰と多くの特徴ある 5,700

－ 5,900m の岩峰を擁する。情報がまったく無いこの山塊

の探査を 2008 年秋の第１ステージの主なテーマとした。

山塊主峰の動日戛波 6,090m は東経 98° 20’、北緯 29°

17’に位置する。チベット族の村人によると「動日」は「ほ

ら貝製のホルン」を意味する。当初の計画では北側から

のアプローチを考えていたがが、すでに初冬になり数日

前に東チベットに降った大雪のため、越えなければなら

ない 5,300-5,400m の峠は雪に閉ざされていた。やむなく

西側に転進した。玉曲の支流・紅曲 (Hong Qu) を遡り源

頭近くまで雪中のキャラバンをして動日戛波西面に外国

人とて初めて接近した。同時にメコン・玉曲分水嶺のピー

クの偵察もできた。主峰の北の 6,070m 峰は残念ながらそ

の西面の姿を捉えることはできなかった。

た。支部としてはこの成果を基に、同山域に登山隊を是非

とも出したいと思います。しかし中国の状況、登山費用、

隊員など解決しなければならない問題があります。

このような様々な問題に取り組みながら、登山隊派遣への

目処をつけたいと思います。

　共益、公益事業の推進については、今までのサロン的雰

囲気から行動する支部への変身をと思います。もちろん今

までも自然観察会などの事業を行ってきましたが、公益法

人制度改革に沿うような方向で事業を計画していきたいと

思います。

　３番目については、会員同士の情報を密にし、知識や技

術、経験を提供していただき、会員と共につくりあげてい

く事業を行いたいと思います。最後に、支部会員の加入促

進ですが、中高年者の登山パワーは素晴らしいものがあり

ますが、次に続く人がいないと次第にパワーが低下してい

きます。できれば、ヒマラヤ７～８千メーターに挑戦でき

るような人材が欲しいものです。

　いささか大言壮語となりましたが、現有勢力で出来ると

ころから始め、支部の力を少しずつ蓄えていかなければな

らないと思います。

　会員皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。
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ステージ　２
四川省大渡河へ、ミンヤ・コンカの南―幻の山6,079m峰の探査

　1996 年に出版した拙著『ヒマラヤの東』（山と渓谷

社）のなかで四川省の気になる未踏峰としてミンヤ・コ

ンカの南の 6,079m を挙げた。四川省のなかで稲城県の

貢嘎雪山の仙熱日（Xiannairi）6,032 ｍや巴塘県の央莫

龍（Yangmolong）6,060m とともに数少ない未踏の 6,000m

峰であり、早晩注目を浴びるだろうと 12 年前に書いた。

しかし、数年前にアメリカン・アルパイン・ジャーナル

編集長の John Harlin III と著名なアメリカの冒険家、

Mark Jenkins が試みようとしたが実現しなかった。「青蔵

高原山峰図（1:2,500,000）」の標高のみ示されているが、

写真は無く未だに知られざる幻の山であった。

このピークは、ミンヤ・コンカ一周ルートを西側から南

に流れ西から東に大渡河（Dadu He、揚子江の支流）に注

ぐ田湾河 (Tianwan He) の南に位置する。東経 101° 25’、

北緯 29° 18' にある。土地の人は名前をつけていないの

で、四川登山協会は、田湾河の北にある人造湖の名称「人

中海 (Ren Zhong Hai)」をとって仮に人中峰（Ren Zhong 

Feng）としている。田湾河を遡って行くとミンヤ・コン

カ西面の貢嘎寺に至る。田湾河は随所で水力発電所が建

設されており、眺望が利かない深い峡谷である。僅かの

チャンスを利用して「幻の山」の東面を写真に収めるこ

とができた。

四川では 6,079m 峰の探査ともう一つの目的を設定した。

横断山脈研究会の吉村千春さんが 2009 年に計画している

大雪山系北部、大渡河流域の「美人谷」と石塔で名高い

丹巴 (Danba) の北西 70km の党嶺（Dang Ling）にある夏

羌拉（Xiaqiangla） 5,470m の偵察である。東面は円錐形

の岩のピラミッドで険しいピークである。手強そうであ

るが、手前の美しい湖と森林のコントラストは美しい景

観である。こちらも初期の目的を達成することができた。

観光意開発が緒についたところである。帰路、ミニヤ・

コンカを周遊し、運良くＥ－貢嘎 6,618 ｍ東面の迫力あ

る写真を撮る機会に恵まれた。

遠征隊のメンバー

ステージ　１
日本人：中村　保（73）、永井　剛（76）、新谷　忠男（64）

中国人：ガイド　　陳　小紅 [Chen Xio Hong]（37）、

　　　　　　　　　周　陸六[Zhou Lu Liu]（アシスタント、40）

　　　　通　訳　　金　火亘[Jin Xuan]（31）英語―日本語

　　　　コック　　格　丁 [Ge Ding]（51）

　　　　運転手　　干　馬 [Gan Ma]（32）、

　　　　　　　　　江　初 [Jiang Chu] （53）

ステージ　２
日本人：中村　保（73）、新谷　忠男（64）

中国人：ガイド兼運転手　四川大地探検公司

　　　　　　　　　　　　張　継躍 [Zhang Jiyue](45)

　　　　アシスタント　蒋　麗紅 [Jiang Li Hong](29)

行程及び天候　

総走行距離　4,000km　気温は午前 7:30 前後

ステージ　１　
（走行距離　2,270km）　10 月 23 日―11 月 17 日

10 月 23 日　東京・広島―（新幹線）―関空―（空路）―

昆明 /雲南省

10 月 24 日　昆明 1900m[ 雨 ] 人民元両替

10 月 25 日　昆明 [ 雨 ]―（空路）－香格里拉 (Shangri 

La)/ 雲南 3290m1℃ [ 雪 ]―（車：雲南チベッ

ト公路）―徳欽 (Degen)3230m[ 雪 ]

10 月 26 日　徳欽 0℃ [ 雪 ]―（車）―塩井温泉 / チベッ

ト 2300m[ 雨 ]

10月27日　塩井温泉5℃[雨]地滑り・落石で雲南・チベッ

ト公路不通

10 月 28 日　塩井温泉 9℃ [雨のち曇 ]公路不通

10 月 29 日　塩井温泉 10℃ [ 曇のち晴 ]公路不通

10 月 30日　塩井温泉 10℃ [晴 ]―(車 )―紅拉山 (Hongla

Shan)/ メ コ ン・ 揚 子 江 分 水 嶺 ― 芒 康

(Markam)3890m[ 晴 ]

10 月 31 日　芒康 4.5℃ [ 快晴 ]―（車：川蔵公路）―メ

コン川 2660m―脚巴拉 (Jo Ba La)3910m―曲

登 (Chudeng)3280m―登巴 (Dengba) 3520m[ 快

晴 ]

11 月 1 日　登巴マイナス 1℃ [ 快晴 ]―（車）―東達拉

(Tongda La)5008m―メコン・サルウィン分

水嶺―左貢 (Zogang)3720m/ 川蔵公路から玉

曲に入る－覚馬 (Jomei)3410m―給 3310m[ 快

晴 ]

11 月 2 日　拉 0.5℃ [ 快晴 ] チベット族民家に泊まる。

紅曲へのキャラバン準備

11 月 3 日　 給 0 ℃ [ 快 晴 ]―（ 馬 10 頭 の キ ャ ラ バ

ン ） ― 紅 曲 ① キ ャ ン プ 地・ 茸 名 達 卡

(Ronmingdaka)3850m[ 快晴 ]

11月 4日　①キャンプ地1℃[快晴]―(馬)―紅曲②キャ

ンプ地・木南通 (Munartong)4250m[ 快晴 ]

11 月 5 日　②キャンプ地マイナス 7℃ [ 快晴 ]―( 馬 )―

紅曲の源頭・動日戛波の西面へ往復、到達点

4700m[ 快晴 ]

11 月 6 日　②キャンプ地マイナス 7℃ [ 小雪 ] － ( 馬 )

―紅曲を下り③キャンプ地・桑黒 (Sanhei) 

3980m[ 晴 ]

11 月 7 日　③キャンプ地マイナス 12℃ [ 快晴 ]―( 馬 )

―紅曲支流・錯崩曲 (Tsobong Qu) 源頭へ北

上往復、到達点 4490m[ 快晴 ]

11 月 8 日　③キャンプ地マイナス 7℃ [ 快晴 ]―バケに

帰着 [晴 ]

11 月 9 日　バケマイナス 5℃ [ 快晴 ]―（車）―覚馬―

左貢（川蔵公路へ）―東達拉―メコン川―芒

康峠 4362m―芒康 [快晴 ]

11 月 10 日　芒康マイナス 4℃ [ 快晴 ]―（車）―芒康峠
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―芒康―竹巴籠 (Chubalong)/ 四川・金沙江

を渡る―巴塘 (Batang)2620m[ 快晴 ]

11 月 11 日　巴塘 1℃ [快晴 ]―（車）―海子山峠 4685m・

理塘高原へ―理塘 (Litang)4014m[ 快晴 ]

11 月 12 日　理塘 0℃［快晴］―（車）―海子山自然

公 園 4500m 格 峰 (Genyen) 遠 望 ― 桑 堆

(Santoi)4000m―稲城 (Daocheng)3839m―峠

4513m―香格里拉 /四川 3110m［快晴］

11 月 13 日　香格里拉 2℃ [快晴 ]―（車と馬）―貢嘎雪

山(Kongga Xueshan)三山周遊―香格里拉[快

晴 ]

11 月 14 日　香格里拉 2℃ [ 快晴 ]―（車）―稲城―峠・

4710m、4790m― 郷 城 (Xiangcheng)2990m[ 快

晴 ]

11 月 15 日　 郷 城 0 ℃ [ 快 晴 ]―（ 車 ） ― 峠・4160m、

3918m―得栄(Derong)2470m―金沙江(Jinsha 

Jiang)2040m―香格里拉 /雲南 3290m

11 月 16 日　香格里拉 2℃ [快晴 ]

11 月 17 日　香格里拉 0℃ [快晴 ]―（空路）－昆明―（空

路）―成都 /四川 500m　「曇」

ステージ　2
（走行距離　1730km）　11 月 18 日―11 月 30 日

11 月 18 日　成都 [曇 ]四川大地探検公司と打合せ

11月 19日　成都[曇 ]―（車・高速道路）―雅安(Yaan)550m

―（車）―二郎山トンネル 2180m―大渡

河・田湾河合流点 1000m―草科 (Tsoke) 温泉

1400m―人中海（仁宗海）ダム 2930m―草科温

泉 [曇 ]

11 月 20 日　草科温泉 7℃ [ 曇 ]―（車）―田湾河道路終

点 2980m―草科温泉 [曇 ]

11月21日　草科温泉8℃[曇]―（車）―6079m峰北面の谷・

干沟 (Gang Gou)3240m―草科温泉 [曇 ]

11 月 22 日　草科温泉 8℃ [曇 ]―（車）―石棉 (Shimian)

―長征記念館―草科温泉 [曇 ]

11 月 23 日　 草 科 温 泉 8 ℃ [ 晴 の ち 曇 ]―（ 車 ） ―

6079m 峰撮影―人中海―草科温泉―濾定

(Luding)1380m[ 曇 ]

11 月 24 日　濾定 8℃ [ 曇 ]―（車）―康定 (Kangding) 分

岐 1410m―丹巴 18 ６0m―党嶺 3470m「曇」

11 月 25 日　党嶺マイナス 4℃ [ 曇のち晴のち雪 ]―（馬）

―夏羌拉 5470m のフル海 4170m―党嶺―（車）

―丹巴 [晴 ]

11 月 26 日　丹巴 2℃ [ 快晴 ]―（車）―雅拉山 ( 海子山

5820m) 北面ホテル 3650m―八美 (Bami)3400m

―塔公寺(Tagong Si) 3680m－折多山(Cheto 

Shan)4290m―康定・老楡林 (Laoyuling) 温泉

2850m[ 快晴 ]

11 月 27 日　老楡林温泉マイナス 6℃ [ 快晴 ]―雪門坎

(Xuemenkan)3920m―磨西 (Moxi)―成都 [晴 ]

11 月 28 日　成都 [晴 ]四川大地探検公司と打合せ

11 月 29 日　成都 [晴 ]―（空路）―昆明 [晴 ]

11 月 30 日　昆明[晴]―〈空路〉―関空―（新幹線）―東京

　終わりにメンバーのことに触れておきたい。人との触

れ合いが大事である。踏査行の成功は現地のガイドと通

訳に負うところが大きい。ステージ　1では、ガイドの陳

小紅さんがいつものようによく世話をしてくれた。彼と

の付き合いは 1996 年に梅里雪山巡礼路一周が最初で、以

後何度も東南チベットのイラワジ川源流、崗日嘎布、宣

教師の道など、彼も知らなかった未踏域に同行してもらっ

た。私が彼を育てたといっても過言ではないし、本人も

そう自覚している。いまではツアー会社の社長に成長し、

徳欽から香格里拉に移って商売繁盛している。陳さんが

案内してきたスイスの登山ガイドが今回の小生のヨー

ロッパ行きを知り、彼のとこころ（チューリヒ近郊）に

立ち寄ってくれと頼まれたのでお世話になることにした。

彼は名の通ったガイド、スイス山岳会のジャーナルに拙

著 "Die Alpen Tibets" の丁寧な書評を載せてくれた。「A 

world is small.」である。

　通訳（英語ー中国語）の金さんも大いにに助けになて

くれた。河北省生まれ、田舎の高校で英語の勉強をし、

武漢のカレッジで英語を専門に学び上海にでて働いてき

た 31 歳の美人女性である。英語は基礎がしっかりしてお

り、勉強家で理解力・気配りは素晴らしい。彼女の正確

な通訳が奥地での交渉をスムーズにしてくれた。現在は

武漢の英語学校で先生をしている。

　ステージ ２ では、成都の「四川大地探検公司」社長

の張継訳さんがガイド兼ドライバーを務めてくれた。張

さんとの付き合いは 19 年になる。1990 年、香港に赴任

したばかりの頃、仕事で重慶に出かけたあと、成都から

四姑娘山のトッレキング行ったときに付いてくれたのが

彼である。当時は四川登山協会の一介のガイドだったが、

登山と河下りのツアー会社を興し成功している。共同経

営者の弟の張少宏は日本に留学した経験もあり日本人客

の世話もしている。少宏は昨年のチョモランマ登山のカ

メラマンとして参加、北京で出版された『チョモランマ

に輝くオリンピック聖火』という立派な写真集の編集に

携わった。張兄弟はアメリカと英国でよく知られており、

アラスカのクライミングの草分けであるフレッド・ベッ

キー、英国アルパインクラブの副会長マーチン・スコッ

トとは特に親しい。私は英国に行くたびにロンドンの

マーチンの家に泊まって世話になっている。ここでも「A 

world is small.」である。

中村保氏が 2008 年英国の王立地理学協会 (Royal 
Geographical Society) より永年の「ヒマラヤの東」
に対する探検活動を顕彰して授与された BUSK MEDAL

（実物は直径60ミリメートル，写真は中村保氏提供による）
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Autumn in Xiangcheng, Sichuan

E-Kongga 6618m SE face E- 貢嘎 6079m Pk massif south of Minya Konka

Baihaizi Shan 5924m W face, Lamo-she massif

Autumn 2008 Route

『2008 年秋の踏査ルート図及び写真』
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Xiaqianla 5470m E face, Daxue Shan northwest of Dangba Catholic church at Yangjing

Mekong River and salt-well at Yangjing Monastery near Santoi, Daochen County

5925m Pk S face. Mekong-Yu Qu Divide Damyon massif, 6045m Pk E face

Damyon 6324m N face Dungri Garpo 6090m E & N face, Mekong-Yu Qu Divide
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ca. 5800m Pk S face, Mekong-Yu Qu Divide Geuzong 5841m N face, Salween-Yu Qu Divide

Dungri Garpo 6090m W face from Hong Qu
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　私が二度目の勤めを終え、自由の身になったのは、63

歳のときでした。

それまでの山行の記録は、写真でしかなく、山の絵を描い

てみようと油彩教室、花鳥会に入会しました。先生は武蔵

野美大卒の高瀬竜二先生でアトリエは太宰府の五条公民館

で毎週火曜目の午前中教わっています。

自由の身ですから、ヨーロッパアルプス、ヒマラヤ、中国、

カナダなどの山々を訪問しながら山の絵を描き、年 1回大

宰府中央公民館でグループ展を行なっており、今年 5月は

16 回目を目指して作画に励んでいます。

　一方、故脇坂先生が海外の山々を巡る本「70 歳は未だ

青春」を山と渓谷社から出版され、それを記念して、福岡

スイス友の会が発足しましたが、その仲間に私より 2歳年

長 82 歳の中山利彦氏が 30 年を要して日本百名山を描き続

け、一昨年宮之浦岳で完了。同行した私と「山岳画 2人展」

を計画、昨年 3月福岡市美術館でスイス友の会主催、日本

山岳会福岡支部共催で実施し、福岡支部の多くの方々にお

出で頂いたことは嬉しい限りでした。お礼申し上げます。

　なお 15 年間、描いた作品は、グループ展に出品の後、

友人の経営する介護施設「さわやか憩いの家」4 施設に提

供し、癒しのお手伝いになっていることで、まだまだ頑張

らなければ、と思っています。

1973 年 (S48 年 ) 故脇坂先生の還暦祝いで、初めてツェル

マットを訪れました。

当時の町は素朴そのもので、メーンストリートも牧柵で隔

離されていました。

牧柵左側のくりぬきの木は牛の水呑み場です。

1983 年 (S58 年 ) 故脇坂先生の古希祝いで、2 回目のマッ

ターホルンに登りました。

故諸岡さんや竹原さんも一緒でした。

登山 2日後、ヘリコプターで遊覧しましたが、降雪のため

雪化粧したマッターホルンは見事でした。

由布岳、対斜面の旅館、彩岳館から 2月、早朝の由布岳を

描きました。

由布院と山は自然環境と景観が見事に保存されていて、  

いつ迄もこの状態を残したいものです。

ヘリコプターからのマッターホルン

早朝の由布岳

青のマッターホルン

私と山岳画私と山岳画
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　仏像彫刻の写真を出せといわれても、山岳会の作品集に

は辛気臭いのではと言ったのですが、福岡支部には多彩な

人がいるところだからいいんだ。と深田泰三さんから押さ

れて出してみることになりました。

　よく動機を聞かれるのですが、明らかな理由とか動機が

ないと彫れないというものでもないし、彫ることより理屈

のほうが難しいようです。

山岳界用に分かりやすく脈絡をつけると、息子が山で遭難

したからということですが、山で子どもをなくした人が仏

像を彫ることが多いことはありません。ただ、こういう縁

と、こういう経過がありました。

　1986 年、小生 50 歳のとき、福岡教育大学山岳会 16 名で、

中国・天山山脈博格達峰 (5445m) 主峰北東稜第三登に成功

して、ドンクサイ登山を小さい頃からしていてよかったと

思いました。

　同じ時期に息子は、登攀クラブ蒼氷の仲間とノルウェイ

のフィヨルド・トロール壁の新ルートを拓いていました。

ルート「ラズベリードリーム」です。

「岩と雪」119 号には、グラビア 6 ぺ一ジ貫きで派手に出

ました。

　福教大博格達峰遠征記事は、同じ 119 号の後ろのほうク

ロニクルの欄二段で終わっていました。

小さいときから山を教えてきましたが、もうとっくに小生

を追い越して先を登っていました。翌年 12 月厳冬の八ヶ

岳大同心岩壁を単独登禁中墜落しました。

　　―手の甲をかみちぎってこらえても

　　　　　　　　　　　こらえきれぬこの悔しさは―

　蒼氷の仲間の協力で、「山と渓谷社」から遺稿集「完結

した青春」を出版していただきました。その帯封には、こ

う書かれていました。

　「日本の若い世代を代表するクライマー中嶋正宏が厳冬

の八ヶ岳大同心を単独登攀中に墜死した。二十五歳の誕生

日の翌日だった。自己の生涯を見極めていたかのように凝

縮した青春を生きてきた若い山男は、山のこと、哲学のこ

とを黙々とノートに書き付けていた。本書はその遺稿を中

心に、登山家の父親、岳友の証言も加えて二十五歳で人生

を完結させたクライマーの思考と行動を浮き彫りにする」

　山を教え込み、高校 2年生で穂高・槍を歩かせ、いっぱ

しのクライマーになる手前での遭難で小生が泣き喚くわけ

にはいきませんでした。

　岳人の大先輩新貝勲氏に格調高い弔辞をいただきまし

た。くしくも、新貝氏と同じお寺なのです。

　その 5年後、胃癌になり、胃を四分の三切りました。九

大の癌病棟延ベッドの上で、身体の中を風が通っていくよ

うな二ヶ月で、「空」の時間をやり過ごす術を身に付けま

した。ベッドで写経を始め六百枚写しました。同じ職場に

仏像を彫っている青年がいて、作品展を見せてもらって話

を聞くうちに、自分の不器用さをも省みず彫ってみたいと

思い始め、博多駅前東長寺の日本最大の木造仏「福岡大仏」

を彫った京仏師高井琮玄師の仏像教室に入門しました。不

器用なので初めの頃はよく怪我をしました。小さい手や足、

小さな仏頭をたくさん彫りました。一年経つと一尺の仏像

を彫らせてもらって、うれしくなります。初めての一尺の

阿弥陀如来を彫るとき、カンボジア・アンコールワットの

写真を撮りに行ったのですが、日が暮れたら朝まで何もす

ることがないというので阿弥陀如来と彫刻刀をもってい

き、長い夜に仕上げをしました。日の出前に阿弥陀如来を

もってアンコールワットにでかけ朝日のアンコールワット

に会わせました。その頃は取り付かれた様に彫っていたと

師匠から言われたものでした。よく、一日中、仏を彫って

いるのかと聞かれます。そんなネクラじゃありません。飯

盛山のふもとの里山に畑を作ってさつまいもを千本植えつ

け、いのししの襲撃を受けながら格闘しています。彫刻も

体力仕事で、気力と体力を鍛えないといい仏は彫れません。

冬は一反の畑の土の天地返しをスコップー本でします。

　一列も掘れば汗が出てきます。負荷をかけたスクワット

体操で足腰が鍛われます。宝満を登ってもふくらはぎが強

ばらなくなります。山にえさがない年は、1O 月になると

いのししが子連れで来て網を破り食い荒らします。困っ

中国・天山山脈博格達峰ＢＣより

阿弥陀如来開眼
朝日のアンコールワットにて

「山即仏・岳即像」「山即仏・岳即像」
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たものですが、いのししのお母さんも大変なのでしょう。

隣のやさしい娘さんが、それはしかたがない、いのしし

にはコンビニがないのだから、といいます。そうか、で

はと、畑の名前を「いのししのコンビニ・中嶋農園」と

することにしました。

　秋には、教え子、親戚、近所の親子の皆さんがピクニッ

クで芋掘りに来て一日遊んで帰ります。一昨年は、全部

いのししにやられ、芋掘り中止のお手紙を出しました。

皆さんは、健康づくりに、ジムに行ったり、プールに行っ

たり、走ったりしていますが、私は畑作りが一番だと思っ

ています。晴れた日は畑へ、雨の日は彫刻を「晴耕雨刻」

の日々です。

平成二十年十一月　第 36 回鶴陽美術展

福岡市美術館特Ｂ展示室 展示

倶利伽羅不動明王像

樟材 二尺五寸 平成十四年作

明星観音立像

木曾檜材 二尺六寸 平成十五年作

毘沙門天像

木曾檜材 二尺五寸 平成十一年作

仁王像

樟材 四尺 古希 平成十七年作

福岡市西区羽根戸のいも畑



11

　1973 年 9 月 22 日、羽田空港発、バンコク経由で翌日の

午後、カトマンズへ入る。目的は「ランタンヒマールの踏

査及びキュンカ・リ (6979m) の試登」である。我々はしん

つくし山岳会から離れ、太田五雄をリーダーとし、グレイ

シャークライマースクラブを立ち上げた。我々もヒマラヤ

へ行こうと 1年半の検討を重ね同人を募り 7名のメンバー

と、現地より合流した首藤耕一郎とで 8 名での 50 日間の

遠征となった。9 月 28 日、朝もやがたなびくカトマンズ

を出発。カカニの丘では雲底が低く残念ながらヒマラヤの

山々は望めない。午後にトリスリバザールに到着。ここ

で 21 名のポーターを雇いキャラバンを開始する。10 月 5

日、ランタン村上部で初めて見る白き高峰のガンチェンポ

(6387m) が美しく輝いていた。程なくキャンジンゴンパに

到着。ヒマラヤの峰々が姿を見せてきた。ランタン・リル

ン (7234m) の上部は雲の中だが周囲の光景でヒマラヤへ来

た実感が湧いてくる。シャルバチウム氷河からのモレーン

を越え、ティルマンが「ヒマラヤ最美の谷」と言ったラン

タン谷に入った。この頃より頭痛と目まいに悩まされる。

ランシサ・カルカよりその上のキジュンブカルカ (4200m)

山旅で印象に残ったシーンを水彩スケッチで残そうと心が

けているものの、不精もあって一旅一枚とはいかない。そ

れでも感動的な風景に出会うとスケッチブックを取り出し

ている。描けばその光景が自分のものとして記憶に残るの

で不思議なものである。

　栗秋正寿さんとタイガの森を登った。森林限界を越えると

偉大なるデナリ（マッキンリー）が展望できた。栗秋さんの

ハーモニカ「デナリの夕焼け」が秋のアラスカに響き渡った。

　車でセチ・ラ（峠 4510 ｍ）に立つと雲海の上にヒマラヤ

東端の巨峰ナムチャバルワ（7782 ｍ）が鎮座していた。峠

のタルチョがはためいて巨峰はいっそう神々しく見えた。

　私が世界一美しい氷河村と思っている風景。この地に移

り住んで開拓した先人の希望と夢が心に響いてきて、なぜ

か涙がこみ上げてきた。

　青藏高原鉄道でラサから西寧へ向かった。夜が明けると

青海湖付近であった。広大な砂丘が広がり、湖の砂州の上

に蜃気楼のようにたおやかな山々が連なっていた。

リトル・コール・クリークから見たマッキンリー（アラスカ）

セチ・ラから見たナムチャバルワ

拉古氷河（チベット・カンリガルポ山群）

青海湖の砂丘（チベット青海省）

「憧憬のヒマラヤ」「憧憬のヒマラヤ」

山旅の思い出－水彩画－山旅の思い出－水彩画－
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を BC とする。左岸にはランシサ・リ (6145m) が聳え、ラ

ンタン谷の奥にはペンタンカルポ・リ (6865m) の重量感あ

る山容が見えている。このピークは 1964 年に田村宏明氏

が単独で第二登をしている ( 無許可 )。高度障害に悩まさ

れながら少しずつ順化を重ね、ランタン谷奥へ C1、C2 と

ルートを延ばしていった。その頃、ランシサ・リで瀬戸水

南山岳会隊が雪崩れに合い、隊長以下 3 名が行方不明と

なった、と残り 1 人の隊員から知らされた。シェルパ達

と探したが見つからないと肩を落として下山していった。

すっきりしない天気が続いていたが 10 月中旬より紺碧の

空が現れ、17 日、キュンカ氷河出合いに C3 を設営。右岸

にキュンカ ･リの南面、左岸にはペンタン・リ (6758m) が

姿を現し、正面にランタン氷河最奥のランタン・リ (7205m)

が堂々と聳えている。

　翌 18 日、テントを撤収し、北キュンカ氷河の出会いの

4900m 地点に ABC を設営した。ここはランタン谷の中で最

も広く、周囲は 6000m 峰に囲まれている。ここから望む

キュンカ ･リはヒマラヤ襞をつけた見事な峻峰を成してい

るが、その下部のアイスフォールは崩壊が凄まじい。左岸

奥にはゴルダム (6620m) が聳え、その奥に黒々としたシ

シャパンマ (8027m) が大きな山容で迫ってきた。この夜の

ミーティングで、ティルマンのコルへのパーティとキュン

カ・リの試登パーティに分ける。私は試登パーティに廻る

が我々の装備と技術ではとても登れない。そこで北に位置

するドラグマルポ・リ（6204m）に変更した。19 日、25kg

の荷を担ぎ荒れた北キュンカ氷河の左岸に取り付く。上部

には大きなセラックが重なるように迫っていて、それを避

けながら雪壁を登っていく。氷河は大きく二段となり最初

の雪田に出た。陽が影ると風が出て一段と寒くなり、登山

靴も白く凍り始める。安定したところにウィンパーテント

を設営。キュンカ ･リのヒマラヤ襞が素晴らしい。

　翌日、テントを撤収し重荷に喘ぎながら更に雪壁を登る。

セラックを幾つか巻きながら上部のコルへ出た。そこはと

ても広い雪原であり、向こうにはチベットの山が見えてい

る。振り返るとランタン谷源頭の山々とシシャパンマ、ナ

ヤン・リ (7199m) が気高く聳えている。キュンカ ･リは北

西へ長いリッジ状の尾根を延ばし、チベット側へ一気に落

としている。今の我々にはとても取り付けない。対岸のド

ラグマルポ・リはほとんどが雪壁で持参している装備で問

題なく登れそうだ。標高 5670m の地点にアタックキャンプ

を設営した。

　10 月 21 日、6:30 出発。今日もまたヒマラヤンブルーの

素晴らしい天気である。パーティは私と首藤、白石と福島

とに分け、それぞれ違ったルートに取り付く。各パーティ

の装備は 9 ㎜×40m ザイル 1 本、スノーバー 4 本、アイス

ハーケン 5本、カラビナ 6枚、アイスバイル 1本、アイス

メス 1 本そして各人のアイゼン、ピッケルというものだ。

私は山頂と思えるピークに一気に突き上げている尾根を目

指す。150m ほど登ったところよりアイゼンを付けロープ

を結ぶ。首藤がトップで登攀開始。雪壁は次第に傾斜を増

し硬くなってくる。首藤が楽しそうに登っていく。太陽の

光を浴びながらの氷雪登攀はとても楽しい。高度を稼ぐほ

どシシャパンマは大きく高くなってくる。八千メートル峰

はさすがに大きな山容である。ランタン谷周辺の山々がそ

の全貌を現し始めた。この遠征登山のもう一つの目的にラ

ンタンヒマール奥部の山座同定があった。我々が持参した

地図でも特にこの辺に不明な点があった。ピークに登って

みないと解読は難しいと思っていた。15 ピッチ程登ると

北西面のチベットの山々が青く輝き見え始めた。下方には

キュンカ・リ直下から派生している北キュンカ氷河の流れ

が美しい。その傍の雪原にオレンジのテントが米粒ほどに

見えている。更に高度を上げ、20 ピッチ目にナイフリッ

ジの頂上稜線に出る。北にチュスムド・リ (6602m) とその

向こうにランタン谷最奥のランタン・リ (7205m) が確認で

きた。左上部にやっと山頂が見えた。それは大きな雪庇を

持ち両側は見事に切れ落ちている。15:30、山頂に立つ。

360度の展望である。ランタン・リの向こうに広がるチベッ

トの山々は雪煙に輝くシシャパンマを筆頭に右にナヤン・

リ (7119m)、左にポーロン・リ（7292m）その左奥にクラ

ランタン・リ

ポーロン・リ

チベットの山 クラウン

ランシサ・リ

キュンカ・リ
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ウン峰と延々と彼方まで続いている。眼下にハーゲンのコ

ルを見てゴルダム (6620m)、ペンタン・リ (6758m)、ペン

タンカルポ・リ (6865m)、グルカルポ・リ (6891m) そして

眼前にキュンカ ･リ (6578m) その尾根は西に 2km ほど続き

チュスムド氷河に切れ落ちている。その尾根越にシャルバ

チュウム (6918m)、ヤンサ・ツェンジ (6562m) そしてキム

シュン (6760m) が迫力のある北壁をチュスムド氷河に落と

している。落ち始めた太陽がランタン・リルン (7245m) に

かかり、右奥にはガネッシュ山群が霞みはじめた。（モリ

モト・ピーク (6150m) はキュンカ・リの尾根の向こう側で

見えない。現在はブンダン・リという）

　風は強く切るほどに冷たいが何時までも見飽きることが

ない。30 分ほど山頂に留まり下山を開始する。白石、福

島パーティもこの後上がってくる。

　10 月 23 日、ABC へ下り、26 日、キジュンブ・カルカの

BC に着。30 日、キャンジンゴンパよりガンジャ・ラへ出発。

11月1日、ガンジャ・ラでもう一度ランタン谷の源頭の山々

を確認する。11 月 4 日、タルケギャン着。11 月７日、カ

トマンズに到着。

　後日、ランタン谷に入り、ヤラ・ピーク (5520m) に登った。

その北面にある氷河がシャルバチウム氷河であり、その左

岸にブンダン・リ (6150m)（旧モリモト・ピーク）があり、

その尾根の上部にキュンカ・リ (6578m) がある。右手上部

には勿論、シシャパンマ (8027m) が黒々と聳えていた。

（注：写真は全てドラグマルポ・リ（6204m）の山頂より撮影）

　少し古い話だが─映画「白き氷河の果てに」( 門田龍太

郎監督・北斗映画社 ) をご記憶だろうか？。　1977 年夏、

日本隊が初めて世界第２の高峰･Ｋ２(8611m・カラコルム)

に登頂（イタリア隊に次ぐ 23 年ぶり第２登）した日本山

岳協会登山隊のドキュメンタリー映画だ。

　バルトロ氷河を進むにつれ迫るマッシャーブルム

(7821m)、ガッシャブルムⅣ峰 (7980m)、ブロードピーク

(8047m)…。氷壁に続く苦闘の登攀。ブロッケン現象が映

える頂上に立つ隊員とＢＣ (ベースキャンプ )の歓喜…そ

のシーンのひとコマごとに伝わる感動、感激─。

　登山隊には、福岡から隊長の新貝勲さん ( 福岡登高会・

故人 )、副隊長の深田泰三さん ( 当時福岡市役所山岳部 )

のほか隊員に副島勝人さん ( 当時福岡北稜会 )、小西信二

さん ( 西鉄山友会 )、北崎映次さん ( 福岡登高会・故人 )

が参加。また食料の多くを岩田屋が協力くださったことも

あって準備段階から多くの方々にサポートをいただき、後

援の西日本新聞では登攀や快挙の様子が大きく報道され

た。そんな関係で広く関心を呼んだだけに、福岡 ･中州の

「大洋」でロングラン上映された映画は多くの方が観られ

たと思う。

　私も恥ずかしながら、映画に登場する。報道隊員だった。

　　　　　　×　　　　　　　　　　　 ×　　　　　　

　「実は…」（懺悔だが）─私が「山に登る（登った）」のは、

これが初めてだった。

　事はその３年前、新貝さんと会ったことに始まる。全西

日本隊を率いてパスー (7214m) 遠征を計画中だった新貝さ

んが、後援と記事掲載の依頼に西日本新聞にみえた時、た

またま応対に出たのが私だった。

　「山」を知らない私は新貝さんの話について行けず、雑

誌 ｢岳人 ｣を何冊か借りて読み、数日後に改めて取材、記

事にして繕った。

その時のパスー登山は登頂に至らなかったが、新貝さんか

らその登攀の様子を聞き、写真を見せてもらいながら記事

を書くにつれ「〝山〟って面白そうやな」と感じ入るよう

になった。

　２年後、76 年の秋。出会った新貝さんが「Ｋ２をやる

バイ」と言う。私は「付いて行きたい」と思った。が、登

山経験もない者が世界第２の高峰に行けるはずはない。常

識だ。しかし ｢運 ｣は私に味方して、向いてくる。

　このＫ２登山隊は、それまでの大型遠征隊のほとんどが

有名大学山岳部出身者を中心に編成したのとは違って、隊

員は地方で育った登山実力派を全国各県から募った。画期

的なことなのだが、「三流登山隊」とか「登頂はおぼつか

ない」などと陰でささやかれた。そのためか全国紙もＮＨ

Ｋも後援を断った。西日本・中日・北海道の三社連合も、

｢ 山のことには詳しい ｣ と自負する中日が辞退、北海道新

聞も降りた。

　西日本新聞だけが福田利光社長の「新貝君の山にかける

情熱はすごいね」の感心とともに、創刊百周年の記念事業

として後援することになった。「後援」となれば ｢ 同行記

者で取材 ｣ということもあり得る。

　数日後、私は「用心して頑張ってこんね」と、社命を受

けた。

　　　　　　×　　　　　　　　　　　　×　　　　　　

　正直なところ─スカルドからジープに乗れたのは１日だ

け。あとの 13 日間はすべて歩くバルトロ街道のキャラバ

ンは辛かった。41 歳の身には長かった。

　出発までの５カ月間、約５km の通勤は往復歩き、ビル

11 階の編集局まで階段を上下、宝満山や油山にも通った

が、ここには道らしい道はない。1000 人のポーター（20t

の隊荷を運ぶのに 750 人、そのポーターの食料を運ぶのに

250 人）の踏み跡が〝道〟だった。

　ブラルド川に山がせり出していると高巻きを何度も重

ね、切り立つ岩山は山腹を横這いでへつった。デュモルト

川は流れが激しく徒渉できず、柳の枝で編んだ、今にも切

シシャパンマ

ゴルダム

ナヤン・リ

Ｋ２遠征 （私的裏話）Ｋ２遠征 （私的裏話）
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れそうな吊り橋 (ジョラの吊り橋 )を渡った。

　歩くことだけではない。食べるご飯は砂混じりの川の水

で炊くため、噛むとジャリジャリいった。現地食のチャパ

ティーも口の中でモサモサした。

　「来るんじゃなかった」。私は後悔した。

　しかしよくしたもので、歩くこと８日目、パイユを過ぎ

てバルトロ氷河に上がったころにはクレバスを避けながら

モレーンの石を伝うのに、浮き石を踏まないよう神経は使

いながらも、次々に現れる白い峰、尖った峰、秀麗な峰に

見とれる余裕もでた。

　食べることも、ご飯を炊く水が川の水から氷河の解け水

になったことで｢ジャリッ｣ともいわないし、チャパティー

も噛めば甘味があり、おいしくなった。

　鋭い岩峰が重なるバルトロ寺院群 (5000m クラス ) に目

を奪われ、四角錐にそそり立つムスターグ･タワー(7273m)

に見とれた。梯形体をした雪のチョゴリザ (7654m) はどっ

しりと見えた。が、キャラバン最終日、ゴドウィン ･オー

スチン氷河を進むその正面の雲の切れ間から薄っすら見え

たＫ２は、それまで見慣れたバルトロ氷河沿いの山や峰と

比べて、あまりにドでかく目の前に迫った。

　　　　　　　×　　　　　　　　　　 ×　　　　　　

　私は 62 日間、ゴドウィン ･ オースチン氷河上のＢＣ

(5220m) にいた。が、退屈しなかった。

　正面にＫ２、右手にブロードピーク、後方にチョゴリザ

…白い峰は晴れた日、朝日に輝き、昼間は青空に映え、夕

方は黄金色に染まる。雪の日は流れる雲の間で幻想的な絵

を描いた。移り変わるその〝山の顔〟を見ているだけで時

間が経った。

　その間、私は何度もポーターを ｢メールランナー ｣に仕

立てて送る原稿を託し、スカルドの郵便局へ走らせた。

　｢ 報道隊員 ｣｢ 同行記者 ｣ の仕事の一つは、登攀活動の

状況、登頂日の見通し、エピソードを臨場感よろしく日本

に送稿することだ。

　今どきは、どこの峰の頂上からでも携帯電話を通じ原稿

も写真もリアルタイムで日本へ送れるが、32 年前のこの

ころは専ら郵便とメールランナーの足頼りの時代だ。過去

の遠征隊の例から、メールランナーが途中で手紙を捨てた

り切手をはいで盗む心配もあるというので、私はＢＣに休

養で下りてくる隊員から取材するとカーボン紙を挟んで同

じ原稿を２通作り、携帯現像器で処理したネガフィルムを

添えて複数のメールランナーに託した。（帰国後に調べて

みたら３通未着だった）

　もう一つの大事な仕事は、｢ 後援社 ｣ として社旗を頂上

に立てることだ。記者自身が登頂できないなら、登頂者に

託して立ててもらうことになる。

　ＢＣからアルパインスタイルで一気に登頂する時は、登

頂者が絞られるので社旗も託しやすいが、Ｋ２隊のように

極地法で上部キャンプを上下するうち最終キャンプを設け

た段階で、そこに上がった隊員がアタックするというので

は、だれが登頂者になるか予測は難しい。

　私はもちろん、新貝隊長の胸の内も再三打診した。が、

天候のこともあり、隊長も何日も前から確たる予定はない。

私は「丁か半かだ」と西日本新聞に馴染みがある九州出身

者に賭けた。

　一人は鹿児島出身の馬場口隆一さん(愛知･碧稜山岳会・

故人 )、もう一人は北九州出身の中村省爾さん ( 東京 ･ Ｊ

ＥＣＣ)。私のカンは当たって、馬場口さんは第１次アタッ

ク･メンバーに選ばれた。８月４日未明、頂上へ向かう。が、

途中、風雪強く引き返した。しかし、４日後の第２次で中

村さんら３人が登頂。中村さんが強風の中、はためく西日

本新聞社旗をピッケルに結んでかざしてくれた。

　映画「白き氷河の果てに」は４年前、ＤＶＤ(海工房制作)

になった。登頂ならなかった馬場口さんが撤収の日、頂上

に向かって「また来るぞ～」と慟哭するシーンはいつ見て

も、〝山男の執念〟が見る者の胸を打つ。

　私は時折、ＤＶＤを見ながらこの時から 32 年─このあ

と福岡登高会の仲間とナンガ ･パルバット、ケニア山、ア

コンガグア、マクシン火山 (アリューシャン )登山、グリー

ンランド氷床行を楽しみ、全国の多くの岳人の方々と知り

合えたなど…「会社勤め」だけしていては得られない〝山

人生〟はすべてこの ｢Ｋ２遠征 ｣が原点だった、とつくづ

く思う。

Ｋ２頂上で中村隊員がかざしてくれた

はためく西日本新聞社旗。上はパキスタン国旗

（左は高塚隊員。重広隊員写す＝ 1977 年 8 月 8 日）

クレバスを避けながらバルトロ氷河を

Ｋ２ＢＣへ向かうポーターたち

背後はバルトロ寺院群（筆者写す）
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　2009 年１月 17 日（土）、福岡市で石川富康さんの「７

大陸最高峰登頂」講演会があった。そのなかで、オセアニ

アの最高峰・ジャヤ山（4884 ㍍）の話を興味深く聞いた。

実は私も 1980 年代、ジャヤ山に登ろうと計画したことが

ある。 

　私が初めてその山の存在を知ったのは、ハインリッヒ・

ハラーの「石器時代への旅」を読んだときである。アイガー

北壁の初登攀者にして「チベットの７年」の著者ハラーは

62 年、ニューギニアの最高峰カルステンツ・ピラミッド

（ジャヤ山）に登るため赤道直下の島へ向かう。「石器時代

への旅」はそのときの記録だ。とてつもなくおもしろい本

なので、「チベットの７年」とともに一読をお勧めする。 

　日本の地図などではジャヤ山の標高は 5039 ㍍となって

いるが、70 年代に現地調査をしたメルボルン大学の測量

の結果、4884 ㍍とされ世界的に認知されている。また、

一部に 36 年、オランダ隊が初登頂したとする記録がある

が、これも 62 年のハインリッヒ・ハラー隊の初登頂が正

しいようだ。この山に関してはもう一つエピソードがある。

日本人初登頂は 64 年の京都大学隊とされている。しかし、

これにはその後、ラインホルト・メスナーが「京都大学隊

が登ったのは別のピークではないか」と疑問を投げかけて

いる。私の調べでもメスナーの言い分が正しいようだ。真

相をご存知の方がいたらご教示頂きたい。　 

　当時の私のジャヤ山登山計画は登山許可や休暇問題など

であっけなく頓挫した。あれから 20 数年、つい最近「ジャ

ヤ山にでも登ってみようか」という気になり、現地のエー

ジェントにメールで問い合わせたところ、１万８千ドルか

かるといわれ断念した。 

　石川さんは南面からジャヤ山のふもとにアクセスしたよ

うだが、ハラー隊は中央高地のワメナからジャングルを

キャラバンした。いまではワメナは観光地になっていて、

秘境志向の欧米の観光客に人気があるそうだ。そのワメナ

にひとりの日本人が住んでいる。かつて東京の高層ビルの

外壁をクライミングして名を馳せた藤原一孝くん。現地で

インターネット屋をしながら、絶滅したとされるタスマニ

アン・タイガーを探し求めているという。藤原くんとは面

識がある。未だにこんな奇想天外な奴がいるとはなんだか

楽しくなる。このことは昨年２月、南米を旅行中、ワメナ

を訪れたという日本人の若者から聞いた。 

秘峰ピコ・デ・ネブリナ 

　前置きが長くなった。そろそろ本題に入ろう。 

　01 年１月下旬、私はブラジル・サンパウロにいた。前

年５月、カナダ・バンクーバーをオートバイで出発、各地

で登山をしながら北米大陸を縦断。南米に入り、エクアド

ルのコトパクシ（5896 ㍍）、ボリビアのワイナポトシ（6094

㍍）、アルゼンチンのアコンカグア（6959 ㍍）などに登り

ながら、サンパウロにたどり着いた。 

　日本を出る前から、ブラジルでは最高峰のピコ・デ・ネ

ブリナ（3014 ㍍）に登ろうと考えていた。ネブリナとい

うのはスペイン語で霧を意味する。「霧の山」とはなんと

もロマンチックな名前ではないか。アマゾン最大の支流・

ネグロ河の奥深くベネズエラとの国境付近に聳える岩峰

で、65 年に初登頂されたとされるが、その詳細は不明だ。

日本人初登頂はガイドの敷島悦郎さん。92 年、２度目の

挑戦で頂上に立った。 

　２月２日、サンパウロでヨーロッパに渡る準備を終え、

ネグロ河がアマゾンと合流するマナウスに飛んだ。ブラジ

ルは広大な国だ。サンパウロ～マナウス間はジェット機で

３時間以上かかる。マナウスは想像以上に大きな都市だっ

た。約 100 年前、自動車が発明されタイヤのゴムブームが

起こる。当時、ゴムはアマゾン一帯でしか手に入らなかっ

た。ゴムを求めて世界中から人々が押しよせ、ジャングル

の中に突如大都市が出現した。それがマナウスだ。 

　マナウスから小型飛行機でさら北西に向けネグロ河の奥

をめざす。うっそうとしたジャングルの上空を飛ぶこと約

１時間半、広大なネグロ河の急流に面した小さな町、サン・

ガブリエル・カシュエラに着く。ここがネブリナ登山の基

地となる。このあたりのジャングルにはヤノマミ族やクワ

イカ族などの未開のインディオが住んでおり、入域には特

別の許可が必要だ。 

　その日の夕方、ガイドのバルディールと食糧などの買い

出しを終え、ネグロ河畔のレストランでアマゾンの魚をつ

まみながらビールを飲んだ。バルディールはポルトガル人

の血をひくインディオで 58 歳。流ちょうな英語を話す。

ネグロ河が夕陽で赤く染まる。長年あこがれていたアマゾ

ンのど真ん中にいる・・・そのことがまるで夢のように感

じられた。 

　翌朝、ジープでカシュエラの町を出発した。お供はバル

ディールと黒人のポーター・ヤン。ヤンは途中で食糧を調

達すると銃を持参していた。かっと照りつける太陽の下、

ジャングルにつけられた赤土の道を走る。しばらくすると

「赤道」の標識があった。標識のこちら側は南半球、その

むこうは北半球というわけだ。もちろん何の変化もない。 

　約１時間半で小さな船着き場に着く。周辺に住むイン

ディオたちが町で買った日用品をカヌーに積み込んでい

る。われわれも船外機付きのカヌーに乗り込み、ネグロ河

の小さな支流に乗り出した。川の水は黒く濁っている。ネ

グロ河とはスペイン語で「黒い河」という意味だ。ジャン

グルの植物からタンニンが流れ出すためだが、そのせいで

このあたりには蚊が生息しない。熱帯ジャングルで一番

やっかいなのは蟻や蚊などの昆虫だ。蚊がいないだけでも

我が思い出の山・ピコ・デ・ネブリナ我が思い出の山・ピコ・デ・ネブリナ

カヌー乗り場
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ありがたい。 

　しばらくすると幅 40 ～ 50 ㍍くらいのとうとうとした流

れの川に入る。天気はめまぐるしく変わる。太陽が照って

いたかと思うと雨が降り、また日が差してくる。時折、イ

ンディオのカヌーが音もなく通り過ぎていく。周囲は壁の

ようなジャングルだ。視界がないためすぐに飽きてきて眠

くなる。 

　途中の村で、ネブリナをめざすブラジル人３人とガイド

が合流、われわれは総勢７人になった。ブラジル人はバイ

ア州の港町・サルバドルから来たカップルとカリオカ（リ

オデジャネイロ）の若い男性。 

　ネグロ河の支流をさかのぼること３日、小さな入り江か

ら森に上陸した。ジャングルの中に作られた道を行く。２

～３時間で人の手で切り開かれた広場に着く。粗末な小屋

がありヤノマミ族の家族がいる。バルディールによると、

彼らの村は別のところにあり、ここは猟などのさいに泊ま

る臨時のキャンプだそうだ。その日はわれわれもその片隅

に居候することにする。全員汗まみれだ。ヤノマミの子供

たちと近くの流れで水浴びをした。 

　ジャングルには明瞭な踏み跡がある。途中、尾根で１泊、

キャラバン３日でガリンペイロ（金鉱掘り）の小屋がある

最終キャンプ地にたどり着いた。ガリンペイロはひとりで

数か月ここにこもり、ツルハシなどの粗末な道具で金を掘

るのだそうだ。そのガリンペイロにインディオが食糧を売

りに登ってくる。ジャングルの中に踏み跡があるのはその

ためだ。この辺り一帯には数十人のガリンペイロがいるそ

うだが、その数は減っているという。 

　ガリンペイロは寡黙な男だった。小屋の周囲では２～３

羽のニワトリが餌をついばんでいる。そのうち彼の胃袋の

中に収まるのだろう。 

　標高は約２千㍍。その夜はかなり冷え込んだ。 

　翌日、全員でネブリナの頂上をめざした。周囲はジャン

グルの高木からランなどの丈の低い草木に代わる。天気は

上々だが、ネブリナの頂き付近は霧に包まれている。切り

立った断崖はびっしりと緑におおわれている。深く切れ込

んだ溝の中を、泥だらけになりながら這うようにして進ん

で行く。 

　約２時間で岩峰の基部に着いた。ルートは垂直に近い。

しかし、からみついた

木や草が適当な手がか

りになり難しくはな

い。途中、２か所急な

岩場があったが、ロー

プがセットされていて

簡単に登れた。上部は

傾斜も落ち、岩が積み

重なるように続いてい

る。 

　 頂 上 直 下 で バ ル

ディールが先頭を譲っ

てくれた。２月 11日正

午すぎネブリナ頂上に

立つ。濃い霧の中にブ

ラジル国旗がはためい

ていた。ブラジル人の３人も登ってきた。全員、満面の笑

顔だ。

　ネブリナがこのように比較的簡単に登れるようになった

のは 90 年代中頃からのことだそうだ。それ以来毎年 20 ～

30 人が登頂しているという。日本人は敷島さんの後、99

年にバルディールの案内で数人が登っている。 

　「霧の山」ネブリナはこの登山期間中、一度もその全貌

を見せることはなかった。 

　ネブリナ登山を終えマナウスに帰ったその日、私はギア

ナ高地に向かうためベネズエラ国境の町、ボアビスタ行き

の夜行バスに乗った。新たな山を求めて旅は続く・・・。 

　昨年は 10 月下旬から２ケ月半かけて 1971 年以来 15 回

目のネパールヒマラヤの写真撮影一人旅を行った。

１．クーンブヒマールの旅

　クーンブヒマールと言えば、サガルマータ 8850 ｍ）を盟

主としてローツエ（8511 ｍ）、チョーオユー（8201 ｍ）、外

7000 ｍの高峰ひしめくまさに世界の屋根である。今回この

地域は５回目の旅であったが、目的が写真撮影であったた

め出来る限り高所に登ることを目的として再度訪れた。

　丁度プレモンスーン期の 11 月初旬にかかり天候もすこ

ぶる安定し、マオイストの暴動もおさまり各国のトレッ

カーや遠征隊で賑わっていた。

　ルクラまで飛行機で飛び、ナムチェ、タンボチェ、ディ

ンボチェ、チュクンと足を伸ばし、ローツエ氷河の最奥

5300 ｍまで上がる。道々いつも見慣れたタムセルク（6608

ｍ）、カンテガ（6779 ｍ）、アマダブラム（6856 ｍ）など

の名峰を眺めながらの旅は山屋の冥利に尽きる。

　ローツエ氷河への途中では世界最大の岩壁を誇るヌプ

ツェ（7879 ｍ）、ローツエの南壁を眺め、イムジャのヒマ

ラヤ襞、温暖化による氷河の退化により拡大したイムジャ

氷河湖を訪れ、ローツエ氷河最奥のローツエシャール（8383

ｍ）、Ｐ 38（7589 ｍ）、チョポール（6734 ｍ）、バルンツェ

（7220 ｍ）など周囲を取り巻く高峰に感動する。

　イムジャからコングマ・ラ（5535 ｍ）を越えクーンブ

氷河を横断してロブチェに至り、カラパタール（5550 ｍ）

の山頂にテント張った。朝夕日に輝くサガルマータ、鋭鋒

ピコ・デ・ネブリナ頂上
左からガイドのバルディール氏・成氏末

ピコ・デ・ネブリナ
左のピーク

ネパールヒマラヤを旅してネパールヒマラヤを旅して
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ヌプツェ、チャンツエ（7553 ｍ）、クーンブツェ（6639 ｍ）

リントレン（6697 ｍ）、プモリ（7145 ｍ）などの高峰を神々

しく眺める。ディンボチェからさらに西へ横断し、チョラ・

ラ（5300 ｍ）を越える。遠く世界第五位のマカルー（8463

ｍ）を眺める。さらにゴジュンバ氷河を横断、コキョウか

らゴキョウピークに登頂、同じくテントを張って真っ赤に

染まるサガルマータ山群、マカルー、ゴジュンバ氷河周辺

のチョーオユー、ゴジュンバカン（7806 ｍ）、ギャチュン

カン（7922 ｍ）、タウチェ（6542 ｍ）、チョラツェ（6440 ｍ）

などクーンブの山々を眺める。

さらに西へレンジョパス（5345 ｍ）を越え、ロールワリ

ンヒマールの東面を眺めながらターメに至り、ナムチェバ

ザール、ルクラを経てカトマンズに帰った。このコースは

高所の峠を越えてクーンブを横断する好コースであるが、

これほど身近で贅沢なトレッキングはない。

２．カリンチョックの旅

　カリンチョックはチャリコット脊面にあるロールワリン

ヒマール、ランタンヒマールの好展望シャクナゲの尾根で、

右にロールワリンヒマールのガウリサンカール（7145 ｍ）、

チベットのメンルンツェ（7181 ｍ）、ヌンブール（6959 ｍ）、

ピグフェラゴ・シャール（6730 ｍ）、テンギラギ・タウ（6943

ｍ）ドラグナグ（6801 ｍ）コンヤクレモ（6735 ｍ）など

6000 ｍ～ 7000 ｍ級の山々を眺め、左にランタンヒマール

のシシャパンマ（8046 ｍ）、ポーロン・リ（7284 ｍ）、ラ

ンタン・リ（7239 ｍ）、ギャルツエンピーク（6705 ｍ）、

レンポガン（6703 ｍ）、メディヤピーク（6800 ｍ）ドルジェ

ラクパ（6990、）ランタンリルン（7245 ｍ）など 6000 ｍ

クラスの山々が遠望される。地元の人にも会うこともない

静かな山旅を楽しんだ。

３．マナスルレジョンの旅

　マナスル山塊は日本人による初登頂の山でマナスル

（8158 ｍ）、ピーク 29（7835 ｍ）、ヒマルチュリ（7893 ｍ）

の三名峰が聳え、外ノースピーク（7154 ｍ）、ナイケピーク、

ラルキャピーク等がある。

　今回１ケ月をかけてマナスルレジョンの一周を行った。

ヒンズー教の聖地ゴルカからアルガートバザールに出てブ

リガンダキを辿り、途中からガネッシュヒマールの山懐ト

ロゴンパ氷河（4200 ｍ）、ヒマルチュリの東面チュルン氷

河（4000 ｍ）まで登った。

　トロゴンパ氷河からはガネッシュヒマールⅠ峰（7406

ｍ）、Ⅱ峰（ラプサンカルボ・7150 ｍ）、Ⅲ峰（7130 ｍ）、

Ⅳ峰（パビール・7102 ｍ）が頭上高くに聳え、遠くスリ

ンギヒマールの主峰のチャマール（7177 ｍ）を眺める。

　一方チュルン氷河はバウダ（6672 ｍ）、ヒマルチュリか

ら東に流れ下る大きな氷河で、朝のヒマルチュリの氷壁が

日の光を浴びて赤からオレンジ、白へと変わりゆく様は表

現し難く神々しいものであった。

　サマの集落では日本山岳会の初登頂のドラマを思い浮か

べる。第二次の遠征隊はこのサマの集落で村民に追い返さ

れなにもできなかった。現在は素朴で我々に挨拶をかわし、

恥じらいもなく声をかけてくる。

　サマからは広大な氷河を配したマナスルの頂上を仰ぎ見

る。最下部の氷河湖には１時間間隔で雪崩が落下しマナス

ル氷河の傾斜と流下の早さを知ることができた。

　サマからラルキャパス（5135 ｍ）の峠越えは二日を要

するが、登るに従い降雪混じりの猛吹雪に遭遇し、積雪が

多いと峠を越えるルートが分らなくなるため一日で越える

ことにした。氷河上はブルーアイスと氷化したシュカブラ

に難儀し、ラルキャパスに到達した時は午後６時であった。

日は落ち、正面からに吹き付ける氷粒は眼球に当たって目

も開けられない。加えてヘッドライトの電池が切れ、猛吹

雪の中で電池の入れ替えに手がかじかんで苦労した。

　急峻な氷化斜面にポーター、シェルパは数度のスリップ

で少々怪我をしたが、夜の 10 時に草原にたどり着きテン

トをはった。

周辺ではチェオヒマール（6812 ｍ）、ネムジュン（7140 ｍ）、

ヒムルンヒマール（7126 ｍ）、ギャジカン（7036 ｍ）、カ

左　サガルマータ　8850m　　　右　ヌプツェ　7879m

ヒマルチュリ 7893m

マナスル 8158m
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ングルー（7010 ｍ）などが長大な氷河の奥に聳えていた。

　アンナプルナの周回道路に出ると俄然立派なロッジや

バッティーが増え、旅も楽になる。マナスルサイドではコ

ンザベイションエリアとして規制が厳しく、２人以上のト

レッカーのみ許可が下りる。私の場合は２人で行くと申請

し、２人分のダミーのパーミッションを取得、1人は途中で

病気になって帰った事にしてチェックポストを切り抜けた。

　また、経費の削減と時間短縮のため食事をポーターと合

わせダルバート（ネパール食）２食とした。１ケ月このよ

うな食事をするとやはり５ｋｇ体重が減っていた。

　ブリガンダキを辿るマナスルレジョンの山旅は高低差の

大きいゴルジュや急斜面の山腹を辿ることが多く、点在す

る村落は不衛生極まりない。観光地と化したクーンブとは

比較にならないほど貧しい生活を送っている。

　以後アンナプルナトレッキングの起点ベシサールに出て

バスでポカラに帰った。

　これまでネパールヒマラヤ、チベット、カラコルム等辺

境の旅をしてきたが、いづれまとめて写真集を出版する予

定である。

　　10 月 28 日、ルクラ (2840m) に着く。ここからトレッ

キングが始まる。ルクラの商店街を通り、いよいよエヴェ

レスト街道に足を踏み入れる。広い道で山道の感じはしな

い。勿論、車が通れるような道ではない。ずっと下り。圧

倒的に欧米人が多く、日本人はほとんど居ない。ドゥード

コシが見え出す。乳白色の川で水量はかなり多い。道の所々

に大きなマニ石とか、チョルテンがあり、現地の人は左側

を通るので、我々もそれに従う。最初に見え出した山はク

ンビラ山 (5761m) の尖った岩山。雪は付いていない。クー

ンブ地方の守護神とされており、地元ではこの山に登るこ

とをタブーとしている。次に見えだしたのがクスムカング

ル (6369m)。堂々として荒々しい岩肌に雪をまだらに付け

ている。1980 年電々山岳同志会 ( 九州 ) が第 3 登をなし

た山である。道端には木々があり、約 2640m まで下り、パ

クディンに着く。

　翌29日、ナムチェが3450mだから約800mの登り。ドゥー

ドコシ沿いにゆるやかな登り。左岸に行ったり右岸に戻っ

たりして、木立の中を進む。沢山のトレッカー、まさしく

街道そのものだ。8 時 45 分ごろタムセルク (6623m) が見

え出す。ヒマラヤ襞をつけた素晴らしい山。

　翼を広げたような大きな山。1964 年ヒラリー隊が初登

し、1979 年日本隊 ( 木村武隊長 ) が第 2 登した山だ。こ

の山はカラパタールまでずっと眺められる山だ。出発して

約 2 時間半でジョサレに着く。サガルマータ国立公園の

入り口だ。入山の手続きをする。ここから少し下った後、

600m の登り。急坂あり、ゆるやかな登り有りでとにかく

登り一方。木立の中だけれど、凄くホコリっぽい。所々に

バッティーらしきロッジがある。パクディンから 6時間半

(昼食1時間を含めて)でナムチェに着く。カラフルなロッ

ジが建ち並ぶ、意外と大きな町。民家らしき建物は少ない。

民家の点在する小さなシェルパの村、と思っていたのとず

いぶん違った印象だ。泊まるロッジが少し高台にあり、そ

こから見ると斜面にへばりつく感じの村だ。

　30 日は高度順化のためエヴェレストビューホテルに行

く。約400mの登り。最初は階段状の急な登り。1時間登って、

シャンボチェに着く。タムセルクの奥にカンテガ (6779m)

が見える。真っ白な三角形の峻峰。1963 年にヒラリー隊

が初登頂。日本では、1973年山学同志会隊が登頂している。

ここからゆるやかな登りか、平坦な道を尾根伝いに、低木

のあいだを縫って進む。9 時 38 分、ナムチェを出て約 2

時間でエヴェレストビューホテルに着く。稜線上にあって

なかなか瀟洒な建物。ベランダに出て、その眺めの素晴ら

しさに驚愕。雪を付け、ギザギザの頂上を持ったローツェ

が見える。ヌプツェとエヴェレストは雲の中。アマダブラ

ム、カンテガ、タムセルクと連なっていて、なんとも言い

ようの無いすばらしい眺め。西洋人で一杯だが、テーブル

を見つけてコーヒーを飲む。素晴らしい雰囲気。至福の時

間。しばらく我を忘れて、周りの山々を眺める。ホテルを

出て、富山の友人、辻さんと会う。7 ～ 8 人を連れてゴー

キョに行くのだそうだ。全くの奇遇であった。コンデリが

見える。西峰 (6035m) 南峰 (6187m) 東峰 (6093m) と連なっ

て、ゴツゴツとした山。1972 年オーストリア隊が東峰に

初登頂。さらに北方にタウチェ (6542m) が白い美しい姿を

見せている。登ってきた道とは別のホコリっぽい道を下る。

4時間 20 分の行動であった。

　31 日、今日はタンボチェまで。上り下りを繰り返しな

がら、ホコリっぽい広い道を歩く。両側にはあいかわらず

高い木々。登る人、下る人など沢山のトレッカーやポー

タ、そしてヤクも。プンキで昼食。ここが 3250m だから約

200m下ったことになる。これから600mの登りになる。ずっ

と登り一方。最初は急坂だったが最後のほうは少し緩やか

になり、午後 1 時 55 分、タンボチェ (3840m) に着く。約

6時間半かかった事になる。大きなゴンパとロッジが数軒、

ここは聖なる地とかで、民家は無いそうだ。素晴らしい景

観のところだ。歩いているときは曇っていて見えなかった

が、ここですべて見渡せる。正面にローツェ、ヌプツェ、

その上に小さくエヴェレスト。エヴェレストは初見だが、

一寸小さいのでそれほどの感激は無い。右前方 (北東 )に

カラパタール登頂トレッキングカラパタール登頂トレッキング

タムセルク 6623m
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アマダブラム(6814m)、左前方(北西)にタウチェ(6542m)。

　この 2峰は、イムジャコーラの東西に対峙し、エヴェレ

ストへのアプローチの門番をしている感じである。アマダ

ブラムは両肩をはって少し首を傾ける特異な姿で、美しく、

世界の名峰に相応しい。1961 年にヒラリー隊が初登。し

かしこれは無許可登山だったので、ネパール当局に登山料

のほか罰金を払った。1980 年秋、日本隊 (加藤康司隊長 )

が北西壁から登頂。タウチェはチェンブから南下する長大

な支尾根の末端にあり、1974 年フランス隊がこれまた無

許可で初登頂。

　11 月 1 日は高度順化で東側の山の中腹 (4180m) まで登

る。ここからの眺めが又素晴らしい。チョオユーが遠望で

きた。下山してゴンパに行く。僧が勤行しており、ラサで

見たチベットのゴンパとほぼ同じ雰囲気。SpO2 は 90 で順

化はほぼ順調。

　2 日、今日はディンボチェまで。しばらくは石楠花の林

の中をやや下り気味に進む。あと徐々に登りになる。

　アマダブラムがいつも右側に見えるが、少しづつ姿が変

化してくる。相変わらず広い道で、高い木がなくなり、低

い木か草原となる。午後 2時、タンボチェから約 6時間強

でディンボチェ (4340m) に着く。アマダブラムの姿がすっ

かり変わった。高いのと低いのと 2峰だったのが、重なっ

て太ったどっしりした姿になった。タウチェも白い三角形

の姿をすっかり変え、裏から見ることになり、チョラツェ

(6440m) と連なって岩肌の出たゴツゴツした姿になった。

　3 日はここでも高度順化で左側 ( 西側 ) の山の中腹の約

4800m まで登る。マカルーが遠望できた。SpO289、脈拍 75

で、まあまあの順化だ。ここに太田五雄さんが訪ねてきた。

びっくりだ。シェルパ 1人とポーターを連れての一人旅だ

そうだ。これからチュクンに行き、アイランドピークの中

腹まで登り、さらにカラパタールに行き、チョラ峠を越し

てゴーキョに行き、その後 2ヶ月ぐらい掛けて、ヒマラヤ

の山々あちこちを歩くのだそうだ。凄い方だと感心する。

　4 日、午前中は広い草原状の緩やかな登り。左側にタウ

チェとチョラッツェを見ながらの、のんびりした歩き。そ

れでも高度が 4500m ～ 4600m あるので、息が切れる。ディ

ンボチェから 3時間で、クーンブ氷河の末端、トクラに着

く。ここで昼食。ところが北九州の成末洋介さんがポー

ター 1人を連れてひょっこり現れる。昨日の太田さんとい

い、またまたびっくり。ゴーキョからチョラ峠を越えてロ

プチェに出て、カラパタールに登り、その帰りだそうだ。

さらにチュクンまで足を伸ばす、とか言っていた。太田さ

ん同様、その凄さにあらためて感心する。氷河の末端を登

りモレーンの上に出る。さらに急斜面を登った所に、沢山

のケルンみたいなものがあって、ヒマラヤ ( エヴェレス

ト ) で亡くなったシェルパのモニュメントだそうだ。こ

こから緩やかな登りとなるも、広々としていて、とても

モレーンの上とは思えない。正面にプモリ (7165m)、ヌプ

ツェ (7864m)。プモリはピラミッド型の美しい姿をしてい

て、1962 年 5 月、ドイツ・スイス隊が初登頂。1973 年 5

月、登攀倶楽部隊 (中村重行隊長 )が第 3登。ヌプツェは

南東峰 (7815m)、西峰 (7795m)、北西峰 (7745m) があり、

主峰を中心に東西に長い山塊。南はイムジャ谷に向かって

2000m 余の大岩壁を落とす。1961 年春、イギリス隊が初登。

1977年春、登歩渓流会隊が北西峰に登頂。午後2時ロブチェ

(4930m) に着く。ディンボチェから 6 時間。SpO2 がなんと

75、脈拍 88。明目のカラパタールが心配だ。

　5日、午前 4 時にヘッドランプを点けて出発。真っ暗な

ので何も見えないが、どうやら広いところを歩いているら

しい。ゆったりした登りだ。少し明るくなり、ヌプツェが

目の前にあった。横から見るので、すっかり姿を変え、真っ

白で三角形に尖った山様となる。7時ごろゴラクシェップ

(5100m) に着く。ここで朝食。日が当たらず極めて寒い。7

時半ごろ、ようやく日が当たり一息つく。ここからカラパ

タールまで急坂が続く。右下にクーンブ氷河がみえる。最

後は岩石のゴロゴロしたガレ場の急坂を登って、10 時 45

分、ようやくカラパタール。ゴラクシェップから 2時間半

もかかってしまった。正面に大きくプモリ、クーンブ氷河

の向こうに、あまり雪を付けていないエヴェレストがあっ

た。ヌプツェやその前衛峰で、全貌は見えないが、サウス

コルから上がはっきり見える。イエローバンドも見える。

　真っ青な空に突き出るエヴェレスト、その右に真っ白に

尖ったヌプツェ。エヴェレストから流れる、アイスホール

が真っ白に輝く。そしてプモリ、クンブツェ、エヴェレス

ト、ローツェ、ヌプツェ、アマダブラム、カンテガ、タム

セルク、と連なる一大パノラマ。ついにこの目で直接、エ

ヴェレストを見ることが出来た。感動の一瞬だった。ヒマ

ラヤに初めて足を踏み入れて、その大きさ、美しさ、エヴェ

レストを直接見られた感動、こんなに素晴らしい風景に接

して、素晴らしいトレッキングであった。

エベレスト（8848m）とヌプツェ（7864m）

アマダブラム 6814m
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　2008 年 5 月 12 日の現地時間 14：28（日本時間 15：28）

中国中西部に位置する四川省アバ・チベット族チャン族自

治州汶川県を震源地としてマグニチュード 8.0（中国地震

局）の「四川汶川大地震」発生した。死者、行方不明者は

９万人以上とされる大被害が出た。この「四川汶川大地震」

が四川省西部からチベット東部へ向けて連なる横断山脈の

地域に影響があるのかを視察するため、2008 年 10 月「四

川省復興状況視察」を行った。調査範囲は日本人トレッカー

に人気のある四姑娘山群と横断山脈最高峰ミニヤコンカ山

群、それにこの二つの山群の間に連なるヤラ山（海子山）

周辺である。視察は成都の登山家、張継躍、張少宏兄弟ら

と行った。日本では「四川大地震」と称されるため、あた

かも四川省全体に甚大な被害が及んだかのようなイメージ

があるが、四川省は日本全土より広い面積を有し、実際の

被害は汶川県の局地的なものである。四川省の省都、成都

や横断山脈の山岳観光地にはまったくといってよいほど被

害や地震の影響が無かった。また、現在、震源地周辺の道

路などの普及工事は急ピッチで進んでおり、震源地の汶川

県映秀鎮を通る岷江沿いの幹線も通行規制（奇数偶数日に

よる上下線一方通行規制など）はあるものの開通している。

　四姑娘山のトレッキング基地となっている日隆（リーロ

ン）へは、成都から高速道路で西南へ雅安（ヤーアン）ま

で行き、そこから北に、最初にジャイアント・パンダが発

見された蜂桶寨（フェントンツァイ）自然保護区の夾金山

（ジャージンシャン峠、4,114 ｍ）を越えて 1 日で行くこ

とができる（所要約８時間）。この道程には地震の影響は

まったくなかった。日隆では四姑娘山管理局の大川健三氏

と黄継舟局長、長坪村村長の明亮氏（四川登山協会常務委

員）らと面談した。明亮氏は渡部の 1987 年大姑娘登山の

馬方であったが、現在は立派な村長である。一部古くから

の木造土壁、石積みの民家の倒壊被害が出た。しかし全て

のホテルの営業には支障はなかったとのこと。地震後は風

評により観光客が減り、主力産業が農業から観光に変化し

てきたこの地では、早く日本のトレッカー戻ってくれるこ

とを切望していた。

　横断山脈最高峰のミニヤコンカ山群は震源地から遠く離

れていたこともあり、地震の影響はなかった。

　『ミニヤコンカ奇跡の生還』で知られる市川山岳会の松

田宏也氏が救助された三号営地は、現在は快適なホテルが

建ち、ゴンドラでの氷河観光の起点となっている。この海

螺溝（ハイローゴウ・谷）の基地、磨西（モシ）は中国人

観光客の団体バスで賑わっていた。このミニヤコンカ山群

や、その西北に位置するヤラ（海子山）山群は新たな観光

開発が進んでおり、中国の国内辺境旅行ブームの片鱗がう

かがわれた。

　「四川汶川大地震」が発生した 5月 12 日、折しもラサで

は北京五輪チョモランマ聖火登山隊の凱旋式が厳かに執り

行われていた。その前の 2008 年 3 月 10 日の「チベット騒

乱」と称されるチベット人の蜂起は、今だに正確な実態が

明るみになっているとは言い難い状況ではあるが、一連の

出来事はチベット仏教の精神的指導者ダライラマ 14 世の

亡命 49 年目の記念日におきた。中国がチベットを支配す

るそのやり方に対するチベット人の怒りが爆発した事件で

あるが、その後の聖火リレーの報道とともに、一気に世界

中に「チベット問題」への関心が高まった。

　この事件後にチベット自治区への外国人の旅行は一時で

きなくなったが、聖火リレーが終わった 6月に解除されて

再開された。しかし、今年の 2月にチベットのガイドブッ

クの著者として著名な知人が、ラサへの旅行を申請したと

ころ許可されない事態が起こった。ちょうどその時、私は

四川省のアバとカンゼのチベット族自治州への旅行中で

あったが、中国当局のチベットに対する警戒が強まってい

る様子がうかがえ、チベット自治区への外国人旅行は３月

いっぱい許可されなくなったというニュースが流れた。

この原稿を書いている 3月 8日現在、非常に微妙な時期で、

ダライラマ 14 世の亡命 50 年目の記念日前後の状況次第で

流動的ではあるが、平和理に予定通り 4月以降チベット旅

行が可能になっていることを切望している。

　３月の騒乱後、国際世論におされて始まったダライ・ラ

マの特使と中国当局者の対話は行き詰まったままだ。「独

立ではなく高度の自治」というダライ・ラマの「中道路線」

には変わりがない。だが、中国当局は「事実上の独立を目

指している」と受け付けない。対話再開は、北京五輪に悪

影響を与えないためのポーズだったと見られてもしかたが

ない状況である。国際社会の非難を浴びつつも中国政府が

執拗にチベットに同化政策を推し進めていく背景には、中

国政府には、民族自治や民主化などを認めた上で、国内の

統合を維持していく確固たる自信がないからであろうと識

者は見る。チベット問題が解決しない一番大きな理由はこ

こにあると。ダライ・ラマ 14 世は「わたくしを批判して

拷問を免れることができるのなら、いくらでも自分を批判

しなさい。自らの心の中にある怒りと戦いなさい」と本土

のチベット人に説く。このことは、チベット人のダライ・

ラマに対する敬愛の情を一層高め、中国政府の徳の無さを

より際だたせているように見える。

　福岡支部がカンリガルポ調査などで長年お世話になっ

た、ガイドやドライバーなどのチベットの友人たちは騒乱

後も皆元気に暮らしていることが電話等で確認でき安堵し

た。仕事がなくて困っているだろうと心配すると「昔から

チベット人は贅沢しなくても、ツァンパ（麦こがし）とバ

ター茶があれば大丈夫」と屈託がない。しかし、市場経済

が浸透したチベットでは観光業が主力産業となり、友人た

ちの春以降の旅行シーズン、登山シーズンへの期待感が大

きいことも事実である。早く彼らに再会したいものである。

《編集後記》

　3月13日に福岡では全国で一番早いソメイヨシノの開花宣言がなされた。'53年の統計開始以来、
最も早い開花だそうで、平年より2週間も早い開花は福岡の2月の平均気温が過去2位の高さだっ
たためとのこと。これも地球温暖化が大きく影響しているのであろう。その内、3月の卒業式に桜が
満開となり4月の入学式では新緑の葉桜の光景となるのではと心配される。微力ではあるが省エネ
CO2 削減には意識して努めたい。
　編集者にとっては原稿が集まるかどうかがいつも心配されるが、当号も中村保氏に特別寄稿として
初公開の貴重な投稿をいただいたのをはじめ、特集、山行記録にも多くの会員のみなさんにご寄稿い
ただき大変格調高い支部報に仕上がったと思っている。厚く感謝申し上げます。（K.K）


