
JAC FUKUOKA No.30

1

　8年間、副支部長を務めてきて、2016 年度より支部長に

任命されました。改めて身の引き締まる思いです。

　福岡支部は、今年、設立 60 周年を迎えますが、過去の

支部活動では、1992 年のシシャパンマ（8012m）および

1998 年のナムナニ（7694m）の登頂、2001 年から 05 年に

かけて 5度にわたるヒマラヤの東・カンリガルポ山群の踏

査・探検など特筆すべきものがあります。また、図書の出

版でも「九州登山史年表」（1993 年）につづいて、「九州

の岳人達－その登山史－」（2002 年）、それに支部会員ら

が執筆、松本徰夫元支部長が編集し刊行した「ヒマラヤの

東　崗日嘎布山群　踏査と探検史」（2007 年）などが国内

外の登山家に大いに注目されました。しかし、どちらかと

いうと伝統的には、会員はそれぞれが所属する地域山岳会

で登山活動を行い、日本山岳会は「サロン」という雰囲気

が強いものでした。

　現在は、「岳人のつどい」（山の映画の上映や講演会・懇

親会）、「パハルフェスタ in 坊がつる」（後援）、「自然観察

登山会」（テーマがあり専門講師が付く）、「山のトイレ・

環境を考える福岡協議会」活動（清掃登山会など）、「安全

登山のための知識と技術」の公開登山講座などいろいろな

活動を行なっています。

　なかでも昨年の「自然観察登山会」（基山でのオキナグ

サ観察会）や「支部総会記念特別講演」で講師を務めて頂

いた本会会員の五十嵐賢氏が、永年にわたる自然保護活動、

オキナグサ・サクラツツジなどの保護や英彦山のバイオト

イレ建設の推進に貢献された功績により、平成 28 年度の

「藍綬褒章」を受章されたことは大変嬉しい出来事でした。

これは、一昨年の環境大臣表彰につぐ快挙でした。

　昨年は、日本山岳会をはじめとした山岳諸団体が推進し

てきた運動が実って、「山の日」（8 月 11 日）が国民の祝

日として制定実施されました。福岡支部も福岡県内の山岳

諸団体と協同して 6 月 25・26 日に福岡タワーで開いたプ

レイベント「夏山フェスタ in 福岡 2016」に 4000 人以上

を集めて成功させたのに続き、8月11日の当日には風師山、

英彦山、宝満山の 3か所で、ふるさとの山に登る県民登山

大会を盛況裡に開催したことに一役買いました。これを自

信に今年も 6月 24・25 日に福岡市で「夏山フェスタ in 福

岡 2017」を開くべく、山岳諸団体で協議・準備中です。

　さて、今後の大きな課題としては、会員の「高齢化」と

会員数の「減少」が慢性的に続いていることへの対策です。

とくに福岡支部では平均年令が年々上がっており、ついに

73 才を超えました。また会員数も次第に減っており、な

んとかして、この傾向に歯止めをかけ反転攻勢に転じたい

と考えています。そのため、本部では、昨年 10 月から①

未組織登山者に対する「準会員制度」の導入と②契約施設

利用で割引等を受けることが出来る「新会員証発行」の二

1. ～支部長就任にあたって～
今年の課題「一人でも多くの会員増を！」
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オキナグサ

　オキナグサは環境省のレッドリストに絶滅危惧Ⅱ類と

なっていて 100 年後の絶滅確率がほぼ 100 パーセントとさ

れている植物です。動物ではアカウミガメ、アオウミガメ、

イワナ、植物ではウチョウラン、ヒゴタイなどが同様にⅡ

類に指定されています。開花後の白く長い綿毛に包まれた

姿が翁に似ているとされるキンポウゲ科の多年草で日当り

のいい草原に自生しています。本州から四国、九州に分布

していますが草刈や野焼きなどによる草原の維持管理がな

されなくなったことや開発や山野草ブームによる盗掘で激

減しているといわれています。由布岳周辺、飯田高原、久

住高原、波野高原、阿蘇周辺で見られますが最近は自生地

がずいぶん少なくなってきたように感じるのは私だけで

しょうか。

基山

　そのオキナグサが福岡、佐賀の県境、脊振山地の東端の

基山に自生しています。福岡県内では福智山地や平尾台で

みられますが佐賀県内ではほぼ唯一の自生地が基山です。

この山は日本最古の朝鮮式山城（国の特別史跡）で大野

城、水城とともに665年に築かれ2015年には1350年祭が関

係市町村で催されたのをご存知の方も多いかもしれません。

　この特別史跡の山城があることや西側の斜面が草スキー

場となっているため山頂一帯は秋に草刈や清掃、3 月に野

焼きが行われています。このことがオキナグサの生育環境

に適していて絶滅を免れてきたと思われます。草刈や野焼

きの行われていない井原山には今では数株しか見られない

のと対照的です。しかし基山には別の問題があり絶滅の危

機がないわけではありません。

　基山の現状を見てみると自生地は方位盤のある中央ピー

クと展望台の間の緩斜面、約 76 平方メートルが最大で、

あとは石碑のあるフラットな草原に単体から 3株くらいの

分布が 10 か所くらいとスキー場の斜面の南端に 3 株が自

生しているに過ぎません。

　この山には登山者だけでなく草スキーを楽しむ人、車で

展望を楽しみに来る人、一等三角点のある南峰の礼拝岩

（霊々石）に参拝に来る人など人気の高い山です。

　中央ピークへの通り道にあたる最大群落地の自生地は踏

み付けにより地面はむき出しになり固く光っていました。

それでも溝状にえぐられた土手の壁に根を浮き上がらせた

オキナグサが 20 株ほど残っていました。そんな瀕死の状

態でも花期の 4月には懸命に花をつけているのをみて涙を

禁じえませんでした。心を痛めていたのは私だけではな

かったらしく数名の人が地元の基山町役場に保護対策を求

めていた甲斐があり役場は重い腰をあげて最大群落地に木

の杭を打ちトラロープで囲いを作ってくれました。ただそ

の後は放置されたためロープは緩み杭は折れ囲いは意味を

なさない状態に戻るのに 1 年を要しませんでした。再度、

囲いの設置を頼みに行きましたが 1350 年祭で手が足りず

無理だといわれました。

対策

　そこで野焼き後の 3月に自分で囲いを設置し役場にその

旨を報告しました。囲いは 76 平方メートルのものから 30

センチ四方のものまで大小 15 か所ほどでした。ただ囲い

を設置したことによってそこがオキナグサの自生地とわか

るとさらに盗掘の確率が増えるのではないかと危惧された

ので「裸地化防止にため立入禁止」「植生復元のため立入

禁止」の札を下げオキナグサ自生地であることを目立たな

いように配慮しました。

　囲いの中では 3月下旬から開花が見られ 4月には最盛期

つの制度を次のような内容でスタートさせました。

①準会員制度

　いま約 1000 万人いると言われる日本の登山人口の大部

分は、どの山岳会にも所属していない未組織登山者です。

山岳遭難事故も増えています。このような実態に鑑み、入

会金・会費や入会手続きなどのハードルを低くし、一定の

研修に相当する期間を準会員として過ごして頂いた上で通

常会員になって頂く仕組みです。勿論、今まで通り準会員

を経ずに直接、通常会員として入会して頂くこともできま

す。準会員の期間は 3 年間まで。入会金は 5000 円（26 才

未満は免除）、年会費 6000 円と大幅に安くなりますが、総

会での議決権はなく、本部・支部の役員には就任できない、

会報「山」は配布するが機関誌「山岳」は有料販売となる

などの条件が付きます。

②新会員証の発行

　今後、従来の会員証から「JAC カード」（プラスチックカー

ド型の会員証と準会員証）に変更されます。これは非常時

の lD カードとして役割を果たすほか、本会と提携する山

小屋やスポーツ用品店等の施設において提示することによ

り割引等を受けることが出来ます。

　以上の二つの制度の実施に加え、支部独自の山行行事や

活動を活発化させることで、会員の増加と若返り化をは

かって行きたいと思います。このまま行けば「支部は消滅

する」という危機感をもって、1 人でも会員や準会員を増

やすことに努めて頂ければと考えています。私自身も、そ

の方向で一生懸命やりたいと思いますので、なにとぞよろ

しくお願い致します。

　また、今年は支部設立 60 周年の記念行事を秋に予定し

ています。皆様の企画やアイディアがあれば、ぜひお寄せ

頂ければと思います。併せてよろしくお願い致します。

2. 平成28年度総会・記念講演
｢基山におけるオキナグサの保護活動」

五十嵐　賢
№12539
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を迎え 5月には白いひげの翁が風に揺れているのが見られ

ました。

　こうして花期を終えた 11 月ころ突然すべての囲いは跡

形もなくなくなっていました。いたずらとは考えにくかっ

たので役場に報告に行くと山頂の草刈を頼んだ業者が撤去

したんだろう。「来年から撤去しないように注意します」

との返事でしたが役場の指示が業者に徹底していないのか

毎年囲いは撤去され続けました。私も毎年新たに囲いを設

置続けました。歩ける限り続ける気持ちでした。

影の協力者現る

　そんな囲いの設置には影の協力者が数名あるようで私の

囲いを誰かが補強したあとが見られたり新しく芽吹いた個

体に新たに囲いを設置してくれる人が現れました。ただ出

会ったことはなくまさに影の協力者です。ロープの色や種

類、杭の違いなどから一人だった影の協力者も年を経るご

とに数名に増えたようです。孤立無援の状態から仲間が現

れたのです。

オキナグサ復活

　平成 24 年に最初に設置して 2年後の 26 年には粘土質の

地面に黒い地衣類がみられるようになり次第に表土が柔ら

かくなってきました。写真撮影のため囲いに立ち入った人

の足跡がくっきりと残っています。地面が柔らかくなるに

つれてオキナグサは次第に大きく根を張り株も大きく元気

になってきたのがよくわかり花の数もずいぶん増えてきま

した。27 年には斜面の下部に 5 ｍｍくらいのたくさんの

可愛い芽が見られるようになりました。単に囲いを設置し

ただけなのに大きな効果にびっくりしました。逆に踏み付

けがオキナグサにとっていかに打撃が大きかったのかを実

感しました。

オキナグサが見たい

　保護の効果が現れるにつれてオキナグサの鑑賞目的の登

山者が年々増えてきました。私はそれまで「オキナグサ自

生地」の表現は避けていましたが絶滅の危機は去り多くの

人にオキナグサを楽しんでもらうタイミングを考えていま

した。そんな平成 27 年春に西日本新聞、季刊誌のぼろの

特集記事で基山のオキナグサが紹介されＫＢＣテレビでも

放映されたことも後押しとなり私もホームページやガイド

ブック、Ｆａｃｅｂｏｏｋなどで公開しました。ただ盗掘、

踏み荒らしの確率も増えることも考えられるので花期には

ほぼ毎日監視を兼ねて中央ピークの山頂に立っています。

人づてに聞いて初めてオキナグサを見た人の感動の声にこ

ちらも大感激しました。

今後の課題

　1、役場の協力　�基山町役場はこの囲いの設置に特に反

対でも賛成でもなく黙認の感じです。

何とか役場が主体的に動いてくれない

かと期待しています。

　2、盗掘　　　　�囲いの中では盗掘は全く見られません

がこちらが気づかなかったそれ以外の

場所では盗掘の穴が見られます。

　3、増殖対策　　�種を採りかつての自生地に植えて全体

個数を増やしたい。このため小学生や

老人クラブなどに委託栽培してもらえ

ないものか。

　4、幼苗　　　　�幼苗は見られますがその後の生長はかな

り厳しく生き残っている個体は少ない。

最後に

　遠足や家族ハイクで基山に訪れる人たちに古代山城の史

跡、草スキーに加えてオキナグサの咲き乱れる花の山、基

山がよみがえった姿をみてもらいたい。そして環境省の絶

滅危惧Ⅱ類の汚名を解除できないものかと期待しながら歩

ける限りオキナグサを見守り続けたいと思っています。

3. 特集「山の日」に思う
　岳人待望の「山の日」が昨年 8月11日に初めて施行され、各地で祝賀会が開催されました。祝日が国民の間に定着するため

には仲間を誘って山に足を運ぶことはもちろん、その魅力や楽しさ、そして安全な登山を発信する幅広い地道な活動が求めら

れます。この特集では長年の山行や支部活動を通して、なにを感じ、なにを伝えようとしているのか、会員に語ってもらいました。

　今年の夏、井上靖先生の自然や山行についてのエッセー集が

『穂高の月』と題して山と渓谷社より出版された。収録作品50

篇、284頁の文庫版である。巻末には御長男修一氏が「父の趣味」

と題して一文を寄せられている。膨大多岐にわたる井上先生の

作品群より分類したものだ。私にとっては初めて読む作品も多

く、まことに有難く便利な一書である。

石原　國利（東海支部・岩稜会会員）
№5180

井上靖先生とシルクロード、ヒマラヤの旅
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　旅行中、井上先生はいつも手に小さな手帖か、時には大学ノー

トを持って、ボールペンでメモを記されていた。夜も食事が終っ

てから、ご自分の部屋かテントの中で、メモを整理されていた。

われわれ凡人組は、空港の免税店で購入した洋酒を友に、時

には生沢先生をまじえて休養と歓談に時を過ごした。

　井上先生はかねてより、「メモをとりなさい。書いたものは永

久に残るが、記憶は消える。忘れたらそのことは無になる」と仰っ

ていたが、今となると事実はその通りとなった。この旅で経験し

たこと、井上先生の折々のお話なども、あれはよかった、あの

お話には感銘をうけたという思いだけが残り、その具体的な内

容はと思い返しても覚
おぼつか

束ない。直後にメモしておれば・・・と

思うこと頻
しき

りである。

　冒頭で挙げた�「ヒマラヤの山地にて」には、エベレストをはじめ、

ローツェ、アマダブラム、カンテガ、タボツェ、クンビーラ、カ

ングテ・・・といった山の名、ドウトコシという川の名、ルクラ（2400

メートル）、ナムチェバザール（3450メートル）、クムジュン（3760

メートル）、ホルシェ（3800メートル）といった部落の名と標高

が出てくるが、いずれも井上先生にとっては初めて足を踏み入れ、

目にされた景色である。それぞれが正確、適切に文章の中に配

列されてあり、読む者にとって抵抗なく自分の心に再現される。

先生が丹念にメモされた成果が見事に活かされていると思う。

　このヒマラヤ旅行は、この年（昭和 46 年）の5月11日より

翌年 4月10日まで 332回にわたって『朝日新聞』朝刊に連載さ

れた小説「星と祭」に急遽盛り込まれることとなり、山旅は取

材を兼ねることになった。クライマックスの満月が出る場面は次

のように描かれている。

　戸外へ出てみると、カンテガの支稜の肩から、今まさに月は

出ようとしていた。カンテガの支稜は雪がないので、真黒に見え

ているが、その肩の部分が際立って明るくなっている。やがて月

が顔を出し始めた。

「5時 55分」

　岩代が言った。月が完全にあがってしまうには何程もかから

なかった。

「5時 57分」

　2分で月はそのまるい姿全部を現わしたのであった。と同時に、

右手のアマダブラムが霧の中から白い姿を現わし始めた。ほか

の山は全く霧に包まれている。（「星と祭」）

　私どもが現地で体験したことがそのまま書いてある。事実の

再現である。このヒマラヤ旅行から既に45年が経過した。井

上先生、生沢先生、伊藤さん、上岡さんは天上の人となられて

いる。私にとっては生涯を通して、望むべくもない貴重な、珠

玉の日 と々なった。

【井上靖記念文化財団の許可により機関紙『伝書鳩第17号』より

引用掲載しました。】

　私が特に感動したのは「ヒマラヤ

の山地にて」と題する作品であった。

初めてヒマラヤの山地に踏み入った

井上先生が経験された、少年シェル

パとの交流の話である。ここでは、

先生の担当になったツェリン・ピン

ジョ（当時17歳、ネパール・ナムチェ

バザール出身）が誠心誠意、労を惜

しまずサーブ（主人）に尽くす姿が、

感嘆と感謝の気持で記されている。

井上先生は、現地での旅が終り、仕

事から解放されたピンジョが夜を徹して一目散、故郷へ走り帰る

姿を心の中で追われている。シェルパとサーブの関係はヒマラ

ヤ登山の大きな魅力の一つであるが、この文を読んだとき私は、

先生をヒマラヤ旅行にお誘いしてよかったと、ホッとした気持に

なった。先生を長期間生活不自由な地に誘い出し、奥様はじめ

ご家族、先生と親しい知人の方々に、先生が無事帰国されるま

で余計な心配をかけていたのではないかと、自責の念を抱いて

いたのが、いちぶ赦（ゆる）された気持がした。

　井上先生のヒマラヤ旅行の発端は、カエル会（井上先生を中

心とした登山グループ）の中で、私ども岩
がんりょうかい

稜会（鈴鹿市の山岳会）

の会員3名、伊藤経
つ ね お

男、上岡謙一、石原が、エベレストの近く

で中秋の満月を見る計画を立て、井上先生にその計画を話した

ところ、先生が「私も参加します」と仰
おっしゃ

り実現したものであった。

最終的にメンバーは、井上先生、画家の生沢朗先生、井上佳子

さん（先生の次女）、私達 3名の 6名となった。更に井上先生よ

り、ヒマラヤに行く前にシルクロードのアフガニスタンに寄りた

いとのご希望が出て、現地での世話、通訳として、私ども3人

と親しいナジーブラ・モハバット君（通称ナジーブ君）に加わっ

てもらうことになった。ナジーブ君の御父上は初代のアフガニス

タン駐日代理大使で、ナジーブ君は名古屋大学工学部出身であ

る。総勢 7名となった。

　昭和46（1971）年9月24日羽田発、同29日までアフガニスタン、

同30日より10月12日までネパール、同15日までインド、ダージリ

ン、16日ホンコンにて解散という日程となった。

　アフガニスタンでの旅は井上先生の独壇場であった。先生に

とっても初めての地であったが、シルクロードに関連した智識の

量と、学識の深さには只々驚嘆した。全て若き日に関心をもっ

て吸収した知識が基礎になっているとのことであった。バーミ

ヤン（9月24日）、クンドゥズ（25日）、アムダリア河畔（26日）、

バルフ城市（27日）と車を走らせ、サラン峠を越えてカーブル

に戻った。

　9月29日アフガニスタンを離れ、インドのデリーを経由して30

日にネパールのカトマンズに入った。いよいよヒマラヤの旅である。
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　昨年 8 月 11 日、国民の祝日として「山の日」が制定施

行されたことを記念して、福岡県内の英彦山（1200m）、宝

満山（829m）、風師山（362m）の三つの山で登山大会が行

なわれ、天候にも恵まれ大いに賑わった。

　これは、日本山岳会福岡支部、日本山岳会北九州支部、

福岡県山岳連盟、福岡県勤労者山岳連盟、全九州アルパイ

ンガイド協会の山岳 5 団体が協力して、「山の日」制定記

念福岡 2016 実行委員会を結成、準備を進めてきたもので、

6 月 25・26 日福岡タワーで開催した第 1 回「夏山フェス

タ in 福岡」に次いで、盛況裡に終了した。

　私たち日本山岳会福岡支部は、「英彦山登山大会」を福

岡県山岳連盟とともに担当、17 名が運営委員として参加

し大会を成功させることが出来た。以下三つの大会の内容

の概略を報告する。

◎英彦山 登山大会

　午前 9 時から英彦山神宮奉幣殿前広場で記念式典があ

り、足達敏則・福岡県山岳連盟会長の開会のあいさつ、寺

西明男・添田町長の来賓あいさつに続いて、奉幣殿で「安

全登山祈願祭」が行なわれた。足達会長、寺西町長のほか

高木福岡支部長、中馬前支部長、荒木辰彦・福岡県勤労者

山岳連盟会長（英彦山の環境を考える会会長）など山岳諸

団体代表が加わって、高千穂宮司のお祓いを受けたあと玉

ぐし奉納を行い、祈願祭が終了。

　広場では、寺崎良夫・福岡県山岳連盟遭難対策委員長か

ら登山上の注意があり、「山の日」パンフや経口補水液の

ペットボトルなどを受け取った登山者は山頂へ向けて順次

出発。山頂でも「山の日」記念バッヂが配られたりして、

大いに賑わった。

　なお、当日は関連行事として、添田警察署による「安全

登山啓発イベント」（マスコットキャラクターによる安全

登山 PR・県警ヘリによる安全登山の呼びかけ）、英彦山神

宮主催の「英彦山駆け上り大会」（銅の鳥居から奉幣殿ま

での 800m の石段の駆け登り競走）などがあり、見物客も

含めて大いに盛り上がった。

◎宝満山 登山大会

　この大会は、福岡県勤労者山岳連盟（労山）が担当。午

前 9時から竈門神社本宮前で記念式典が開催され、吉永労

山副理事長の開会のあいさつ、富田太宰府副市長のお祝い

のあいさつのあと、竈門神社神職によるお祓い、各界の代

表者による玉ぐし奉奠などが行なわれた。式典終了後、登

山上の注意を受けた 100 名以上の登山者が順次出発、夏の

日差しが強い中、汗を流しながら急坂の登山路を辿った。

山頂では、記念バッヂが配られたほか、この日のために作

られた記念スタンプを捺す人も沢山いた。

　当日は、「宝満山弘有の会」の協力で、宝満山に残る国指定

史跡を巡り解説をしてもらうイベントも行なわれ、約30名（定員）

が史跡を見学しながら山頂へのコースを歩いた。また、労山主

催で「ハイキングで役に立つロープワーク」講習会が、山頂下

のキャンプ場で行なわれ15名が参加。ロープの結び方から危

険箇所のロープを使った通過方法などを学んだ。

英彦山登山大会の様子（右上は高木支部長の挨拶）

◎風師山 家族登山大会

　日本山岳会北九州支部が担当。事前申し込み制で、下は

5 歳から上は 83 歳まで、幅広い世代の 100 名以上が参加。

朝 8時 45 分 JR 門司港駅に集合後、主催者の説明を受けて

出発。まずは風師山・風頭の広場まで休憩を取りながら歩

く。ここでカチワリや氷菓子キャンデーのサービスがあり、

さらに頂上では、槙有恒記念碑の前で、全員の記念撮影。

素晴らしい景色を見下ろしたりした。

　そのあと風師三角点を通り、矢筈山に向う。矢筈山キャ

ンプ場で昼食。そこで子供を対象にしたスイカ割りや火お

こし体験があった後、記念バッヂと折紙や木で作った手作

りのペンダントなどを配布、そして下山開始。小森江子ど

もの森公園で解散した。6時間にわたる充実した「山の日」

の取り組みであった。

　支部組織がなく、休眠状態の支部の再建総会が 1987 年

（昭和 62 年）3 月 29 日に開催された。支部規約を新たに

制定し、第 3代支部長に就任された故権藤太郎氏の元、新

たな支部役員 17 名、顧問 3名が選出され、支部会員 99 名

で新たに福岡支部の運営が開始された。

　支部報第 1号は、支部再建 5年後の 1992 年（平成 4年）

10 月 20 日に創刊された。第 8号 1996 年（平成 8年）6月

1 日発行までは、支部事務局が北九州にあったため北九州

が担当し、年に 1～ 2回発行されていた。

　1996 年（平成 8 年）の総会において、第 5 代支部長に

故松本徰夫氏、副支部長に深田泰三氏が就任され事務局が

北九州から福岡に移管された。これに伴い、第 9号（1996

年 10 月 8 日発行）は、福岡が担当して初めての発行となっ

た。第 9号に新支部長の故松本徰夫氏は、巻頭の「支部運

営におもう」に支部報について、方針を以下のように示さ

れている。『支部報は、前支部長、編集者の努力により、

創刊号から 8号まで発刊されている。支部報は、予算の範

囲内での発行を考えると同時に、レベル・アップを考えた

い。会員の寄稿を期待したい。』であった。

　北九州事務局が担当の時は、年に 1～ 2回発行されてい

たが、出来栄えも印刷会社に外注し立派なオフセット印刷

高木　荘輔
№12920

英彦山・宝満山・風師山で登山大会
～ 8/11「山の日」制定記念登山 in 福岡 2016 ～

倉智　清司
№7130

福岡支部報第３０号発刊に思うこと



JAC FUKUOKA No.30

6

で仕上げ発行されていた。前記のように「予算の範囲内」

での発行となると年１回の発行が精一杯であった。当時の

事務局深田副支部長から支部報編集を担当するようにとの

指示があり、それ以来、今日まで支部報担当をしている。

また、第 18 号からは新たに辻和毅氏に編集者として加わっ

ていただき、紙面も一新され充実した内容にレベル・アッ

プされた。

　第 9号（平成 8年）より福岡が担当することになったが、

限られた予算では、北九州事務局の時のように、全面的に

専門業者に依頼することもできず、手作りによる制作を余

儀なくされた。結局、編集センスもない素人による手作り

支部報で、会員諸氏には大変読みづらい支部報であったこ

とと思う。当時幸いだったのは、この頃よりワープロが普

及し始め、ワープロを購入、当時ほとんどが手書きで入稿

された原稿を、仕事の合間をぬっては会社で入力、帰宅後

は自宅のワープロで入力、校正、出力したものを編集台紙

に切り貼りし、印刷のみを業者に依頼して、やっと発行の

運びとなった。初めて担当した支部報の編集後記には、以

下のように記した。『北九州事務局のような立派な支部報

には程遠いかとは思うが、限られた予算内で「いかに継続

して発行するかを大切」にしていきたい。素人の拙いワー

プロ入力で誤字・脱字も多々あると思う。支部報に対して

の意見、これまで以上の投稿をお願いします。』であった。

以来、5 年間（第 13 号まで）は、ワープロ入力・校正・

切り貼りの手作りでの支部報づくりが続いた。

　第 14 号（平成 13 年）からは、パソコンの普及により、

原稿もワードのデータでの入稿が多くなり、パソコン上で

の編集機能も加わり、多少印刷予算もアップしていただき、

レイアウト・編集も専門業者に依頼できるようになり、体

裁も良くなり、初めてカラー印刷での発行が始まった。こ

れは、各支部から発行される支部報では初めてのことでも

あった。担当するようになった第 9 号～第 13 号の手作り

支部報から考えると、出来栄えや内容も雲泥の差であり、

また、辻和毅氏が新たに編集に加わっていただいた第 18

号（平成 17 年）からは、明確な「編集方針」も示される

ようになり、さらに、素晴らしい支部報の発行へと進化し

ていった。

　今年で、第 30 号を発行するにあたり、編集に携わって

から 21 年、感慨もひとしおであると感ずるとともに、故

松本徰夫氏が言われた「予算の範囲内での発行を考えると

同時に、レベル・アップ」を、さらに図らなくてはならな

いと改めて思う。多くの会員の皆さんの積極的な寄稿をお

願いします。

　2016 年度の年次晩餐会の席上で、会長から永年会員章

を受章したのはで 34 名であった（うち復活会員 1名）。私

もそのなかの一人であった。なお私は表彰式は所用のため

欠席、後日本部からの郵送により受領した。

　永年会員とはただ長生きすればだれでも貰えるものと

思っていたが、長い間登山を続けることが出来たのは家族

や支部会員の諸氏、学生時代の山仲間、友人、職場の先輩・

同僚等多くの方々のお世話にならなければ達成できなかっ

たこととを実感した。改めて感謝申し上げる。

　ところでこの機会に永年会員制度について『日本山岳会

百年史本編並びに続編資料編』（以下百年史という）等を

参考にして調べてみた。百年史本編の［会員　百年の推移

―会員数・会員制度・会員番号など〈松田雄一氏執筆〉の

第六、永年会員制度の項（p.153）］には、『この制度は、「通

常会員が在籍五十年に達した場合には、多年に亘る会への

貢献に感謝の意を表すために永年会員章を贈り、爾後の会

費を免除する」というもので、松方会長（1962~7）の発議

にもとづいて、評議員会で成文化したものである。発想の

原点は、スイス山岳会で同会では云々』とある。

　第１回の表彰は 1965 年の創立 60 周年記念晩餐会で行わ

れ、27 名の会員に初めての永年会員章が贈られた。爾来

毎年永年会員の表彰が行われ、2016 年度までで約 530 名

弱の会員が永年会員章を受賞している。

　福岡支部（含む北部九州支部）の永年会員を見ると、初

代支部長の岡田喜一氏が 1975 年に初の受章者となり‘78

年に月原俊二氏、‘86 年三日月直之氏、その後小林茂明氏、

権藤太郎氏、柴田重太郎氏、村上巌氏、吉村健児氏（現在

北九支部）▽、田中昭男氏、阿部克雄氏、熊谷松雄氏▽、

池田経昭氏▽、松本徰夫氏、音成彦始郎氏の 14 名の方々

受賞されている。なお、このうち御存命の方（現福岡支部

所属）は残念ながら 2名のみである。

　お名前の後に▽印は生存者である。なお 2014 年度の数

字であるが、山岳会の総会員数は 5036 名、その内永年会

員は 347 名、永年 / 総会員≒ 6．9％であった。また、平

均年齢は 67．8 歳となっている。

　子供のころから鉄道が好きであった私は世界各地の鉄道

の写真を見たり、その説明を読んだりしては別世界に入っ

たような気持になったものだ。少年は夢をみていた。その

中でスイスの美しい山々やその山麓に広がる広い牧場、周

辺の雪を頂いた険しい山を眺めながら登ってゆく登山鉄道

のことを知った。高山植物の美しい花が咲き乱れているア

ルプの小道などと聞くと、スイスは天上に広がる世界のよ

うに思われた。

　スイスの登山鉄道の話には熱中した。アルプス三大北

壁の一つ Eiger の大岩壁をくり抜いて掘られた長いトン

ネルを通り名峰 Jungfrau の肩 Jungfraujoch まで登って

ゆく Jngftaubahn や Zermatt から Matterhorn を見ながら

高度を上げその展望台として名高い Gornergrat に登る

Gornergratbahn などの話を何度も読んでは胸を躍らせて

いたのだ。いつかそのスイスの登山列車に乗ることができ

るだろうか。

　第二次世界大戦が終わってからも、日本は無条件降伏を

受け入れた敗戦国であり廃墟となった国土の中、荒れ果て

た国の復興が何よりも急務とされた。国民は食べるものに

も窮していた。その中で外国の山や高原に出かけるなどは

見果てぬ夢のまた夢であった。少年の夢は夢でしかなかった。

　その後、世の中が少し落ち着いてからも、海外に出る、

山本　博
№12312

スイスの楽しいＳＬ

中馬　董人
№6222

日本山岳会「永年会員制度」と受章
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それも個人的に観光とか登山のためでとなると許される情

勢ではなかった。それに敗戦国日本の通貨は無力であり円

は国際的に全く通用しなかった。爆撃で破壊された国内の

生産基盤の中で細々と作られた製品の輸出で得た貴重な外

貨は大切に使わねばならない。海外で必要な外貨は申請し

て審査を受け、割り当てを受けなければならない時代―為

替相場は 1ドル 360 円で固定相場の時代、今では考えられ

ないような厳しい時代であった。

　そのころ鉄道先進国スイスの鉄道電化率は、98% と聞い

て驚いたことを思い出す。当時日本国鉄の電化は進んでお

らず、東海道本線でさえ完全電化には程遠い時代であっ

た。しかし、戦争に直接巻き込まれなかった鉄道大国であ

るスイスに残っている 2% の末電化区間はすぐに電化され

て 100% になると思っていたが、その数字はなかなか動か

ない。残された未電化区間はどんなところだろうと興味を

持っていたが当時調べる術を持たないのが残念であった。

　現在スイスの鉄道電化率は 99.9% とされている。この残

された 0.1% はどのような鉄道線なのか。今度はすぐにわ

かった。Interlaken の東にある Brienz 湖畔から Rothorn

への登山鉄道 Brienzer-Rothorn-Bahn がそれであった。今

も蒸気機関車が活躍しているのである。スイスで定期運行

（運行は 5月下旬から 10 月下旬までの毎日）される唯一の

未電化区間、この鉄道は標高 566m の Brienz 湖畔の山麓駅

から標高 2244m にある Rothorn 山頂駅まで標高差 1678m、

全長 7.6 ㎞の路線を約 1時間かけてゆっくりと蒸気機関車

が牽引するのである。

　先年やっとその SL がひっぱる車輌に乗る機会が来た。

その日山頂は雲の中で見えなかったが、山麓駅には可愛い

SL が煙を吐いて待っている。遊園地を走っているような

ミニサイズの機関車、それも急勾配の線路を登るため前部

が低く傾いている。登山列車では機関車は後ろから客車を

押しながら登ってゆく。下るときにはそのまま下るので機

関車は一番前でバックする形になる。登山列車では機関車

は常に一番下にある。客車は 2両、速度は遅いが急な傾斜

を力強く登ってゆく。

　Brienz 湖が見えだすと薄日が射してきた。エメラルド

グリーンと言われる独時の不思議な色である。氷河が長年

削ってきた成分が湖に溶け込んで微妙な色を作り出したと

いわれる。路線の勾配は最大 250 パーミル（100m 進む間

に 25m 上がる）の急勾配とある。機関車と軌道に取り付け

られた歯車をかみ合わせながら登ってゆくアプト式の鉄道

である。森林限界を超えて牧草地に入ってゆくとやがて中

間の Planalp 駅に着き、ここで下り列車とすれ違った。5

分ほどの停車時間に機関士が給水している。これまでの登

りで大量の水を消費したのであろう。そこから列車は広い

草原の丘をゆっくりと登ってゆく。放牧の牛や羊が草を食

んでいる。カウベルの響きが聞こえてくるようだ。まるで

童話の中の世界である。列車は霧の中に入って、展望に

恵まれないまま急坂をのぼり続けて山頂駅に着いた時に

は雨が降りだしていた。好天の時には山頂から Eiger や

Wetterhorn など Berner� Oberland の山々や Brienz 湖の眺

めが素晴らしいというが、その日の遠望はなかった。

　それは残念であったが長年の願いがやっとかなったので

ある。鉄道大国スイスの中で唯一蒸気機関車が頑張ってい

る登山鉄道、ごく短い路線だが私にとっては大きな存在で

あった。今もスイスで走り続ける SL、それが今はウリに

なっているとも聞く。

　山名の Rothorn は山頂が朝日や夕日に赤く染まることか

ら名付けられたのであろうが、その名を持つ山は多くスイ

スだけでも三十ほどもあるといわれる。この山はその一つ

で Brienz 湖のほとりにあって Brienzer�Rothorn と呼ばれ

ており、霧や雲で山頂が見えないことも多いと言われる。

今回霧にまかれたことも雨に降られた山頂駅も、この山ら

しい出迎えだったのかもしれない。その夕べ、ホテルで味

合う SwissWine の味は格別であった。

　フンザの高峰・シスバレー（7,611 メートル）に産まれ

たばかりの太陽光が一直線に延び、その頂の一点が金色に

輝き「ア、日の出だ！」と思う間もなく、下部の白銀を黄

金と染め変えられて往くのが見てとれる・・・その麓のパ

スー村に私の友が暮らしています。

　私は 1999 年ビィビィ　サークル「ハートゥ・ハートゥ」

という名称で独立以来、パスー村に通っていましたがパキ

スタンの政情不安定から、このところ足が遠のいています。

　“日本国内で、出来ることをやろう”と手元に残された

作業を少しずつ片づけています。

　一昨年は絵本「群青の天空に近い村」、昨年は紙芝居「ボー

ズヤの約束」を作成出来ました。

　「ボーズヤの約束」を聞かせてくれた青年 K に出会った

のは 2003 年の夏でした。

　青年は、その話しを母親から聞き、母親はおばあさんか

ら聞いたと言っていました（ワヒ族は文字を持っていない）

この青年は独学で日本語のひらがなは書けるようになった

努力家です。・・・私達が泊る宿の台所の土間にしか寝せ

てもらえていませんでした・・・。彼曰く「ここの地域が

豊なのは、インドとパキスタンに別れた後、アガ・ハーン

が指導したからだ・・・僕は川に隔たれた谷で産まれたか

ら貧しい」そして「このボーズヤの約束の話しを本に出来

れば・・・」とトットッと話す言葉が今でも耳に残ってい

ます。

水野　公代
№14711

紙芝居「ボーズヤの約束」を作成し終えて
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糸島に一時保管してあったのです（その車は、今すでに又

東北へ帰っている）

巡回移動図書車（地球の歩き方　‘95～’96版より）

　巡回移動図書車購入資金はビィビィ　サークル発足当初

から積立てていましたので、私たちの“夢”が実現に近づ

けた感じなのですが、私はパキスタンで何かがあった時に

切り抜ける力を持ち合わせていませんので、ゆっくり実現

する時期が来るのを待ちたいと思っています。しかし私た

ちの年齢が逃げているのが悩ましい限りです。一日も早く

平和になって欲しいものです。

　今現在は、オイスカという団体の西日本研修センターに

て、水撃ポンプの技術移転の為試運転を重ねています。

　パスー村の人達が私に「会いたい」と言っていると聞くと

飛んで行きたい気持ちで一杯です。

・・・沢山の友が暮らしているパスー村へ・・・。

　「ボーズヤの約束」とは日本ではアンパンマンのような

話しです。

　この話には、アイベックス（中国国境付近の岩山で飛び

周っているのを見た事があります、山の神とも言われてい

ます）　雪豹（人の目にふれる事は殆どなくパスー村周辺

でも足跡・糞は見られると聞きました。日本にパキスタン

の雪豹が寄贈されていて、すでに何代目かになっているの

を多摩動物園で見ました）鳴き兎（パスー村を歩いていた

時、鳴き声を聞き振り返ったら穴の中へ出入りしていまし

た）そしてボーズヤという少年とおじいさん・おばあさん

が登場します。

　話しの内容は、ヤクを追いながらの放牧地で少年はおじ

いさんから教わった草笛の練習を重ね上手になり→おじい

さんに聞いてもらおうとおじいさんの家へ出かける途中→

山の木の実が不作でお腹が空いた動物たちに出会い「君を

食べたい」と言われ→ボーズヤは「おじいさんに草笛を聞

いてもらった後ならいいよ」と答え→おじいさん、おばあ

さんに草笛を聞いてもらった後→動物たちとの約束を話す

と、おじいさんは大きいカボチャをくり抜き船を造り、お

ばあさんはボーズヤにお腹一杯食べさせ、食べ物を山のよ

うに持たせ船に乗せて帰します→途中で船は岩に当り壊

れ、投げ出されたボーズヤを動物たちが介護します→気が

ついたボーズヤが「食べてもイイよ」と言い→動物たちは

「約束を守った君を食べない」と言った時→籠から食べ物

がいっぱいこぼれ、皆で仲良く遊んだというような話しです。

　絵本や紙芝居を作成するにあたり、色々な場面で悩みに

悩み困りに困りはてた山や谷が幾つも幾つもありました

が、実に多くの人の協力が得られ助けて頂き完結する事が

出来ました。

　完成後の私は気が抜けたような状態がしており『昔話の

作成に何年間もかけてきていたのだな～』と実感しています。

　日本山岳会福岡支部の方々も含め、絵本を購入して頂い

た資金で「群青の天空に近い村」と「ボーズヤの約束」を

ウルドウ語訳に出来るようにと準備を進めています。

　「ハートゥ・ハートゥ」の今後の“夢”は【北部山岳地

域の村々へ書籍を積んだ巡回移動図書車を走らせる事】な

のですが、我が家の愛犬ビィビィをブラリと散歩へ連れて

行った時に「ハートゥ・ハートゥ」が描いていた巡回移動

図書車と瓜二つの車に突然出会ったのです。驚いてたずね

ると東北の震災後に軽トラを改造した車で移動図書車とし

て活躍していて、今度は熊本の被災地へ行く途中で福岡の
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れる。かなりの距離を歩くが道標もオベリスクも見えない。

通り過ぎたのではと不安になる頃先行グループの声、赤抜

き沢の頭に到着。地蔵岳へと少し下ったところで賽の河原

に出る。オベリスクは見えない。とにかく上へとダケカン

バとハイマツの薮を登り切ったところで突然目の前に。地

蔵岳到着 12 時 50 分。オベリスクを背景に写真を撮るが撮

影者が変わるところで雲。

　宿泊先の鳳凰小屋へ向かって白い砂礫の急坂を一列に

なって下る。小屋着 15 時 20 分。ベンチで大宴。夕食はカ

レー。

　7月 30 日（金）晴　4時起床。日の出を見ようと場所を

探すが見当たらず。日の出は間近と思われたので登山道脇

の岩場をよじ登った。5 ～ 6 人が岩や木につかまってやっ

と立てる程の岩棚。間もなく日の出、山上で見たかった。

小屋に戻って朝食。6 時 00 分御座石鉱泉へ向け下る。燕

頭山までの 2時間は緩やかに下ったがそれから先は急坂の

連続。途中稀少とされるレンゲショウマに癒される。

レンゲショウマ

　長い下りを終え 11 時 50 分御座石鉱泉着。一風呂浴びて

ビール。15 時 00 発のバスにて韮崎に出てＪＲに乗り換え

茅野へ。徒歩にてホテルに向かい泊。

　7 月 31 日（土）快晴。もうひと山登って景色と花を楽

しもうと茅野駅からバスにて車山高原へ向かう。山頂着９

時 30 分。素晴らしい眺め。昨日まで歩いた鳳凰三山、オ

ベリスクも、その右に富士山、八ヶ岳。中央アルプス、北

アルプスも見える。この景色に昨日まで雲の中を歩いてき

たモヤモヤ気分も晴れた。草原を散策の後茅野に戻ってＪ

Ｒに乗車。塩尻・名古屋・新大阪と乗り継いで 21 時 34 分

博多着。全行程を無事・予定どおり終了した。なお、塩尻

からの特急は満席で名古屋までの 2時間、立ちっぱなしと

なったがこれもいい思い出となった。

　年に 1 度は日本アルプスを歩きたい、3000 ｍの風に当

たりたいと南アルプス・鳳凰三山縦走の山行に参加した。

同行者は福岡支部 9 名、スイス友の会 5 名、あるく会４

名、労山久留米支部 1名の総勢 19 名。年齢は 85 歳を筆頭

に 80 歳代 2 名、70 歳代 12 名、60 歳代 5 名で平均年齢は

72.4 歳。年齢はやや高いが元気なおばさん 10 名、おじさ

ん 9名である。

　7月 27 日（水）曇　博多発 8時 43 分の「さくら」に乗車、

大阪・静岡で乗り換え甲府着 16 時 02 分。静岡からの身延

線では富士山が見えるのでは目を凝らしたが、雲が低く裾

野さえ見ることが出来なかった。甲府では駅前の居酒屋で

夕食。タクシーにてホテル移動して泊。

　7 月 28 日（木）曇　甲府発 7 時 00 分のバスにて夜叉神

峠登山口へ。乗客は私たちの他 2グループ 4名でほとんど

貸切り状態。8 時 10 分登山口着。身支度を整え 8 時 30 分

登山開始。樹林帯の中を 1時間余り登ってクマザサが広が

る峠に。原は 50 年前来た時に比べ、カラマツが大きくな

り狭くなった感じ。期待した北岳・間ノ岳・農鳥岳をつな

ぐ 3000 ｍの稜線は雲の中。小休止の後、樹林帯の尾根を

北へ進む。緩と急の登りを繰り返して高度を上げ、杖立峠

～苺平と順調に進んで南御室小屋着 15 時 20 分。小屋前の

広場ににて小宴。夕食はカレー。

　7 月 29 日（金）曇　朝食 5 時。小屋 6 時 10 分出発。シ

ラビソ林の急坂を 1時間余り登って白い砂と大きな石、ダ

ケカンバの稜線に出た。北岳は雲の中。最初のピーク砂払

岳は素通りして鳳凰三山最初の頂き薬師岳へ。暫く進んだ

ところで細い岩溝に花束の様に咲いたタカネビランジを見

つけた。可愛い。先行グループは気付いただろうかと思い

ながら先へ進んだが、それから先は群落の連続。無用の心

配だった。

タカネビランジ

　薬師岳山頂（2780 ｍ）8 時 00 分着。次いで今回の山行

中最も高い観音岳を目指す。花崗岩と砂礫の尾根を進み 9

時 50分山頂（2841ｍ）。地蔵岳へ向かうがガスが濃くなる。

足元周囲には風や雪に抑えられ低く折れ曲がったダケカン

バ、ハイマツ、白骨化したシラビソ。それらが灰色の岩と

白い砂と合わさって見事な庭園となり、目を楽しませてく

酒匂　輝昌
№10797

鳳凰三山縦走
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１．はじめに－日本と韓国の新しい時代の登山

　1966 年 4 月、私は韓国の済州島にある漢拏山に登りま

した。九州大学探検部と横浜国立大学の合同学術調査団

の一員として参加した時です。50 年以上も昔の話ですが、

ちょうどこの時は前年の 6 月に日韓基本条約が締結され、

両国の関係が大きな転換期を迎えた時でした。私たちの登

山は、戦後ようやく両国の外交関係が正式に成立してか

ら 10 ケ月後のことです。友好ムードが醸
かも

し出されるなか、

新時代に相応しい派遣として当時話題になりました。学生

隊が海外に出ることも九大では初の快挙で、ずいぶんと紙

面に報道されました。

　調査団の成立や現地の行動から書き起こしますと、結構

な分量ですので割愛します。ここでは登山中に偶然遭遇し

た「ある事件」についてお話しをします。その事件が慰安

婦問題のように度々前言を反故にして、執拗に蒸し返す韓

国の統治や社会を動かす理念について愚考をめぐらす時、

いつも脳裏にうごめいて私の思考を呪
じゅばく

縛していると思うか

らです。こういう心理的外傷をトラウマというのでしょう。

日韓基本条約の締結当時互に合意したにも関わらず現在も

何かと両国の関係は「一触即発」状態ですが、そのたびに

この条約の「解釈の相違」が俎
そじょう

上に載せられます。食い違

いの萌
ほ う が

芽は当初からが潜んでいたのです。初めに事件に直

面するまでのいきさつを理解して頂くために、その舞台で

ある漢拏山と登山について簡単にお話しします。

２．漢拏山

　漢拏山は韓国で一番高い山で標高 1950m の火山です。雄

大な山体は悠然と済州島の中央に聳え立ち、山容は伏せた

盾のように緩やかに伸び伸びと裾野を描き、寄生する噴石

丘の高まりが天空の境にわずかながら変曲を与えていま

す。海洋の孤島に特有の強風が時節を問わず吹き荒れ、冬

季には屹
きつりつ

立した独立峰にかなりの積雪をもたらして、韓国

登山界のメッカとして一年中賑わっています。積雪期登山

では戦前の 1936 年 1 月 1 日に泉靖一氏の京城大学隊が初

登頂しました（1 名遭難）。わずかに遅れて入山した関西

学生山岳連盟隊（のちのマナスル初登頂者今西壽雄氏参加）

は捜索に協力すると共に同月6日登頂しています *1・*2。

　登山は北海岸の済
チェジュ

州から山頂に至り、南の西
ソ ギ ッ ポ

帰浦に下山

するルートが一般的で、途中 2泊は必要です。北面には下

から観音寺（標高 600 ｍ）、竜神閣（同 900 ｍ）の宿営地

があり、南に南
ナムスンデー

星台（同 800 ｍ）のキャンプ場があります。

頂上火口湖の白
ペンノクタン

鹿譚の脇で野営すると火山の風情を存分に

楽しめますが、今は国立公園に指定され火口稜線も含め環

境保全のため立ち入り禁止です。

　私たちは 1966 年 4 月 12 日 4 名の隊員で観音寺に入りま

した。30 名ほどが宿泊できる塩州荘小屋は灌木林を切り

開いた牧草地の端
はし

に建っています。快晴の気持ちの良い日

でした。私の立場は学生のリーダーであり、隊長は登山技

術に優れた年長の社会人でした。このとき韓国の東国大学

校の山岳部員も一緒で、当時は招聘状がないと調査隊など

団体行動のビザはとれなかったため、同校にその労を執っ

て頂き、登山案内のお世話をお願いしていました。小屋に

は孫聖権ご夫婦が常住しており、日本語が達者で大変助か

りました。「ある事件」の顛末は次の通りです。

３．山小屋で遭遇した「ある事件」

　夕食も終わって東国大学校の先発隊数名と歓談や歌に花

が咲いている時、一団の登山者が小屋に到着しました。ソ

ウル大学数学科の教授と学生さん（6，7名？）でした。「や

あやあ」と言うことで車座になって和やかに交歓が始まっ

たのです。お酒も入りましたし、歌も出ました。私は九大

学生の年長ということで大
おおがら

柄な教授の横に座って、孫さん

の通訳で教授と話しをしていました。しばらくするうちに、

教授の表情が険しくなり、突然孫さんに向かって、苛立た

しげに「お前の日本語はおかしい」と日本語で孫さんを大

声で罵倒したのです。教授が日本語を話すことがその時初

めて分かりました。それからは一方的に日本語で自分の経

歴について語り始めました。仙台の旧制第二高等学校を卒

業したのち、東北帝国大学の数学科に入学したが、その途

中で終戦を迎えて、帰国したということでした。話はさら

に勢いを増し、氏は学生時代いわゆる「特高」（特別高等

警察）に監視され、捕まって取り調べを受けたことを声高

にしゃべり出し、日本による植民地時代に受けた屈辱をは

き出すように日本国を罵倒し糾弾しました。私が生まれる

前の話ですが、政治・社会運動などを取り締まる警察組織

であった特高がやった尋問や拷問などおぞましい話を私は

知っていました。氏の顔はさらに紅潮して、自分で激高す

る自分を抑えきれないほどに興奮しているように見えました。

　そして突然韓国語で「・・・・・・・」と叫んだのです。

私は瞬時にかけた眼鏡を取り、正座し顔を氏に向け目を見

据えました。氏が拳
こぶし

を振り上げたのはその後だったと記憶

しています。座が一瞬凍ったように感じました。後から孫

さんは、氏は私に向かって「おまえを殴るから、眼鏡を取れ」

と命令したと教えてくれました。この時韓国語が分からな

い自分がどうしてとっさに相手の意に沿う行動を取ったの

か全く分かりません。それはその場の雰囲気でとしか言い

ようがありません。後で思い返せば「殴るなら殴れ」と意

外と冷静で覚悟を決めていたようです。しかし、氏は挙
あ

げ

た拳
こぶし

を振り下
おろ

すことなく、崩れるようにうなだれてしまい

ました。ここで数学科の学生さんが先生に駆け寄り、体を

抱えるように別室に移動したようにおぼろげながら覚えて

います。あとで同席した九大の隊員に最近聞いた話では、

「パスポートを見せろ」とも要求したそうです。これは学

生さんが反対して収まったそうです。私は記憶にありません。

　この夜、座が散って寝入ったのは夜も更けていたと思い

ます。翌 4 月 13 日朝、私たちが起きた時にはソウル大学

チームはすでに出立したあとで部屋はもぬけの殻でした。

登山した私たちはその後彼らに会うことはありませんでし

たから、下山したと思います。私たちは朝 8 時 45 分に小

屋を出発しています。昨晩の寝不足や疲れは無かったのか、

今思えば感心しますが、若さが勝
まさ

っていたのでしょうか。

東国大学校の指導教授である鄭先生と女性隊員の金さん、

山岳部の 5名の後発隊も小屋に到着し、揃って龍神閣に向

かって足を進めました。遅れて早朝に登ってきた隊長の鄭

先生はソウル大学隊と観音寺の下で会い、両者で「事件」

について話があったようにも聞きました。鄭先生も当惑さ

れたことでしょう。しかし、登山中に鄭先生や山岳部員か

辻　和毅
№7698

韓国・済州島の漢
ハンナサン

拏山登山（1966年4月）
―蒸し返される日韓問題と私のトラウマ―
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らこの件に触れる話はなかったように思いますが、確かで

はありません。

　話はそれますが、韓国社会における教授の権力の大きさ

と言いますか、尊大さを見る思いがしました。例えば、山

小屋の孫さんに対する人を見下した傲慢な態度や悪口、教

授が一方的にまくし立てている間、学生さんは沈黙し、制

止するような動きは伺えなかったことです。天下のソウル

大学の教授だからということでしょうか。

　13 日の朝から開始した登山は順調に高度を上げ、雨降

りしきる竜神閣に一泊ののち山頂に到達しました。孫さん

は濃い霧のなかのルートを心配して、わざわざ登って来て

くれました。山頂火口湖の野営はたき火を囲んで素晴らし

い夜でした。南斜面の南星台を経由し、山おろしの突風に

あおられながら 4 月 16 日無事南海岸の西帰浦に下山しま

した。この間東国大学校の山岳部員とは交歓を重ね、楽し

い思い出が沢山あります。そのとき習った韓国の歌は今で

もよく覚えています。

　1968年 7月、私は再度漢拏山に登りました。この時も「事

件」に遭遇しました。韓国の大学と提携していたにもかか

わらず、済州道教育委員会の面々が風雨の夜、竜神閣のキャ

ンプまで登って来て、即刻岩石や昆虫の採集を中止し、下

山するようにと勧告したのです。韓国に勃興しつつあった

ナショナリズムがプライドに火を着け、昆虫や地質の科学

研究で日本人に先を越されることが許せなかったのでしょう。

４．私のトラウマ

　以上、私が漢拏山で遭遇した「ある事件」の顛末を簡潔

にお話ししました。結果として暴力沙汰にならず、まして

や国際問題にもならず、ただ私の記憶として鮮明に残った

のは幸運だったかもしれません。この韓国との初めての

邂
かいこう

逅はまことに強烈な印象として焼き付き、以来ずっと「事

件」と鬱
うっくつ

屈した思いは日韓問題が表面化するたびに蘇
よみがえ

りま

す。「日本人として過去の歴史は背負わねばならないのか」

という命題がいつも念頭に去来します。もし、あの時私

が「自分がしたことではない。関係ない」と反論していた

ら、場はどうなっていたでしょうか。恐らく険悪な雰囲気

になって収拾がつかなくなっていたでしょう。けれどその

場でそのように冷静に状況を判断して思い留まったはずも

なく、妥協でもなく、卑屈でもなく、気持ちは従容として、

体はとっさの行動に出た、いや出てしまったというのが本

意であったように思います。結末として私は重い歴史を背

負ったことになります。

　後になって考えると、相手の怒りに圧倒されてその場で

謝罪も反駁もする勇気はありませんでしたが、深層心理と

して「恕」が私にあったと思います。「こころのごとし、

相手の気持ちになって考える」です。どなたもお持ちの気

持ちだと思います。そこには想像力や共感がないと出来ま

せん。とにかく静かに耳を傾けて話を聴くことです。しか

し、これは反論や反駁をしたいという欲求との兼ね合いが

なかなか難しいのです。配慮が過ぎると、相手が攻勢に出

た時にすぐに引いてひるんでしまいます。そして己の立ち

位置をバランスよく判断する余裕がなくなり、内にストレ

スがたまってしまいます。世の中には押すことしか知らな

い、自己主張の強いゴリ押し人も大勢いますから、相手と

する人や事柄には見極めが大切でしょう。

　「事件」の時同席し九大の学生隊員であった友人（福岡

出身）と最近再会する機会があり、事件の思いで話になり

ました。彼女は長く沖縄に住んでいる人類学者です。沖縄

の人にとって人類学はわが身の血のルーツを学問の対象と

してあれこれ触れると言う、いわば他人の奥座敷に踏み込

むような無礼を忌避する微妙な感情があるのかもしれませ

ん。発掘調査で地元の人と話し込んだ時、「ウチナンチュ」

と「ヤマトンチュ」の間で和
なご

やかに挨拶から始まった会話

がだんだんと日本と沖縄問題の核心に入って来ると、「琉

球処分」や「戦後の基地問題」に至り、「ヤマトンチュ」

から受けた差別や戦争の犠牲、基地の過剰負担を指弾さ

れ、座が緊迫して言葉に詰まることがしばしばあったそう

です。そんな時彼女はじっと相手の話に聞き入って、いつ

も「あの済州島の時の辻さんが先生」と言い聞かせて対応

していたと話してくれました。

５．おわりに－国家の外交と個人のお付き合いは自ずと違う

　当初はここで文章を終えるつもりでしたが、「一方的に

聴くだけでは対話にならない。同様の場面に遭遇した時ど

う問答するのか」という学習の結果が疑問のままでは中途

半端ですから、少し追記します。しかし話が登山から逸れ、

この特集に相応しい内容とは思えませんし、私に良い知恵

も浮かびませんので深入りは控えます。

　世界を見渡して近隣国間では長い歴史のあいだ、特に近

代に数多くの紛争や摩擦が生じました。このような国家間

の外交では原則や主義主張ははっきりと述べなければ、す

ぐに国家の安全や国際的な立場を危うくします。尖閣列島

や北方四島然りです。必要な時機と場では冷徹に断固とし

て持論を言明すべきです。討論の場ではあくまでも国益が

優先し、自他を峻別して「恕」が入る隙間は寸分もありま

せん。相手国も同様であれば必然的に論争になり、険悪な

関係にもなります。そのような例は日常茶飯事です。そん

な世界で外交官は両者のメンツが立ち、ウィン /ウィンの

妥協点を議論するのが仕事でしょう。それは国家として責

任を果たし、国際的信頼を得るものでなければなりません。

　いっぽう、個人が国家を背負ってしまうと恐らく対話は

同じ過程を辿
たど

るでしょう。格別の利害関係が無いのでした

ら、肩の荷を下ろして仲良く会話する方が気楽です。信頼

観音寺小屋の前で事件の翌朝に撮った写真。鄭先生（右から二人目）

と金さん（白いベレー帽）、その右は九大女性隊員（現在沖縄在住）、

左端は東国大山岳部員、筆者（左から二人目）とその右は九大隊員、

右端は隊長。荷造りを終えて前に並べた大きなキスリングザックからこ

れから先の山径の苦労が想像できる。出発直前の撮影で、後方は漢拏

山。
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うきに近寄らずです。
*1、*2　盛岡英治郎・泉　靖一（1936）冬の済州漢拏山－関西学生山岳

連盟隊報告.178-191pp.京城隊報告.191-200pp.山岳.第31、第1号.

　ジョムソン空港の傍のロッジからは、２月、この飛行ルー

トで墜落した機体の残骸が積んであった。ガンダキ河の底

道を３時間程歩きます。アンモナイトを探しながら。エキ

リボテイというところで昼食です。そこからは、バスでム

クチナートまで悪路を走ります。

3 月 27 日

ムクチナート～カクベニ～マルファ（泊）

2670 ｍ

　ムクチナートは巡礼の地である。お寺のあるところは、

富士山より高い 3820 ｍである。

　冷たい水に身を震えながら祈る姿は何者にも替えがた

かった。108 個の冷たい泉の水を頭にかけながら唱えてい

た。

3 月 28 日

マルファ～ガーサ（泊）2010 ｍ

　マルファという所は日本人が教えたリンゴの畑がたくさ

んあって白壁の続く美しい街並みです。今の時期は花が咲

いていた。ダウラギリＢＣへの入口もあります。宿泊地の

マルファは、チベットに潜入するため身をひそめた川口慧

できる人間関係ができていれば、突き詰めた本音の話はよ

り建設的な議論に深化し、雨降って地固まるかもしれませ

ん。その下地がなければ険悪になるのは目に見えています

し、見知らぬ行きずりの人との対話では互いに憎悪と誤解

が増幅するのが落ちで初めから付き合いたくありません。

排他的かもしれませんが、効率的にお付き合いしないと私

に残された時間は少ないと感じる歳になりました。君子危

3 月 22 日～ 23 日

福岡国際空港～香港国際空港～カトマンズ国際空港

　時間通りに集合したが、キャセイパシックエアーライン

の飛行機が整備不良のためキャンセル！急遽、香港まで

飛んで 1 泊して次の便で行く事になった。福岡空港での

2000 円の食事券と香港での 1 泊 3 食の費用をすべて賄っ

てくれた。時間があったので香港の金融街を散策。スモッ

グに包まれていてびっくりでした。

3 月 24 日

カトマンズ＝バス＝ポカラ

　チャーターバスで揺られて8時出発して16時着。カトマ

ンズとポカラの中間地点の、モクリンという素敵な所で昼食。

3 月 25 日

ポカラ～ジョムソン（泊）

　この飛行路線は、早朝の風の弱い時間帯にしか飛ばない。

しかもガスっていたらアウト。朝、5 時にホテルを出て、

7 時発の飛行予定を待ったが、ガスが晴れなくて今日はア

ウト。ここのところ、このような状況が続いているそうで、

明日も飛ぶかは不明。ということなのでジープ 2台で行く

事になった。飛行機だと 40 分。しかし、私達の車は、10

時間はかかる。夜遅くなるでしょう。悪路の連続でやっぱ

り、私の乗ったジープがパンクした。（3 回目）。悪路走る

事 10 時間。お腹の運動になったよ。揺れる方向を先取り

したりして苦難の技でした。歌をうたってすごしたりした

が、暗い悪路の途中河を渡る時は、怖かった。1 歩も歩い

てないのに、万歩計は 4万近くになっていると苦笑してい

た。

3 月 26 日

ジョムソン～ジャルコット～ムクチナート（泊）

3760 ｍ

4. 海外山行報告

小野　サツキ
№15344

春のジョムソン・ムクチナート・ゴレパニ（ネパール）
トレッキングに参加

２０１６年３月２２日～２０１６年４月７日
参加者１０人（内　会員５名）

花の名前はわかりませんが

大きなツタ状の白い花

悪路を走る途中、パンクしました

ニルギル峰を背に

カリカンダキ河の底を歩きます 

丸い黒い石を割るとアンモナイト出現

唱えながら冷たい水を浴びるメンバームクチナートはヒンズー教と

チベット仏教の聖地

マルファは河口慧海ゆかりの地ですマルファの街は美しい、

屋根の上には薪がならべてある
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です。登りも大変ですが、続く石段の下りも大変でした。

朝はやくの星空は最高でした。ロッジの上のヘリポートか

らダウラギリ（8167 ｍ）、ニルギリ（7061 ｍ）、アンナプ

ルナサウス（7219 ｍ）など朝日に染まる山やまが望めま

した。早朝にブーンヒルの丘へ登られたメンバーは、マチャ

プチャレ（6997 ｍ）も見えたそうです。ヒレへのコース

はシャクナゲ街道そのものです。大木に驚かされます。ヒ

レの村は下の方にみえていますが、下りの後に又登りが大

変な棚田の中のロッジでした。ロッジの前のお店でのお買

い物が楽しみです。よーく買いますねえ～。

4 月 2 日

ヒレ～ナヤプル～ポカラ（泊）820 ｍ

　ヒレからナヤプルまで 3時間の歩きの予定でしたが、雨

が降り出しジープの手配が出来たという事で 2台の車でナ

ヤプルまで楽ちんでした。ポーターさんも一緒でぎゅう

ぎゅう乗りでしたが…。ナヤプルに着いてポーターさん 5

人とここでお別れです。ランタン谷のトレッキングの時も

ご一緒だったポーターさん達でした。言葉は通じないが、

心が通じていつも笑顔のポーターさん達に有難う！でし

た。ポカラまではチャーターのバスで 1時間程でした。

4 月 3 日

ポカラ市内滞在　820 ｍ

　山の上の平和塔のあるお寺に車で参拝。リーバーの滝。

山岳博物館へも。ここには、エベレスト登頂者の記念品な

どが展示されていた。日本の田部井淳子さんも展示されて

いて改めて彼女の足跡に脱帽しました。世界初女性のエベ

レスト登頂者です。その後ポカラの旧市街など見て歩きま

した。

4 月 4 日

ポカラ～カトマンズ（泊）1350 ｍ　フジホテル

　朝早くポカラのホテルのそばのペワ湖を散策。野鳥が

いっぱい飛んでいました。お花もコエラダ、ベルなど。今

日はカトマンズへ飛行機で帰ります。行くときはバスで８

時間でしたが、帰りは 30 分位です。

4 月 5 日

　カトマンズ市内滞在・予備日　フジホテル

4 月 6 日

　カトマンズにて夕刻までゆっくりと。雑踏のカトマンズ

も楽しい買い物が出来た。それにしても電線の張り巡らし

海ゆかりの地で、記念館もあります。バスでガーサへ向か

う途中、ナウリコットで休憩、お茶を頂く。ポテトもとて

もおいしいです。

3 月 29 日

ガーサ～タトパニ（泊）1190 ｍ

　ガーサ付近は、世界一深い谷と言われ 2000ｍ地点から

8000ｍの山が望める。石積みのきれいな村を歩きます。谷

間にニルギル（7061ｍ）が顔を出しています。対岸には巨

大な滝も眺めながらのトレッキングです。タトパニ（日本語

でお湯）では楽しみな温泉があります。水着にて入ります。

久しぶりにホコリも洗い流せてよかったです。

3 月 30 日

タトパニ～チトレ（泊）2390 ｍ

　ここからは、ラリーグラスの花と棚田が美しい所です。

ラリーグラスはネパールの国花です。

シシカという所でお昼です。この後雷が。。。食後、1200

ｍの登りです。

3 月 31 日

チトレ～ゴレパニ～ブーンヒルの丘～ゴレパニ（泊）2860ｍ

　今日は1時間30分位の登りです。早くロッジに着きます。

お目当てのシャクナゲの花は最高です。地元の方は先日の

ヒョウで花がダメになったと言われるが、続く急坂もお花

に癒されます。大きな木のシャクナゲは圧巻です。3時す

ぎよりプーンヒルの丘に登って夕日にうつるダウラギリや

アンナプルナなどの 8000 ｍ級の山やまを見に行きます。

　ピザ、ポテト、など、おいしいお昼の後、プーンヒルの

丘へ。展望はガスっていてよくなかったです。しかし、満

開の花々には驚きました。

4 月 1 日

ゴレパニ～ヒレ（泊）1430 ｍ

　今日は、ラリーグラスの花を見ながら、1400 ｍの下り

タトパニで温泉入浴（水着着用）カグベニへの道を歩きます

真っ赤なラリーグラスダウラギリ峰　8167ｍ

旧市街地の建物田部井淳子さんの展示コーナー

シャクナゲの大木シャクナゲ街道を歩きます

シャクナゲとダウラギリ　8167mマチャプチャレ　6997ｍ
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漢陽陵を短い時間であったが見学することが出来た。

　同陵は、前漢（中国では西漢）第６代景帝の陵で 2001

年発見され、その後の発掘を経て、2004 年から一般公開

されたとのことであった。

　そこで前漢６代景帝までの時代背景を『中国五千年・陣

舜臣著』『秦漢帝国・西嶋定生著』等からの孫引きで記し

て見たい（図 1参照）。

　共に秦を滅亡させた後、項羽との楚漢戦争に勝利し、漢

帝国建国の元勲髙祖劉邦は前 195 年 4 月、長安の長楽宮で

死去した。その後、正妻の呂后の産んだ唯一の男児劉盈が

即位し、死後恵帝と諡
おくりな

された。恵帝は軟弱だったので実際

は呂后執政の時代だった。呂后は我が子恵帝のために、そ

の競争者となりうる髙祖の庶子を粛清した（図 2参照）。

　恵帝は即位７年（前 188）で継子がないままで死亡した。

呂后は皇后張氏に他人の子を養子とし、太子にするように

命じた。漢王朝となんの関係もない少年が即位（３代、４

代）し呂后の専横がつづいたが、紀元前 180 年 7 月呂后は

ついに死去した。たちまち呂氏一族は、隠忍白重してこの

日を待っていた劉氏の武将たちに誅滅された。

　さて、これから劉氏の誰を皇帝に迎えるかが問題になっ

た。呂后が擁している皇帝が、劉氏となんの関係もない人

であることは誰もが知っていた。呂后はいつか皇帝も呂氏

がすごーい！！

　カトマンズ国際空港 23：00 発＝ダッカに着陸＝香港国

際空港 7：20 着

4 月 7 日

　香港国際空港 11：20 ＝福岡国際空港 15：40 着　

　花の時期もいいかな？と思っていたのが、半年後に実現

しました。子供たちが「チョコレート、チョコレート」と

せがんできますが、歯磨きの習慣があまりないので、虫歯

になる方がかわいそうだと思い、心を鬼にしてもあげられ

ませんでした。子供たちの笑顔やおばあちゃん（結構若い

かも？）たちのしわしわの顔の美しかった事、本当に忘れ

ません。ナマステ！！

　2016 年 7 月 29 日～ 8 月 7 日の間「チベット高原大周遊

と青蔵鉄道の旅」に参加した。

　2005 年の「カンリガルボ山群調査隊（第 5 次）」参加以

来のチベット訪問である。

　7 月 30 日林芝空港に到着し、迎えに来ていた案内役創

太郎（調査隊時の案内兼通訳チベット名ヂァンツェン）

と 11 年振りの再会を喜びあう。

　その後の旅行記については幾多の諸先輩の記録にゆずる

事とするが、10 年以上前に比べて道路を含めた交通事情

（工事中を含めて）と通過した各都市の近代化に目を見張

る。

　チベット人は時間と距離

と生活環境の便利さを得

て何を失ったのだろうか。

『渡辺一枝著、消されゆく

チベット』の亡くなったパ

ンチェン・ラマ 10 世の言

葉「チベットは中国から得

た恩恵よりも中国によって

失ったものの方が大きい」

を思い出す。

　さて、最後の訪問地西安

で予定に入っていなかった

佐々木　耕二
№11994

西安・漢陽陵を見学して
　前漢（西漢）六代景帝とその時代

呉楚七国の乱について

図1　前漢皇帝系図

陵墓入口

埋葬された（修復後）人馬像

前漢景帝陵墓

陵墓入口
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趙王、膠西王、菑川王、済南王の六王でした。呉王は漢の

外藩であった東越国（浙江省）、閩越国（福建省）にも呼

びかけ、趙王は匈奴と連絡を取ったのですから、外国をま

きこんでの大反乱計画だったのです。

　漢の朝廷は、諸王の封地削減の実行者である鼂錯を処刑

して、ことをおさめようとしました。けれども、事態はも

はやそれだけではおさまらなくなっていたのです。呉楚七

国の造反軍は長安に攻めこもうとしましたが、それには梁

を通らねばなりません。梁王劉武は景帝の同母弟なので、

呉王は反乱に誘っていませんでした。この梁王劉武は国都

の睢陽（山東省）を死守して、反乱軍の西進を防いだので

す。諸王も血縁が近いと、りっぱな藩屛となることが証明

されています。そのあいだに、呂氏誅滅の周勃の子周亜夫

が、太尉として誅伐軍を率いて昌邑（河南省）にはいり、

呉楚軍とその本国との連絡を断つ作戦を進めました。糧道

を断たれた反乱軍は、餓死者が多く、脱走兵も相ついだの

です。やむなく後退するところを、周亜夫は精鋭を率いて

追撃しました。呉王は軍を棄てて逃げましたが、自分が誘っ

た東越軍に殺されてしまいました。利をもって誘った相手

は、利にうごかされるのはとうぜんです。呉王の首級を漢

に送れば、褒美がもらえます。こうして僅か三ヵ月で乱は

に変えようとしたのでしょうが、それだけの時間がなかっ

たにすぎません。

　髙祖劉邦の子で、そのとき存命だったのは次男の劉恒と

末子の劉長の二人だけでしたが、呂后の死後、呂氏一族が

誅滅され、劉恒が長安に迎えられ天子の位（5 代文帝）に

即いた。

　文帝の時代は、その死まで、23 年間続きその後、前 156

年に即位した景帝の世は前 140 年の死まで 16 年続いた。

文帝 23 年、景帝 16 年のあわせて約 40 年のあいだ、無理

をしないという政策のもとで大工事も大行事もなかったた

め、政府の財政も豊かになっていた。

　史家は「文・景の治」と称して、たたえている。

　景帝 16 年のあいだの最大の事件は呉楚七国の乱でした

（図 3、4参照）。

　漢は郡県制と封建性を併合した、いわゆる「郡国制」で

したが、王朝の力が強くなって自信ができると、どうして

も郡県制のほうに大きく傾きます。すくなくとも諸王の国

の実権を弱める政策が採用され、特に景帝のとき積極的に

この政策を進めたので諸王の不満が広がっていました。

　以下呉楚七国の乱について、陣舜臣の文をそのまま記載

する。

　『呉王の劉濞は、高祖劉邦の兄劉仲の子で、景帝即位の

ときは六十歳を越え、皇族の最長老でした。呉王は反中央

の筆頭人で、これには私怨もからんでいます。呉王の息子

が上京したとき、まだ皇子であった景帝と博奕というゲー

ムをして口論となり、怒った景帝に盤を投げつけられて死

んだという事件がありました。それ以降、呉王は病気と称

して入朝しようとしません。

　能吏の鼂錯は諸王のちょっとしたミスをみつけては、諸

王の封地を削減しました。楚王の劉戊は、服喪中に女性を

近づけたというので東海郡三十八県を没収されました。膠

西王の劉卬は売爵事件で六県を削られています。

　景帝三年（前 154）、呉の領地であった会稽郡と予章郡

を削減することがきまりました。前者は塩、後者は銅の産

地です。塩も銅も呉王が奨励、振興させた産業でした。そ

れに息子を殺されたこともあり、呉王は諸王に呼びかけて、

「君側の奸臣を除く」と称して挙兵したのです。

　黥布討伐から四十年のあいだ、漢では戦いらしい戦いは

ありませんでした。呉王の呼びかけに応じたのは、楚王、

図 2　高祖の諸王子とその母
図 3　呉楚七国の乱

図 4　呉楚七国の乱の関係系図
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レックさんをリーダーにどこからともなく集まった１６人

で決行。ナンパ・ラを越えてロールワリンのターメ、クー

ンブのナムチェバザールへのルートを行くつもりが、どこ

かでルートを間違え、どうやらチョーオユーＢＣ→ポゼ・

ラ→ロンシャル・チュ谷のコースであったようだ（渡部同

定）。5才女児を背負い、7才男児の手を引き、暴風雪の中、

ビニール袋で靴を包み腰までのラッセルをして進んだ。途

中食料のツァンパ（麦焦がし）も尽きてしまったが、ヒマ

ラヤ越えに失敗し凍死した人の荷物を探って出てきた食料

などで食い繋いだ。ネパールに越えると急峻なゴルジュ帯

に悩まされながら、ついにネパール側の人里に到達した。

1991 年正月であった。現在の登山家でも困難なことをチ

ベットの田舎の少年たちがやってのけたということは奇跡

である。

　インド亡命後は南インド・カルナタカ州ムンゴットに再

建されたチベット仏教ゲルク派のデプン寺で修行を積ん

だ。その後も奇縁が続き、今は還俗し日本で仕事をしなが

ら家族を養っている。日本の義務教育の制度に感動し、故

郷の遊牧民の環境変化を見て、遊牧民にも教育がなければ

現在の中国の中にあっては将来がないと思うようになっ

た。そして現在、現地に初等教育の学校を造ろうと活動を

起こしている。まさに波乱万丈の人生ながら仏教徒として

常に前向きに生きる彼の姿勢には胸を打たれる。

　その彼から故郷を一緒に訪ね、現状を視察しないかと誘

われた。彼の兄弟は遊牧生活をしており放牧地も訪問でき

るという。めったにない機会だけに支援団体を核に旅行団

を作って訪問することにした。

　唐の詩人李白が“君見ずや黄河の水天上より来たり”と

詠み、古来多くの旅人が源流を求めた黄河はチベット高原

青海省のバヤンカラ峠から始まり全長 5464m、巨龍が蛇行

するように流れ渤海に注ぐ。チベットではマチュと呼ばれ、

源流からアムネマチン山麓を抜け数百 km 流れたところに

ゲレックさんの故郷ムラがある。この地域は黄河の流れが

大きく北に方向転換する区域で広大なチベット遊牧民の土

地だ。

広大なアムドの放牧地

　2016 年 8 月 15 日、福岡から上海経由で成都へ。いつも

中国・チベットの辺境を手配してもらっている四川大地探

検社の張兄弟と会う。今回も許可手続きなども手配をお願

いした。8 月 16 日、車で四川盆地の成都を出発。カム地

方東部を 2008 年四川大地震のあったギャロン地方汶川へ。

街は大復興していたが、狭い珉江の谷の山肌にはまだ地震

で崩壊跡が残っていた。チベット文化圏に入り理県で昼食。

商店は全て漢族の店が進出している。3,600m の峠を越え

て阿壩（アバ）チベット族羌族自治州に入りチベットらし

い高原地帯となりアバ（3,260m）着（約 450km）。

終わりました。』

　漢の朝廷（文帝・景帝）は、人民を休息させることを、

最大の政治目的としていました。40 年の間、内戦も外征

もなかったのですから人民側に爆発するような不満もな

く、民衆はたとえ貧しくても、安穏にくらしていたのです。

　諸王の反乱の理由は、封地を削られたというのですから、

これは一般民衆の利害とまったく関係のないことです。呉

楚七国の乱は、失敗すべくして失敗したといえるでしょう。

　大乱でしたが、短期間で終わり、結果として、有力諸王

が殺されたり自殺したりして、朝廷の力がそれだけ強くな

り、漢はさらに安定度をたかめることになった。

　そして景帝の死後、漢王朝の絶頂期、波乱万丈・怒涛の

第七代武帝の時代へと進んでいく。

　『史記』の著者、司馬遷がその壮絶な生涯を生きた時代

です。

　日本では、卑弥呼が邪馬台国の女王に即位する約 350 年

前の頃である。

　福岡にゲレックさんという唯一九州在住のチベット人が

いる。チベット仏教の僧侶だったとのことで興味を持ち親

しくさせていただいている。親しくするうちに彼の壮絶な

人生を知ることとなる。　　

　ゲレックさんは 1978 年夏、中国の行政区でいう甘粛省

甘南チベット族自治州瑪曲県の木拉（ムラ）という名の村

で生まれた。乳飲み子でムラ・ゴンパ（僧院）にあずけら

れたので、もの心つくと寺の人だった。数え歳 8歳の得度

式の際、儀式のため初めて家族に対面する。家族はいない

ものと思っていたのでそれが苦悩のはじまりだった。ダラ

イラマ法王の教えを説いた書籍に出合い救われるが、これ

を所持していたことで補導される。そのこともありダライ

ラマ法王のいるインドに行きたいという無謀なことを思い

立つこととなった。

　1989 年ムラの誰にも言わず 1 人で行動に出る。約

2000km 離れた憧れのラサにたどりつくが警戒が厳しい。

本人はラサでは当たり前なのかと思ったらしいが、実はこ

の年は中華人民共和国で初めての戒厳令がラサに布かれた

年であった。1 度目の挑戦はヒマラヤを夜間越えようと朝

まで歩くが、夜が明けてみるとワンデリングしており、元

の場所へ戻ってしまい軍に気付かれ逮捕される。2 度目は

うまくヒマラヤを越えたがネパールに入って中国に通報さ

れまた逮捕される。過酷な監獄体験後、忠誠を誓うことで

出所。ラサに滞在しているとアムド出身者の食堂が親切に

してくれた。食堂の女性は彼がインドに行くつもりである

ことを見通しており、5 才の娘と 7 才の息子を一緒に連れ

て行ってくれと言われる。12 才の自分だけでも命の保証

はなく、死を覚悟して実行するつもりでいたが、とても幼

児を連れて生きて到達できる可能性はないと断わる。しか

し、死んでも良いので連れて行ってくれと嘆願され渋々引

き受ける。

　今までの経験と反省を活かし警備がもっとも手薄になる

厳冬期の夜を選び、5 才女児、7 才男児を連れ 12 才のゲ

渡部　秀樹
№9826

チベット・アムドの黄河(マチュ)上流域
花の大草原に遊牧民を訪ねて
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家でお母さんが暮らす家を訪問。兄弟が集まりまるで祭り

のようなチベット式歓待を受け恐縮した。宿泊はチベット

医学の診療所の宿舎を使わせていただき、ここに 3泊した。

私はキャンプの方が快適なので中庭にテントを張らせても

らった。

　8 月 18 日、ムラ・ゴンパを訪問。小さな村の寺院を想

像していたが大僧院であった。ゲレックさんが僧侶として

幼少期を過ごした僧坊（といっても大きな家）も訪問。ゲ

レックさんの寺の親代わりであった先生は信望が厚かった

ようで、そのおかげでゲレックさんは寺から空いた土地を

寄贈してもらっており、そこに学校を建てる計画である。

しかし問題は山積でなかなか進まない。まず、遊牧民は学

校に対して必要性を感じていない。ここでは僧侶以外の村

人は村長らも含めて非識字者である。もちろん中国語もわ

からない。この村には漢民族はまだ定住はしていないが、

近くの街までは既に漢族が移住しており、昔ながらの遊牧

民の生活だけで成り立たなくなっている。中国となってか

ら土地は国のものであるので、いつ遊牧を禁止させられる

かわからず、文字が読めない状態では通達なども理解でき

ない。ゲレックさんはチベット語教育は二の次としても、

まずは中国の教育システムの中で学校を作ってもらうよう

陳情するつもりである。しかし亡命者で外国籍の彼の影が

見えれば、国家分裂主義者とレッテルを貼られかねないの

で、村人も及び腰である。村長らは既得権益の方に忙しく、

変革を望んでいない。このような状態で学校建設は暗礁に

乗り上げたままなのだ。村には就学していない子供たちは

数百人に上り、成人しても携帯電話のゲームに没頭しぶら

ぶらしているような若者も多く、ゲレックさんは焦りを感

じている。

　8 月 19 日、ファルイ・カルガンと呼ばれる 4000m の放

牧地を訪れた。ゲレックさんの親族の放牧地だ。遊牧テン

トでできたてのヨーグルトをいただいた。濃厚で酸味があ

り今まで食べたことがないほど美味しい。あたりにはダル

と呼ばれる野生の木苺が実って収穫どきであった。これは

中国では「沙棘（サジー）」とよばれ最近スーパーフルー

ツとして知られるようになったものだ。厳しい環境に育つ

だけあって、栄養価は高く、特にアスパラギン酸といわれ

るアミノ酸をたくさん含んでいるらしい。また、チョマと

呼ばれるキンポウゲの仲間の植物の根はデンプンが豊富で

サツマイモのような味でこの地の名産で高く売れるらし

い。このあたりの遊牧地の利用に関して中国政府との契約

期間は切れているとのことだが、まだ何も言われないので

そのまま使っているのだという。地下資源が発見されたり、

環境問題等の理由で突如利用できなくなることもあるのだ

という。

スーパーフルーツのダル

　8 月 17 日、アバのキルティ・ゴンパを見学。2008 年か

ら始まるチベット人の抗議による焼身自殺の発祥の地で、

その象徴となっている寺だ。規制が厳しいものと思ってい

たがこの時期はどういう訳か何事もなく見学することがで

きた。チベット最大のポン教寺院といわれるナルシ・ゴン

パも見学しアバを後にした。

アバのキルティ・ゴンパ

　青海省ゴロク・チベット族自治州へ入り、久治県を経て

黄河上流域の甘粛省甘南チベット自治州、木西合 (ムシア�

約 3500m)�郷へ。さらに黄河沿いにゲレックさんの故郷、

木拉（ムラ�約 3500m）村へ（約 150km）。ムラに入る途中

ゲレックさんは車を止め、1 人どこかえ消えた。聞くとム

ラのユラ（産土神）である山、ジョブゾム・ルプシュ神に

帰郷の挨拶に祈りをささげたという。

ムラのユラ (産土神 )のジョブゾム・ルプシュ神

　仏教に産土神、氏神様がいるのは日本人にとって同じ神

仏習合文化として興味深い。仏教の修行の妨げとなる魔か

ら土地を守る山の神で古来のポン教の影響が残る。

　ムラは黄河と並行する山脈との間の段丘にあり、一本の

メインストリートの山側に数百戸の集落がある。住民は遊

牧民であり高原に放牧場を持っている。ゲレックさんの生

黄河流域のムラの近くの放牧場

ヤクの毛でできた遊牧民のテント

黄河(マチュ)とその奥に

ムラの集落を望む

ゲレックさんの実家でくつろぐ



JAC FUKUOKA No.30

18

ウラヒマールの一角、サダチェ・ヒマールに遠征隊を送り、

タシカンⅠ（6386m）、Ⅱ（6157m）、Ⅲ峰（6157m）の登頂

に成功した。翌 2011 年には、タシカン峰の東側にある未

踏のタサルツェ峰（6343m）に隊を送った。しかし、この

年は積雪量が多く、タシカンからタサルツェへ向かう尾根

の下降ルートに雪崩の危険性が認められたので登頂を断念

した。

　その後、ここ５年間、山岳部・山岳会はヒマラヤに遠征

隊を出していない。しかし、将来は会として再びヒマラヤ

の峰々の登頂を目指してチャレンジしたいという希望を抱

いている。本計画は、近い将来、ヒマラヤの高峰に再チャ

レンジするため、現役山岳部員の基礎的な訓練の一環とし

ておこなったものである。

　2015年の春、この年のポストモンスーン期に、将来のヒ

マラヤ登山を担う現役山岳部員を中心に、ランタンヒマー

ルで合宿を組むという計画を立てた。しかし、2015年4月

25日に起こったネパール大地震（M7.8とM7.3の2回）のた

めに、この計画は頓挫した。とりわけ、ランタンヒマール

は震源地に近い山群で、麓のランタン村が壊滅するなどヒ

マラヤの中でもっとも地震被害が大きい山域であった。当

山岳会でも復興支援のための募金活動を行い、ユネスコや

日ネ協会を通じて支援金を送ったりした。

　その後、地震10ヶ月後のネパール復興情報を集めてみる

と（2016年2月段階）、2016年4月からランタンヒマールの

トレッキングルートが地震後はじめてオープンされるとい

うことであった。ネパールの友人たちの話によると、地震

被害からの復興を支援するもっとも良い方策の一つは、

“ネパールを訪問してもらうこと”であった。これらの状

況から、2016年9月にランタンヒマール合宿を計画したの

である。

　ヒマラヤ登山成功の最大の鍵は、「高度馴化」に成功す

るかどうかである。低酸素状態（５千メートルでは平地の

２分の１、８千メートルでは３分の１）で登山するときの

身体的厳しさを克服できないと登山活動は難しい。現役部

員にとって、ヒマラヤ登山は未経験であるので、今回の合

宿の主目的を「高度馴化」を経験してみることに置いた。

上で述べた主目的を達成するために、山域として「ランタ

ンヒマール」を選んだ。ランタンヒマールは、ネパールの

首都カトマンズからのアプローチも短い（直線距離で約60

キロ、車を使えば、１日でランタンヒマールの入り口に着

くことができる）。合宿時期は、現役が10月から始まる大

　このあたりの山々には神山として名前が付いているもの

が多い。七人姉妹の名のドゥンポモプンドン、ケサル王が

弓を引き馬のたてがみの毛が山脈になったという伝説のタ

ルノク。ここは玉（ぎょく）が採れるということで採掘が

行われたそうだが、環境破壊を恐れたラマが祈祷で神を憑

依させ採れば祟りがあるようにしたのだという。牧畜の神

ノルタクという名の神山もあった。麓にはかつては温泉の

湧く穴があったがモンゴル人との戦いでモンゴル兵の亡骸

を穴に落として以来、温泉は出なくなったという伝説も

あった。

　8 月 20 日朝、ムラの幼稚園を訪問。箱ものありきでと

ても理想的な施設とは言えないがゲレックさんの尽力で

やっとできたものだ。隣町ムシアの小学校も見学後、車で

大草原地帯を行き、マチュ（黄河）を渡って甘南チベット

自治州の中心となる街、瑪曲（マチュ�約 3,400m）へ（約

100km）。

ムラの幼稚園

　8 月 21 日、車で大草原地帯を若爾盖（ゾルゲ）を経て

紅原（メワ約 3,400m）へ（約 300km）。8 月 22 日、理県、

汶川を経て、成都へ（約 400km）。8 月 23 日、空路上海経

由福岡へ帰国。

　今までチベットの各地を旅してきたが、遊牧民と深く接

することはあまりなかったので、貴重な機会であった。神

山の伝承も確認でき、これはチベット文化圏全域に見られ

る普遍的なものであることを確信した。漢族の公安も役人

も駐在しておらず、今はまだ昔ながらのチベット遊牧民の

暮らしが残る桃源郷のようなところであったが、この先大

きな変化が訪れることは他の地域を見れば明白である。そ

してより伝統的な暮らしをしている所ほど漢族流入のイン

パクトは大きくなり衝突も生じるであろう。ゲレックさん

の学校建設にどんな支援ができるのか模索しつつ、うまく

行く事を祈りながら見守っていきたい。

＜特別寄稿＞

■はじめに

　ヒマラヤにチャレンジすることは、登山愛好者の夢で

あり喜びでもある。九大山岳会は、1971 年に部創設以来、

初めてダウラギリⅤ峰（7560m）に遠征隊を送った。しかし、

残念ながらこの隊は、Ⅴ峰南東尾根の 6000 メートル付近

で起こった雪崩事故のため隊員 1名が死亡するという遭難

事故を起こし、挫折した。その後、約 40 年間の空白をは

さんで、山岳会は創設 60 周年記念事業として 2010 年にダ

中溝　幸夫（九州大学山岳部・山岳会）

ランタンヒマール　ナヤカンガ峰（5844m）登頂
― 2016 年９月の記録 ―

キャンジンゴンパから眺めたナヤカンガ（5844m）
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【4日目】　9月 16 日（金）　雨

シャブルベシ（1460m）⇒�ラマホテル（2470m）への移動

シャブルベシ発7:35�→�バンジャンガオン昼食10:40～

12:30�→�シェルパガオン休憩15:40～16:05　→�ラマホテ

ル着18:10

　ベースキャンプまでのトレッキング初日である。車道の

終点の一つであるシャブルベシのホテルを出て、ボーテコ

シの右岸から左岸へ吊り橋を渡る。吊り橋の少し手前に、

東側からランタンコーラがボーテコシの左岸に流れ込んで

くる。ここからランタン谷に入るには、二通りのルートが

あり、一つはランタンコーラ沿いのルート。もう一つは、

約 2800 メートルの山越えのルートである。コーラ沿いの

ルートは、昨年の地震による道路被害があり、非常に危険

だという理由で、サーダー（ニマ・シェルパ）は、山越え

のルートを選択した。3 時間ほど登りが続き、バンジャン

ガオン（2200m）で昼食にする。バンジャンガオンからさ

らに登りルートを辿る。高度計で測定していると、2700

メートル（14:20）まで登りがつづいた。その後、ルート

は下りに転じ、15:40 にシェルパガオン（2563m）に到着

した。ここで約 25 分間、休憩する。さらにランタンコー

ラを目指して下降ルートを辿る。下るに従ってランタンの

谷底に近くなり、樹林帯の中でもあって、うす暗くなって

きた。ラマホテル（2470m）に到着したときは、すでにあ

たりは暗くなっていた。ここが今日の宿泊地であった。

【5日目】　9月 17 日（土）　曇り

ラマホテル(2470m)�→　新ランタン村（3450m）ホテルへの移動

7:25＝出発、隊員全員一緒に出発、谷筋を緩やかに登っ

ていく。9:10＝Riverside� Lodge（2770ｍ）にて大休憩、

ティータイム　9:35発11:05＝ゴダタベラ（2972m）小休

止、11:10発11:25＝ゲストハウス（Heliportあり）にて昼

食。12:45　出発13:30＝タヤンシャップ（3200m）、13:45

出発。15:00＝ランタンゴンパ村、15:10発15:45＝崩壊し

たランタン村手前。大規模な崩壊に唖然。16:00＝新しい

ランタン村のホテル着（3450m）。

　キャラバン2日目、ラマホテルからランタンコーラ沿い

に穏やかな登りとなり、3千メートルを超える。あちこち

に地滑りや岩雪崩の跡などを認め、昨年の大震災の影響を

見ることができる。道中のホテルや茶店はそろそろ開業か

という時期で改装中の施設が多く、ポストモンスーンの往

来は始まったばかりの感がある。震災被害で廃墟のように

なったチャングスヤプ村で一休み。15時45分、目前に大崩

壊を起こした旧ランタン村が埋まっている斜面を望む。そ

の後、崩壊したランタン村の斜面を祈るようにして、15分

ほど横断し、再建中の新ランタン村に至る。本日はここに

宿泊。

【6日目】9月 18 日（日）　小雨～曇り～小雨～晴れ

ランタン　⇒　キャンジンゴンパへの移動　

　7時55分出発。9時30分岩陰で休憩。11時10分キャンジン

ゴンパ到着

　キャンジンゴンパの小屋はまあまあ小奇麗な部屋であ

る。ティータイムの後、雲が切れて我々の目的の山ナヤカ

ンガとそれに繋がる6,000m級の山々が雪を抱いて神々しい

姿を見せてくれた。すばらしいヒマラヤの山々である。地

震の前は200人ほどの集落だったそうだが、今は70人程度

になったという。

学の後期授業の直前、比較的長期の休みが取れる９月の中

旬から９月末日までとした。登山目標は、ランタンヒマー

ルの山群の中で、トレッキングビザでの登山が許可されて

いる山、ナヤカンガ（Nayakanga,�5844m）登頂においた。

■登山の目的

　現役山岳部員が「ヒマラヤ登山の初歩のノウハウ」を経

験し、将来的に本格的なヒマラヤ登山を実践してもらう

ための基礎技術を習得すること。とりわけ、高度（酸素不

足）の影響を、身をもって体験し、高度順化過程を知ること。

■隊員構成

①中溝　幸夫（73歳）-------------�＜チーフリーダー＞

②中川原捷洋（74歳）-------------�＜サブリーダー＞�

③佐藤　礼治（65歳）�

④中山　湧貴（医学６年）---------�＜医療係＞�

⑤中本　裕哉（経済院１年）-------�＜サブリーダー＆会

計・渉外係＞�

⑥村松　　弾（理学４年）---------�＜記録・食料係＞�

⑦山崎　史也（理学３年）---------�＜装備係＞�

⑧明坂　将希（農学２年）---------�＜気象＞�

⑨池田　光希（工学２年）---------�＜事故対策＞�

⑩池崎　大智（工学１年）

⑪須賀　雄次郎（芸工学１年）

【シェルパチーム】

サーダー�-----------------------------------� Ngima�

Sherpa（42歳）

クライミング・シェルパ�------------�6名

コック�&�キッチンボーイ�-----------�5名

■行動記録

【1日目】

9月 12 日（月）　晴れ　福岡→バンコクへの移動　

【2日目】

9月 13 日（火）　晴れ—曇り

バンコク→カトマンズへの移動　　

【3日目】

9月 14 日（水）　曇りのち晴れ　カトマンズ滞在　

【4日目】

9月 15 日（木）　晴れ—曇り

カトマンズ→シャブルベシ（1460m）への移動

　

　ランタンコーラの入口であり、今回の登山の起点とな

る町、シャブルベシに向けて出発する。バスで約7時間と

いう長丁場だ。車体の上に自分たちの荷物を上げてもら

い、バスに乗り込む。車内はそれほど狭くはなく快適だっ

た。8：00過ぎにカトマンズを出発。途中の町、トリスリ

で昼食。トリスリを過ぎると段々と峡谷らしくなり、標高

が上がってきたことを実感する。途中3回も警察の検問が

あった。チベット側からの麻薬などの密輸を取り締まるた

めだという。シャブルベシに近づくにつれ地震の影響か、

道は悪くなり、道の真ん中が陥没しているような場所も

あって、バスが谷に転げ落ちるのではないかとヒヤヒヤし

た。ここでも運転手のテクニックに感心させられた。ドゥ

ンチェ村を過ぎると道は谷底に向かって下り、16：00ごろ

ようやくシャブルベシに到着する。それほど大きな町では

ないが、日用品店や土産物店もあり、泊まるホテルも快適

だった。



JAC FUKUOKA No.30

20

ザイレンする。現役6人を3人ずつにわけ、それぞれがシェ

ルパ2人と1本のザイルにつながって登った。急な雪面を

キックステップで登っていくので、すぐに息が上がってし

まい続けて登れない。稜線に上がってから大休止を取る。

時折、雲の隙間からランタンリルンの光り輝く氷壁が見え

る。ここからは緩やかな登りの北東稜が頂上に向かって続

くが、相変わらず息が上がる。高度順化があまりうまく

いっていないことが分かる。先頭のシェルパに引っ張られ

ながら、なんとか後に続いて登っていく。出発して7時間

半、頂上の氷壁直下に到着する。氷壁は5mほどだが、中間

部の傾斜はほぼ垂直で、シェルパがルート工作を行う。こ

の氷壁を登り切って、フィックスロープが張られる。ロー

プにユマールをセットして登るが、傾斜が急なうえに息が

続かないので苦労した。11：40、ナヤカンガ登頂成功。頂

上はナイフリッジで、1列に並ばないと座れない狭さだっ

た。滑落しないように支点にセルフビレイをとり、ようや

く腰を下ろす。頂上で記念撮影と国歌斉唱し、下降に移

る。氷壁は懸垂下降し、下りもシェルパとアンザイレンで

安全を確保してもらいながら下りる。16:30、ACのテント

に戻る。

【12 日目】9月 24 日（土）　天気：雪のち曇り

AC ⇒キャンジンゴンパへの移動　　

AC発9：30→キャンジンゴンパ到着14：00

　ナヤカンへの頂上アタックも無事成功し、今日はACから

キャンジンゴンパへ一気に下山する。朝から雪が降ってお

り天気は悪い。BCまでは全員一緒に下ったが、ペースがバ

ラバラなので隊を分けて、キャンジンゴンパまで下った。

　9月25日（日）から下山を開始。往路と同じルートを三

日かけてシャブルベシ（1460ｍ）まで移動した。　シャブ

ルベシからは、往路で使ったバスを帰路も使って、カトマ

ンズへ戻り（9月28日）、翌29日空路バンコックへ、30日

に福岡空港に帰国した。

■おわりに

　「現役山岳部員がヒマラヤ登山、とりわけ高度馴化を体

験する」という今回の遠征目的は、達成され、同時に天候

にも恵まれてナヤカンガ（5844m）に登頂することができ

た。ネパール大地震後まだ1年半しか経っていないので、

首都カトマンズをはじめ、震源周辺地域の完全復興はまだ

まだだったが、とりあえずヒマラヤ登山ができる環境に

戻っていたことは、登山愛好者としてひじょうに好ましい

ことであった。

【7日目】 9 月 19 日（月）

キャンジン・ゴンパ（3730m）　⇔　キャンジン・リ（4770m）　

起床6:30→朝食7:00→キャンジン・ゴンパ出発7:55、9:00

頃→ View�Point（約 4500m）、キャンジン・リ山頂（4770m）

10:55 ～ 11:15 →キャンジン・ゴンパ 12:50

　この日は、ゲストハウスの裏手にあるキャンジン・リへ

と登り、高度順応した。現役隊員のほとんどが経験したこ

とのない標高のため不安であったが、初めはゆっくりと順

調に標高を上げていった。キャンジンリ山頂からはランタ

ンリルンの頂が雲居に見え隠れしていた。下山は登りと別

ルートから。登りのコースよりもゆっくりと標高を下げて

いくが、これも高度順応に適しているとのこと。途中、ブ

ルーポピーやエーデルワイスなどの高山植物を見ることが

できた。

【8日目】9月 20 日（火）　天気：晴れのちガス

キャンジンゴンパ→BCへの移動　　

6:20�起床7:00�朝食8:10�キャンジンゴンパ出発、BC到着

12:15�

　雲一つない晴れた朝だった。高山病の症状がみられるた

め学生2名、そのサポート役にOB1名をキャンジンゴンパの

ホテルに残す。残り8名の隊員にシェルパ2名がBCを目指

す。ランタン谷にガスがかかり始める。高所のためペース

は非常にゆっくりである。ランタンコーラに架かる橋を

渡って、樹林帯に入る。標高は4000メートル近いというの

にそこら中に草木が生い茂っていた。日本ならとっくに森

林限界を超えているだろう。小一時間ほどで樹林帯を抜け

ると、開けた傾斜のなだらかな草原に出た。少し休憩を

取って急な登りを超えるとBCが見えた。岩稜帯を抜けると

BCにはすぐに到着した。就寝用テント、食事用テント、ト

イレテント、キッチン用テントと大小さまざまなテントが

15張近くはあった。

【9日目】9月 21 日（水）　天気：雨

　全員BCで停滞。高山病の学生一人とそのサポートOB1名

がキャンジンゴンパからランタン村、さらにシャブルベシ

へ下山。

【10 日目】9月 22 日（木）　晴れ

BC（4500m）⇒AC（5000m）への移動　BC発8：00→AC着

12：30　　

　BCからACへ移動した。BCを出発して一時間ほどで森林限

界を超えた。かなり石がごつごつしており、日本の北穂高

の東稜のような道のりが続いた。さすがに標高5000m近辺

であり、少しペースをあげるだけで、息が切れ、体が動か

しづらくなる。シェルパたちは無表情で息も上がらずに私

たちのペースに合わせてくれる。ACに到着すると十人は入

るであろうテントが設けられており、その中で昼食。

【11 日目】9月 23 日（金）　天気：晴れ時々曇り

ナヤカンガ（5844m）山頂アタック　　

2：00　起床3：00　AC出発7：00　アンザイレン8：00　雪

稜上で大休止9：45　頂上氷壁下11：40　ナヤカンガ頂上

12：00　下降開始16：30　AC帰還

　3：00、まだ暗いうちにACを出発した。寒さはそれほど

感じない。いきなりガレ場の登りが始まり、高度の影響も

あって非常につらい。3時間半もガレや大岩の散らばる斜

面を登り続け、北東稜に上がるルンゼの手前でようやく休

憩。ここから雪面の登高となるので、アイゼンをつけアン ナヤカンガ山頂にて（5844m）
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だった。毎早朝の宝満山トし一ニングで膝を傷め両膝にチ

タンの人工骨を入れたこと、自らの経営する工場の工作機

械で手の指を切断した事故、転倒事故による硬膜下血腫で

頭部を切開手術されたこと等々、苦境をいくつも乗り越え

てなお山を目指されていた。チタンを入れた両膝の手術後

8か月余の75才の時、私はヒマラヤのトレッキングにご一

緒したが、その歩きぶりの速さは実に見事なものだった。

　すぐ後を追われた奥様とともに、いつまでも心安らかに

お眠り下さるよう、心からお祈りする次第である。

　私の「山の師匠」と言うべき、日本山岳会会員の松本康

司さん（No.6838・1969年入会）が、昨年（2016年）12月

7日急逝され、しばらく呆然とするばかりだった。行年87

才。前月、私達仲間が、唐津市呼子の旅館で「米寿の祝

い」を行なったばかりで、お元気そのもの、ご逝去当日朝

まで普通の状態であったことを考えれば、なおさらである。

　私が松本さんと知り合ったのは、私の 60 才の定年退職

が近付いた頃。ともに松本さんのお誘いで入会した「日本

山岳会」「福岡山の会」「スイス友の会」「チロル会」「寿賀

の会」なとで、同じ会員として活動させて頂いた。

　松本さんは、福岡市役所山岳部、福岡山の会で主に登山

活動をされ、ヒマラヤ遠征やアルプス登山などでも積極的

な役割を果たされてきたと、お聞きしていた。

　以来、密度濃くお付き合いを重ね、九州各地の山の登山

のほか、四国の山、北・南アルプスの縦走、北海道の「日

本百名山」9山の登山などが思い出される。とくに北海道

の山は、何度も行くのは面倒なので一気に登ろうと言うこ

とで、準備やトレーニングを綿密に行なったあと、私のRV

車にテントや炊飯用具を積込み、車両故障や悪天候による

停滞はあったが、1か月近くをかけて完登したことは、大

変思い出深い事だった。

　海外にも故・脇坂順一先生（元福岡山の会会長・スイス

友の会会長・久留米大学医学部名誉教授）の影響を受けて

積極的に一緒に出掛け、オーストリア・チロルの山、スイ

ス各地の山々を登ったほか、ネパール・ヒマラヤ、カナダ

ロッキー山脈、北欧ノルウェーの山岳・氷雪地帯、トル

コ・カッパドキアなとのトレッキング・登山にも足を伸ば

　昨年 (2016 年 )9 月 14 日、本会会員だった上岡謙一さん

（No.10203、1987 年入会）が 95 才で、続いて 10 月 3 日奥

様の恵津子さんが 89 才でお亡くなりになった。お二人と

も福岡山の会の元会員で、山と真剣に向き合ってこられた

人生だった。そのご逝去を悼むとともに心からご冥福をお

祈りする。

　私は、日本山岳会のほか、福岡山の会、スイス友の会な

どで上岡さんと会員としてご一緒し、数々の登山や海外ト

レッキングに同行させて頂いた。また毎年、「寿賀の会」

や「法華院の会」「下関ふぐの会」などで、共に旅や酒食

を楽しませて頂いた。そして上岡さんはお肉が好きだった

ので、ジンギスカン料理や焼肉を食べに何度もお供した。

その間いろいろなお話をお伺いしたりしたり、山について

の教えを多々受けたりして大きな影響を受けた人間の一人

ではなかったかと思う。

　上岡さんは、大正10（1921）年1月1日のお正月生まれ。

昭和15（1940）年、陸軍航空隊整備中隊に入隊され主に97

式戦闘機（隼）の整備組立て・修理に当たられた。福岡か

ら広島、さらに旧中国満州のハルビンなどを経て昭和16

年、太平洋戦争屈指の激戦地ニューギニア戦線に投入さ

れ、20万人のうち18万人が亡くなるという過酷な戦争を生

き抜かれた。戦場では、食糧は自給自足、満足な武器はほ

とんど無く、酷しいジャングルの中や4000m級の高山を越

えて、敵兵に見つからないように転進する様は何度聞いて

も悲惨そのものだった。

　敗戦を経て、昭和21（1946）年、日本へ帰国、25才の時

だった。翌昭和22年、同年の加藤秀木さんの紹介で福岡山

の会に入会、続いて昭和23年石原一郎さんや弟の石原國利

さん（日本山岳会東海支部・福岡県篠栗町在住）らに誘わ

れて、岩稜会（本部＝三重県鈴鹿市）に入会、本格的な登

山活動に入る。昭和24年冬の北アルプス鹿島槍東尾根縦

走、翌25（1950）年の前穂高岳東壁厳冬期初登攀などの記

録を作られた。また、国体の登山競技に福岡県代表として

出場された際、登山家・堀田弥一さん（1909年～2011年、

立教大学OB、ナンダコート初登頂、日本山岳会名誉会員）

との出会い、交流があったことも語られていた。

　しかし何と言っても上岡さんが話題に上るのは、前記の

石原國利さんとともに、いわゆる「ナイロンザイル事件」

を題材にした作家・井上靖の小説「氷壁」（のち映画化）

のモデルの一人であったことだ。この事件を機にして井上

との交流が始まり、毎年、東京の山の上ホテルで開かれて

いた井上の主催する会合に石原さんとともに招かれ、山の

話などを進講、助言していたと言う。その後もつきあいは

続き、井上の海外取材に際しては画家の生沢朗らとともに

シルクロードのアフガニスタンやネパール・ヒマラヤなど

に石原さんとともに、要望され同行されたと聞いている。

　上岡さんは寡黙で口が重く、めったに自らの事は語られ

なかったが、山に関してはまことに誠実に向き合われた方

5. 追悼文

高木　荘輔

高木　荘輔

№12920

№12920

上岡謙一さんを偲ぶ

松本康司さんを偲ぶ

上岡謙一氏（中央）　松本康司氏（右）
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作・出展された中山利彦、松本康司両会員の技量の高さと

併せて大変貴重な経験になったと思う。

　松本さんは、陽気で話し好き、調べ事好き、新し物好き

で、とくに新し物好き（カメラや機器類、車など多岐にわ

たる）については、私の出身地の熊本弁で「わさもん」

（早稲者）と言うが、私は、いつもそう言って冷やかして

いた。

　好きなお酒(とくに日本酒)は、奥様の勧めで最近は節制

気味。赤ワインに転向されていた。煙草は、私と一緒に北

海道の山に登る直前に思い切って止められた。

　もう少し長生きして、ご指導を賜りたかっただけに、まことに

残念である。今は、ただご冥福をお祈りするだけである。

した。

　また、日本山岳会の「新日本山岳誌」の発行に当たって

は、その中の8山を一緒に担当し、共同執筆。そのために

該当の山の調査登山を行なったことも思い出される。

　私の見る限り、松本さんのご趣味は、登山のほか読書、

写真撮影、油彩画を描くこと、ゴルフと言ったところであ

ろうか。とくに油絵では、山の絵を毎年、太宰府公民館で

グループ展として出品されていたほか、老人ホーム施設で

沢山の作品を常時展示されていた。私の思い出では、スイ

ス友の会主催で福岡市立美術館で、日本百名山を中心とし

た「山の絵画展」を開催したこと。会員が受付、展示案

内、パンフ配布などを分担し、成功に導いたことは、制

6. 福岡支部活動・山行報告（事務局報告）

■2016年（平成28年）12月10日（土）

　三日月山（272ｍ）立花山（367.1ｍ）天候：晴れ

■参加者（50音順）

　（日本山岳会福岡支部）

　�飯田建夫・小野サツキ・倉智清司・児玉かめ子・斎田貴典・

酒匂輝昌・佐々木耕二・佐々木悦子・柴田佳久・副島勝

人・高木荘輔・竹渕弘・中馬董人・長岡ミツ子・中村ひ

ろ子・中村寛三・中村正義・深田泰三・堀田哲男・松隈

茂・森山幸美・渡部秀樹【22 名】

　（山のトイレ協議会）

　太田・寺本・温品【3名】

　（スイス友の会）

　緒方俊枝・角野祥子・嶌本久仁子・原義宣・原由子【5名】

　【合計 30 名】

■下山後忘年会：福岡市東区香椎駅前『酒楽遊膳たかの』

　【20 名】

　2010年から始まった忘年登山は今年で第7回目を数え

た。また、今回は山のトイレ協議会等と持ち回りで担当す

る清掃登山を兼ねて、福岡市東区と糟屋郡新宮町及び久山

町にまたがる三日月山・立花山で行われ、会員外の方も含

め30名が参加した。

　11時15分に福岡市東区の西鉄下原バス停に集合、まず

は、立花山の南1㎞ほどに位置する三日月山に向け、ゆっ

くりと時間を掛け、山行目的であるゴミを拾いながら登山

開始、50分ほどで山頂に到着。この山塊はハイキング気分

で気軽に自然に親しめる山として、また当日は12月とは思

えぬほど暖かく天気も良かったので、多くの家族づれで賑

わっていた。年に3～4回登っているが、この日は特に多

かったようで、今年から制定された「山の日」効果ではな

いだろうかと思った。山頂は360度の眺望が開け、脊振山

群から宝満山、三郡山、若杉山群が一望できる景色が素晴

らしかった。

　三日月山頂で昼食を取り、尾根づたいに立花山へ向けゴ

ミを拾いながら縦走。三日月山と立花山の鞍部くらいか

ら、クスノキの原生林を見ながら、立花山城の歴史に思い

を馳せながら、いつもより時間を掛けながら歩いた。

　特に立花山は、歴史的には戦国時代の1330年頃大友（立

花）貞載が貿易港博多を支配する筑前の拠点として立花山

七峰の一番高い井楼山（せいろうやま）（現在の立花山）

を本城とし、立花山城は築城された。その後、約260年の

間、立花山城は幾度となく戦乱に巻き込まれ、多くの城主

が入れ替わり、1600年黒田長政が福岡へ入国、福岡城築城

後は廃城となった。現在も山頂付近には、石垣や井戸の跡

を見ることができる。また、玄界灘の海上からも望見さ

れ、昔から海陸交通の目印ともなっていた。

　山は広く照葉樹林に覆われ、江戸時代から伐採を禁じ

られ、保護・育成された６合目以上のクスノキの巨木

は、「立花山クスノキ原始林」として国の特別天然記念

物に指定され、立花山の東斜面に位置する「立花山大ク

ス」は林野庁の森の巨人たち百選に選定されている。こ

の大クスは、幹周7.85m、樹高30m、樹齢300年以上と推定

されている。

　市街地に近い山群として、山の大きさに比べ、多くの自

然が残り、ハイキング気分で気軽に自然に親しめる山であ

る。今回の山行は忘年登山とともに清掃登山の目的もあっ

た。年間を通じ家族づれで賑わっており、登山者が多い割

には、ゴミの散乱はほとんどなく、地元の人達が自然を大

切に守っている証ではないだろうか。今回の清掃登山で

は、下原～三日月山～立花山～下原の間で、燃えるゴミは

大のゴミ袋、燃えないゴミはレジ袋、各一袋収集した。

　14時過ぎには、全員立花山の頂上に到着、北西方面に眺

倉智　清司
№7130

ふるさとの山清掃・忘年登山
『三日月山・立花山』

森の巨人たち百選、国の特別天然記念物「立花山大クス」
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　�　記念講演会は、演題「身近な自然保護活動、最近の事

例報告」（耶馬日田英彦山国定公園等におけるオキナグ

サ等の希少植物の保護活動）として、五十嵐賢会員の講

話を行った。

　�　年次懇親会は 17 時より会場を「みくに」に移し 17 名

が参加した。

自然観察会「基山のオキナグサ保護の状況」

講師：五十嵐賢会員

◇日時：5月 7日（土）

◇集合：9時 30 分　ＪＲけやき台駅

◇�行程：ＪＲけやき台～水門～山頂～東北門跡～原田登山

口～ＪＲ原田駅

　�参加者：12 名（五十嵐、中馬、高木、副島、中村正、山本、

渡部、酒匂、山川、松隈、水野、小野）

　�　五十嵐さんは山と渓谷社の「九州百名山」「分県登山

ガイド福岡県の山」などの著者でもあり、佐賀の城山に

咲いているサクラツツジや基山のオキナグサの保護活動

を行われてきた。これが評価され、耶馬日田英彦山国定

公園及び県内外の自然公園において希少植物の保護活動

や登山道の整備、トイレの清掃活動など自然保護思想の

普及啓発、事故防止、自然公園の美化に尽力されたとい

うことで、平成 27 年度自然公園関係功労者環境大臣表

彰を受けられた。これを記念して、今回の自然観察会の

講師をお願いした。実際にオキナグサ保護の状況を観察

し、復元してきている様子も見る事ができた。またその

後、五十嵐さんは平成 28 年秋の褒章で「藍綬褒章」を

受章された。

夏山フェスタ in 福岡 2016

◇ �6 月 25 日（土）・26 日（日）�福岡タワー　主催：夏山フェ

スタ in2016 実行委員会

◇�来場者数 :�6 月 25 日（土）約 1,000 名　26 日（日）

約 2,700 名　合計 : 約 3,700 名

◇セミナー参加者：延べ 4,100 名

　�　国民の祝日「山の日」の制定を記念し、登山愛好家の

裾野を広げる好機として、山に親しみ、理解を深めても

らうイベントを福岡タワーを会場にて開催した。主催は

日本山岳会などからなる全国「山の日」協議会を中心と

した夏山フェスタ in 福岡 2016 実行委員会で、また協力

団体として日本山岳会福岡支部、日本山岳会北九州支部、

福岡県山岳連盟、�福岡県勤労者山岳連盟なども加わっ

た。初めての大イベントであり心配もしたが、結果は大

盛況で大成功であった。

【6月 25 日】・12:00 尾藤「映画上映」180 名、・13:00 九州

観光推進機構「九州オルレの風景」210 名、・14:00 村松優

子「美しい九重の植物たち」270 名、・15:00 井上晋「山を

形成している樹木たち」250 名、・16:00 古野 /春山 ･渡部

「組織登山者と未組織登山者」250 名、・17:00 龍山康朗「天

気をよんで遭難を防ごう」250 名、・18:00 山小屋「日本の

山の恩恵」150 名、計 1,560 名。

【6月 26 日】・10:00 渡部秀樹「地図読みの基本」270 名、・�

11:00 川上信也「デジカメで撮る風景」300 名、・12:00 尾

藤「映画上映」300 名、・13:00 田部井淳子「日本の山の素

晴らしさ」500 名、・14:00 山本正嘉�「夏山に向けて～ト

望が開け、博多湾、志賀島、アイランドシティ、また、北

方面には新宮町から相島、玄界灘が間近に一望できた。都

心に近く歴史的な魅力があり、特別天然記念物のクスノキ

などの豊かな自然が満喫できた、ふるさとの三日月山・立

花山清掃・忘年登山であった。

　15時過ぎには、下原登山口に下山、香椎の町の忘年会会

場へと歩き移動。忘年会は20名参加を得て、大いに飲み語

り合い盛り上がり、19時半過ぎにはお開きとなった。

猪熊隆之気象予報士講演会

◇4月29日（金・祝）～30日（土）2日間で第6回『パハル･

フェスタin坊がつる』猪熊隆之気象予報士と「山の天気講

座」でくじゅうに登ろう!を予定したが熊本・大分地震の

影響で中止とした。

◇ �4 月 28 日（木）のＪＲシティでの講演会は開催した（福

岡県勤労者連盟主催）。約 100 名が参加。

平成 28 年度福岡支部総会

◇日時：平成 28 年�5 月 21 日（土）�14 時　開会

◇�場所：福岡市立中央市民センター　第 2会議室

　�支部会員数：76 名、総会出席者数：19 名、委任状：30 名、

合計：49 名

　�　各議案が審議され承認された。福岡支部規約に基づき

支部長の任期満了に伴い交代の時期にあたり、推薦によ

り高木荘輔 (12920) 会員を支部長に選任した。各役員に

ついては留任となった。

渡部　秀樹
№9826

平成２８年度主な支部活動報告

立花山山頂

三日月山山頂
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24

分）～立花山～（40 分）～東区下原バス停

　　途中ゴミを拾いながら清掃登山を行った。

◇忘年会：西鉄香椎駅近くの『酒楽遊膳たかの』にて行った。

岳人のつどい「山の映画会」

「思いを運ぶ手紙」B�Yi�khel�gi�kawa（The�Price�of�a�

Letter）、監督：ウゲン・ワンディ /2004/ ブータン /70 分

①�映画『思いを運ぶ手紙』上映会とブータン紀行・スライ

ド映写会

◇ 日 時：2017 年 2 月 5 日（ 日 ）14:00 ～ 16:00（ 開 場

13:30）◇会場：太宰府館 ･まほろばホール

◇参加者：会員 28 名、一般：63 名、合計：91 名。

　�映画約 1 時間 10 分上映後、渡部によるスライド上

映「しあわせの国ブータンとは」�（約 20 分）も行なっ

た。

② 16:30 ～ 18:30：懇親会（岳人のつどい新年会）を同会

場にて行った。

◇参加者：会員 24 名、一般：12 名、合計：36 名。

レーニング」400 名、・15:00 土井理「山での突発性の病気」�

280 名、・16:00 翠川幸二�「山岳遭難救助の現場から」�260

名、・17:00 徳永哲哉「安全快適登山術」230 名、計 2,540 名。

【ブース出展】メーカー関係 16 社、旅行関係 4社、自治体

関係 9団体、その他 6団体

祝日「山の日」制定記念 in 福岡登山大会

主催：「山の日」制定記念福岡 2016 実行委員会

主管：福岡県山岳連盟、福岡県勤労者山岳連盟、日本山岳

会福岡支部、日本山岳会北九州支部、全九州アルパインガ

イドクラブ、後援：福岡県、福岡市、北九州市、添田町、

太宰府市、西日本新聞社、朝日新聞社、他。

　8 月 11 日（木・祝）当日、福岡県山岳連盟主導の「英

彦山登山大会」、福岡県勤労者山岳連盟主導の「宝満山登

山大会」、日本山岳会北九州支部主導の「風師山登山大会」

の三山での大会を共催で行った。

平成 28 年度　ふるさとの山清掃ハイク

忘年登山『三日月山・立花山』

◇期日：2016 年 12 月 10 日（土）　

◇�集合：福岡市東区下原、西鉄バス「下原（しもばる）バス停」

に 11 時 15 分集合

◇�コース：東区下原バス停～（40 分）～三日月山～（25 分）

～立花三日月分岐～（15 分）～立花山～（15 分）～屏

風岩～（5分）～クスノキ原始林～（5分）～屏風岩～（15

　会員番号 10203（1987 年 12 月入会）の上岡謙一氏は、去る平成 28 年 9 月 14 日に享年 95 歳で逝去されました。

また、会員番号 6838（1969 年 10 月入会）の松本康司氏は、去る平成 28 年 12 月 7 日急逝されました。享年 87

歳でした。お二人には永年にわたる福岡の山岳界及び当支部に対する貢献に感謝申し上げますとともに、謹ん

で哀悼の意を表します。

訃　報

《編集後記》
　福岡支部が再建されたのが1987年 3月、1992 年に第1号の支部報が北九州事務局の担当で創刊されました。
1996 年の第 9 号からは福岡が担当、以来 21年間支部報編集を担当して来ましたが、今年で第 30 号目を迎える
ことができました。この記念すべき第 30 号にもお蔭様で多くの皆さんに投稿をいただきました。昨年の総会の記
念講演をいただいた五十嵐会員は、地道な希少植物の保護活動が評価され、藍綬褒章を受章されたました。昨年か
ら施行された「山の日」に因んだ特集には、東海支部の石原國利氏はじめ多くの方々のいろんな角度からの山への
思いが伝わってきます。海外山行報告には、毎年恒例の小野会員のネパールトレッキングの旅日記、特別寄稿として
九州大学山岳部・山岳会のナヤカンガ登頂記など盛り沢山の報告となりました。高木新支部長は、会員の「高齢化
と減少」が続くことを危惧されていますが、会員諸氏に置かれましては、老いてもますます盛んで元気に活動なされ
ています。これからも皆さまの投稿をお願いいたします。（K.K）

■発行者：高木荘輔　　■編集者：辻 和毅・倉智清司　　■発行日：2017年（平成 29年）3月15日

■発行所：公益社団法人 日本山岳会福岡支部　　〒 811-1302 福岡市南区井尻 5-6-14-201  渡部秀樹 方　　TEL/FAX 092-592-8170

「山の映画会」と懇親会

夏山フェスタのブース田部井淳子さん


