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（昭文社、１９７０年）などでルー
トが紹介され、芦生に京都府
「芦生
山の家」
が開設されるなどで、多く
渡辺弘之
の
登
山者が訪れるようになった。
この地域は「芦生原生林」として
京 都 府 北 西 部、 南 丹 市 美 山 町 に 位 置 し、 由 良 川 源 流 に 広 が る 芦 生
よりも
「京大演習林
（研究林）
」
と呼
の 森 は、 ブ ナ を は じ め と す る 多 様 な 森 林 と 動 植 物 の 豊 か さ で 登 山
者やナチュラリストたちに知られている。京大芦生演習林に勤務、 ばれることの方が多い。由良川源
年にわたって芦生の森の移り変わりを見続けてきた渡辺先生に、 流の中核地域が京都大学農学部付
自然の宝庫であるこの森の来し方行く末を綴っていただいた。
属演習林（２００３年にフィール
ド科学教育研究センター芦生研究
林に名称変更された）だったから
である、大正 （１９２１）
年、旧・
知井村九ヶ字財産区所有の山林４
２００㏊を 年間の地上権設定で
借りたのである。京都大学に新設
される林学科の実習・教育のため
であった。契約は極めて簡単なも
ので、 年間に全てを伐り、新植し
て返す、得られた収益は折半する
というものであった。２０２０年

芦生の里からのメッセージ
『芦生原生林 今 昔 物 語 』
を上梓して

5月号（ No. 924 ）
る。京都府下には標高１０００ｍ
を超える山はなく、三国岳が京都
府第３位の高さを持つ。
戦前には森本次男『京都北山と
丹波高原』
（朋文堂、１９３８年）
、
住友山岳会『近畿の山と谷』
（朋文
堂、１９４１年）
などで注目され始
めていたが、戦争で登山どころで
はなくなった。戦後、森本次男
『京
都北山と丹波高原』
（山と溪谷社、
１９６５年）
、
金久昌業
『京都 北山』

が契約期限であった。戦争もなく
契約通りに経過しておれば、原生
林はきれいに消えていたというこ
とである。幸いというべきか、戦
争での事業中断などで原生林は残
った。
演習林設置後、この地域の動植
物相が研究され、豊かな自然、分
布上貴重な植物がたくさんあるこ
とが次第に明らかになった。東大
理学部教授で、のちに科学博物館
長をされた中井猛之進博士は芦生
を訪れた後、
「 植 物 ヲ 學 ブ モ ノハ
一度ハ京大ノ芦生演習林ヲ見ルベ
シ」と『植物研究雑誌』
（ 巻５号、
１９４１年）
で報告し、ここにある
テンナンショウを新種アシウテン
ナンショウ、また、日本海型のス
ギを変種アシウスギと命名した。
その後、アザミの新種アシウアザ
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▶日本山岳会事務（含図書室）取扱時間
月・火・木 
10〜20時
水・金 
13〜20時
第 2 、第 4 土曜日 
閉室
第 1 、第 3 、第 5 土曜日  10〜18時
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2022 年（令和 4 年）
「 植物ヲ學ブモノハ芦生演習林ヲ
見ルベシ」
近畿地方以外の方にはなじみが
少ないかも知れないが、京都府の
日本海側、舞鶴と宮津の間に注ぐ
あし う
由良川の源流が芦生原生林である。
現・南丹市美山町芦生、福井・滋
賀県境に接する京都府側で、境界
をなす三国岳（９５９ｍ）が近江・
丹波・山城の境界、三国峠
（７７６
ｍ）
が若狭・近江・丹波の境界であ
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幻となった芦生ダム建設計画
赴任してすぐのこと、最上流の
上谷を独りで歩いていたら、原生
林のブナ・ミズナラに真新しい刻
印が打ってある。樹木を伐採する
とき、検査したもの・盗伐ではな
いと証明するものであった。林道
の終点からも遠い、最上流のこと
である。事務所で確かめると、上
谷に若狭の原発群と連動した関西
電力の揚水式ダム建設計画がある
ことを知った。気がつくと連日、
関

く、長治谷小屋まで約 ㎞を歩い
た。同時に、大学院生として毎年
の学部学生の樹木・造林実習にも
同行し、毎晩の試験用の樹木のサ
ンプル作りなどした。
１９６６年、芦生演習林へ助手
で行かないか、と聞かれた。大好
きだった芦生へ住み、給料をもら
って研究ができると、
「行きます」
と即答した。１９７２年までの６
年間、ここへ助手として常駐した
のである。雪深い所で、最深積雪
は２ｍにもなった。動物にも興味
ミが記載された。林内で発見され
があった。当時は、クマがスギ・
たニッコウキスゲ（ゼンテイカ）は、 ヒノキの樹皮を剥ぐ「クマ剥ぎ」被
分布の南限とされている。
害がひどかったときで、クマ剥ぎ
の実態などを調べた。
京都大学芦生研究林（元・演習林）の入り口

６年間、大好きな芦生暮らし
１９６１年、私は京大大学院農
学研究科に入学して、研究テーマ
を「森林の土壌動物の落葉分解・
土壌耕耘への働き」として、５年
間、ここへ何度も通った。といっ
ても、交通不便な場所で、毎日新
聞社『日本の秘境』
（秋元書房、１
９６１年）
、
『全国秘境ガイド』
（日
本交通公社、１９６７年）
で
「秘境」
とされた所である。バスの終点・
た うた
田歌から約８㎞を歩かないといけ
なかったし、林内もまだ林道はな

電のジープが入林していた。ダム
が造れるかどうかを調査している
というので、入林の拒否はできな
かったようだ。ダムの完成・貯水
までには 年という年数は必要だ
ったであろうが、水没させてはも
ったいない、ダム湖に沈むまでに
樹木をどうやって搬出するか考え
ないといけないが、ダムができる
前提で早々と伐採計画を作るのは
早過ぎるのでは、と反対した。
学術的にも貴重な原生林だ、と
も主張したのだが、ここは原生林
ではないとか、京大は地上権だけ
九ヶ字財産区所有の土地を借り、
契約を実行しているだけ、毎年、収
益を上げないといけないのだと、
私の行動に様々な注意を受けた。
１９７０年に出版した『京都の秘
境・芦生』
（ナカニシヤ書店）
で、
芦
生でダム計画が進んでいる、原生
林が消える、と訴えた。
京都大学には著名な生態学者が
たくさんいる、原生林の保存には
これら先生方の支援・理解が得ら
れると思ったが、原生林の貴重さ
は理解してもらっても、地上権設
定での借地、収益を折半している
実情から、契約は無視できず、京
大も簡単にはダム建設を拒否でき
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上谷の支流、野田畑谷のトチノキ林。トチの実や栃蜜採集のため

なかったはずであった。
当時、地元美山町は町長を中心
に固定資産税収入、観光開発での
地域振興のチャンスだとして、ダ
ム誘致大賛成であった。どこの集
落も少子高齢化・過疎化が進んで
いる時代であった。
土地所有者である九ヶ字の全集
落が賛成していたなら、ダム計画
は確実に進んだであろうが、地元
芦生の集落だけがダム建設反対で
あった。美山町長は京大が原生林
の学術的価値を持ち出したとき、
年の契約終了時には全て新植し
て返すということになっているの
に、 年も過ぎて原生林が残って
いるのは契約を守っていない、契
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約不履行だと、契約破棄・即時返
ナ林、芦生は日本海型のブナ林で
還を求め裁判さえ起こしたのであ
ある。
比べてみれば、ブナの葉の大
る。しかし、自然保護思想の高ま
きさが違う。原生林は池内紀『日
りを背景に、様々な団体によるダ
本の森を歩く』
（山と溪谷社、２０
ム反対声明・支持の中、京大もほ
０１年）
、福嶋司『いつまでも残し
かのサイトの変更を提示したが、 ておきたい日本の森』
（リヨン社、
最終的にはダム建設不許可の通告
２００５ 年 ）
、日本の森制作委員
をした。京大の演習林になったこ
会・編『日本の森ガイド 選』
（山
とで原生林が残った。逆に契約上、 と溪谷社、２００２年）
、全国大学
伐採を続けたのだから、原生林消
演習林協議会・編『森へゆこう
失に加担したとも言えよう。さら
大学の森へのいざない』
（丸善、１
に、その上にダム建設計画である。 ９９６年）
などでも紹介された。私
これも実現しておれば、源流域は
も『由良川源流芦生原生林生物誌』
ダム湖に沈んでいた。数奇な運命 （ナカニシヤ出版、２００８年）で
をたどったのである。
芦生原生林の自然を紹介した。
１９８３年には朝日新聞社・森
芦生原生林あっての国定公園
林文化協会によって「日本自然百
近畿地方では、ブナ林で面積的
選」に選ばれ、日本昆虫学会の「昆
にも大きいのは大台ヶ原と芦生で
虫類多様性保護のための重要地
あるが、大台ヶ原は太平洋型のブ
域」
、京都府レッドデータブックで
の「地域生態系保
存地区」
、日本蘚苔
学会「日本の貴重
なコケの森」など
の指定を受けてい
る。２０１６年に
は、丹波高原国定
公園の中核地域
（第一種特別地域）
に指定された。芦
針葉樹の樹幹下部の樹皮を剝ぐ「クマ剥ぎ」の
被害跡
（スギ）

50

生原生林が存在しなければ、国定
ム建設を断ったため、地元への経
公園の指定はなかったのである。
済的支援として、入林は
「美山文化
２０２０年、 年の契約期限が
村河鹿荘」と「芦生山の家」のマイ
来て、新しく 年間の再契約がで
クロバスでのみ、それもガイド同
きた。しかし、森林の研究に 年
行での入林許可になっている。歩
は短か過ぎる。研究教育の場とし
けるのも最上流の上谷・下谷に制
て、京都大学もさらに借用を続け
限されている。原生林保護と調査
たいし、土地所有者の九ヶ字財産
研究への邪魔にならないよう、こ
区管理会も国定公園の中核地域に
れは協力するしかない。
指定されたことからも、ここが貴 『芦生原生林今昔物語 京都大学
重な森林であることは理解してい
芦 生 演 習 林 から 研 究 林へ 』
（ あっ
る。しかし、４２００㏊の貸与に
ぷる社、２０２１年）
では、芦生原
対しそれなりの使用料は欲しい。 生林が運良く残された歴史と、京
京都大学も財政が厳しくなる中、 都大学の利用が 年延長されたこ
相応の金額を払っている。その維
とは原生林にとって喜ばしいこと
持にはそれなりの苦労をしている
だが、 年という期間は短か過ぎ
はずだ。
ると、将来に心配が残ることを述
べた。大学院学生として入林し、
助
手として６年間常駐し、その後も
芦生との関係を 年間にわたって
保ってきた私にしか書けなかった
ことだった、と思っている。
（農学博士、京都大学名誉教授）
集落と原生林の共存共栄を
芦生の自然、山と渓谷のすばら
しさを知って欲しいとお勧めして
いるのだが、訪問されてちょっと
ご不満・不自由を感じられるかも
知れない。すなわち、ここが国定
公園中核地域であることと、京都
大学が学術研究のために管理する
研究林であることだ。車の乗り入
れは禁止されているし、遭難事故
も多いことから一人での入林も禁
止され、入林届も必要である。ダ

『芦生原生林今昔物語』
の書影
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バやダケカンバの黄色い葉が、と
きどき遊歩道に落ちているのに気
付きます。
月に入ると、広葉樹の葉が日
に日に色付いていきます。ただし、
針葉樹が優占する上高地は、紅葉
が広がる景色にはなりません。目
の覚めるような紅葉に出会いたい
なら、９月下旬に岳沢や涸沢まで
登ることになります。そして、
月中旬になると気温も下がり、冷
たい雨の日の翌日は穂高の稜線が
冠雪します。このときに宿泊した
人たちは、大喜びでカメラやスケ
ッチブックを持って飛び出してい
きます。下旬には朝の気温も氷点
下の日が多くなり、上高地の平地
もうっすら積雪します。山研には
薪ストーブがあり、宿泊者がいる
ときは火を入れます。そして、
月の閉山祭の前には、小屋閉めを
行ないます。
昨年・一昨年は、コロナ禍のた
めシュラフのご持参をお願いして
いましたが、今年は掛け蒲団の提
供を再開していますので、気軽に
山研をご利用いただけると思いま
す。会員の皆さまのご来訪を、心
よりお待ちしております。

 （上高地山岳研究所管理人）

10

さんけん通信

山田和人

りゅう

と感じられる時季です。
梅雨に入ると樹々の緑が落ち着
き、暖かな雨に包まれ、高山は残
雪の季節となります。晴れ間に見
上げる山々の斜面では、新緑が日
に日に這い上がっていく様子が見
られます。しかし、雨は穏やかな
ときばかりでなく、激しい豪雨と
なって奥飛騨方面から上高地を襲
うことがあります。２０２０年の
７月豪雨では約１週間、道路が不
通となり、上高地と下界の往来が
断たれました。
梅雨が明けると穂高の稜線は
黒々と輝き、谷間の雪が手招きし
てくれます。７月下旬から８月に
かけての暑い時期も、上高地では
ほとんど汗をかくことはありませ
ん。このころ上高地では夏の花々
が次々と咲きますが、西穂や岳沢、
前穂に登っていくと見事なお花畑
が広がります。お花畑も年による
変化があるようで、昨夏はコバイ
ケイソウが特に目立っていました。
８月下旬は、青や紫の花がにぎ
やかです。９月に入っても気温の
変化はあまり感じられないのです
が、 道 端 に は 少 し 控 え め な 秋 の
花々が咲いて目を楽しませてくれ
ます。９月下旬になると、シラカ
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上高地の歳時記 春・夏・秋
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ストーブを囲んで
「炉辺山話」も楽し

上高地山岳研究所（山研）
の山田
ークは、梓川沿いの平地にも硬い
です。管理人の任に就いて３シー
雪が残ることもあるのですが、今
ズン目となりました。春・夏・秋を
年は４月末時点で残雪は見られま
実際に過ごして感じたことを綴っ
せん。樹々の芽吹きや早春の花々
てみます。なお、山研のロケーショ （ Spring Ephemeral
）
は、もう少し
ンや詳しい利用方法などは、「さん
先になります。新緑にはまだ早い
け ん ブログ 」
（
森には、コマドリやウグイス、キ
https:/
/jac-sanken.
）をご覧ください。
ビタキなどの夏鳥が、越冬地から
blogspot.com/
上高地は４月 日に開山祭、
戻ってきて囀り始めます。また、
晴
月 日に閉山祭を行ないますが、 れた日には梓川河畔から前穂、吊
山研はそれに前後して小屋開け
尾根、奥穂、天狗岩などが白く輝
（開所）
、小屋閉め（閉所）を実施し
き、黒い岩肌を少しずつ現わして
ています。今年の開山祭は、当日
いきます。
未明の大雨により上高地に向かう
５月中旬には花々が一斉に咲き
県道で土砂崩落が発生し、中止と
始め、樹々も新緑と花の季節とな
なってしまいました。
ります。６月の声を聞くころが、
小屋開け直後のゴールデンウィ
花々がいちばんにぎわうときでし
ょうか。山研のバルコ
ニー下は、ニリンソウ
の白で埋め尽くされま
す。このころは昼間の
気温も上がり、河畔の
じょ
ヤナギが次々と 柳 絮
（綿毛状のヤナギの種）
を飛ばし始めます。上
高地が目を覚ました！
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により撤退を余儀なくされた。
２０２１年 月 日、白瀬が命
ゆきはら
名した大和雪原から単独徒歩横断
をスタート、一路横断山脈を目指
した。しかし、ベースキャンプ設
営が遅れたことや、想像を絶する
巨大なクレバスを迂回させられた
り、雪が軟らかく、なかなか歩行
距離が延びなかった。おまけにコ
ロナ禍の影響もあり、滞在日数に
制限があったことも痛かった。
足掛け 年と１億円の資金、そ
して人生の全てを懸けてきた冒険
も、
ついにギブアップとなった。最
終到達点は歩行距離７８０㎞、高
度は１０２７ｍ地点だった。
残念ながら横断山脈を越えての
南極点到達は果たせなかったが、
４０００ｍ級の山々と巨大なクレ
バスを越えて進む世界初の試みは
高く評価され、再挑戦と今後の活
躍を期待しての授賞となった。
受賞コメントで阿部さんは次の
ように語った。
「 ２０１９ 年 に も 単 独 徒 歩 で 南
極点に到達（メスナー・ルートに
18

11

12

よる）していますが、一番の夢は、 という言葉にショックを受けた。
憧れのオリジンである白瀬矗南極
大学を休学して大場さんの冒険学
探検隊の見果てぬ夢を受け継いで
校にスタッフとして手伝いに行っ
の南極点到達です。冒険を志した
たのが、冒険への第一歩だった。
ころからの夢だから、先人の夢を
１９８４年、植村さんがデナリ
継ぎ、先人たちが見られなかった
で消息を絶ったとき、阿部さんは
景色を見たい。人の夢が１世紀以
２歳。現役の植村さんを見ていな
上も受け継がれていくことを証明
いが、大場さんを通じてその影響
したいと思います。
は受けており、いわば「孫弟子」に
今回の受賞は、今後への期待を
当たると言う。植村さんは、純粋
含めてのものと感じています。ま
に夢に生きた人で、自分にとって
た、僕には不釣り合いな大きな賞
憧れであり、
眩しい存在である。白
です。ですから、賞に見合う男に
瀬 植村 大場と続く系譜に共通
なるためにも、年末にまた南極に
するものは、
圧倒的な情熱量だ。自
挑戦します。
」
分も憧れたように、その意志を語
阿部さんの冒険への憧れは、
り伝えていくことが使命だと考え
歳のときから。母親が買ってくれ
ている、とのこと。
た世界の冒険家や探検家の本がき
阿部さんはこの 月、憧れの
「白
っかけで、コロンブスやマゼラン、 瀬ルート」
に再挑戦する。
ヘディンらに混じって、同郷の白 「今回の遠征は人生最大の挑戦で
瀬矗・南極探検隊長の名前を見付
あり、途中撤退という人生最大の
けたからだった。自分は体が弱く、 失敗だった。だが、失敗から立ち
シャイで運動音痴だっただけに、 上がることも大事で、学ぶことも
一途に夢を追い掛ける冒険家たち
多い。その方が素敵ではないか。
の姿が、たまらなく眩しく見えた
南極点に立ったとき、どう感じ
と言う。
るか自分でも分からないが、自分
秋田大学在学中に冒険家への憧
自身の感動を多くの人々に伝えた
れを思い出し、冒険家・大場満郎
い。だから南極に行く。
」
さん（第４回植村直己冒険賞受賞
と、阿部さんは力強く結んだ。
者）の「笑って死ねる人生がいい」
（節田重節）


10

11

植村直己さんの巨大パネルの前に立つ阿部雅龍さん
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４月 日、東京・市ヶ谷
「私学会
館」において、第 回となる「植村
直己冒険賞」の記者会見が開かれ
た。２０２１年の冒険に対する受
賞者は、東京都板橋区の冒険家・
まさたつ
阿部雅龍さんに決まった。
阿部さんは、同郷秋田出身の探
のぶ
検家・白瀬矗（１８６１～１９４
６年）が１１０年前に南極でたど
った人跡未踏の「白瀬ルート」
（約
１３００㎞）の徒歩横断に単独無
補給で挑んだが、１月 日、横断
山脈越えの途中でタイムリミット
22

「２０２１植村直己冒険賞」
は
南極単独横断に挑戦の阿部雅龍さんに
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71

75

の後の女性登山家の世界は少し違
った風景になっていたのでは、と
思います。
古い話は終り、のはずでしたが
……。

関田美智子さんのお墓がある南品川の時宗・海蔵寺

２０１９年の 月、当日本山岳
会の月例図書委員会。
この日は議題に入る前に、図書
委員の大先輩、越田和男さんの
「あ
のころの図書委員会」と題したお
話を伺う時間が設けられました。
越田さんが図書委員になられた
～ 年ごろの、今とは随分と異
なる書物の香りに包まれたＪＡＣ、
そして図書委員会のお話は、羨ま
しくも大変素敵でした。

11
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ドサッと戻ってきたときは、言葉
もありませんでした。
それから３年…… 年の暮れ、
新宿・紀伊国屋書店アドホックで
久しぶりに関田さんをお見かけし
ました。声をお掛けしようか、大
変迷いました。
マッキンリーでの事故後、大変
辛い立場に在ったことや、遠征が
終了して間もないマナスル女性隊
での心の痛みも耳にしていました
から、あれこれ考え過ぎて結局、声
を掛けずじまいでしたが、このと
きの逡巡を今でも深く後悔してい
ます。
明けて 年の５月、関田さんは
あろうことか穂高連峰・間ノ岳で
アイゼンを引っ掛けて、飛騨側に
転落して亡くなられてしまいまし
た。
76

関田さんは心に残る登山家でし
た。目覚ましい登攀を続けていた
田部井淳子さん、今井通子さん、佐
宗ルミさん、若山美子さんたち女
性クライマーとは少し異なる、存
在感のあるアルピニストでありま
した。
関田さんがお元気でしたら、そ

80

RECOLLECTION
もと

12

小泉 弘
んをリーダーに凌雪会隊でアラス
カ、マッキンリー（現・デナリ）
の
ウェスタン・リブ・ルートを目指
していました。
アルパマヨ（ペルー・アンデス）
のジョルジュ・コーガンと、ナン
ダ・デヴィ（ガルワール・ヒマラ
ヤ）
のロジェ・デュプラが、互いの
遠征先から手紙で励まし合ったよ
うに、
「 ア ン デ ス と マッ キ ン リ ー
から手紙を出し合いましょう」と
話して別れました。
ワスカランに登頂してワラスの
街で休養していた７月末、矢島さ
んからの便りを受け取るより先に、
同時期にワラスに滞在していたブ
ッシュ山の会隊に届いた東京から
の手紙で、矢島さんとほか２名が、
頂上に向かったまま亡くなったと
知らされて、愕然としました。ま
さか矢島さんが……。
私は９月末、５ヶ月ぶりに帰国。
しばらく経って、矢島さんに託し
た友人２人の追悼集の原稿が、渡
したときの包みそのままの姿で、

60

灯台下暗し、四十余年
品川宿に眠るある女性登山家
古い話です。
１９７１年１月、八ヶ岳の阿弥
陀岳・北西稜を目指していた私と
パートナーは、美濃戸口のバス停
で休んでいた、関田美智子さんと
矢島信枝さんにばったりお会いし
て、雪の中を休むたびに顔を合わ
せて進みました。
翌日、北西稜の核心部。ナイフ
エッジの岩稜は強まる風雪の中、
苦闘を楽しみながら登ったことを
今でも覚えています。関田・矢島
パーティは、大同心を目指してい
ました。
前年 年の 月に、谷川岳・一
ノ倉沢の雪崩で１人、半年後の
年５月に前穂高岳・下又白の氷雨
で１人と、立て続けに２人の仲間
を失いました。彼らの追悼集を編
集して、 年の春、印刷・製本に
明るい矢島さんに後を託して、私
は４月末にペルー・アンデスへと
出発しました。
矢島さんは同じ時期に、関田さ
70

72
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関田美智子（せきた・みちこ）

始まるそれは、西穂高岳のことか
と心に強く残りました。
去年の命日もお花を供えました。
旧東海道の品川宿だった北品川、
南品川には数え切れないほどお寺
が多いのですが（それも「海」の字
を付けた寺が ）
、両国生まれの関
田美智子さんの墓所が、南品川に
在るとは思いもしませんでした。
ご健在なら今年 歳。
この５月３日はお墓参りの帰り
道に、品川神社の高台に〝そびえ
る〟品川富士（高さ６ｍほどの可愛
い山ですが、一合目から九合目ま
で立派な道標が立っています）の
頂上に登って、北西の空遥か遠く
に、連休真っ只中の残雪の穂高と、
代の笑顔のままの関田さんを偲
びました。

30

83

この小さな頂上からは、子ども
のころは今のように高いビル群に
遮られることもなく、東は東京湾
とその向こうに房総半島が見え、
南西には丹沢の山並みの上に本物
の富士山３７７６ｍが望めました。
私の山への憧れの元始体験かも
知れません。
（ブックデザイナー、図書委員会委
員）

■7

全く夢にも思いませんでした。
毎日夕方、散歩している数コー
スのうちの一つ、週に一度はこの
寺の正門前を歩いているのです。
私は急いで海蔵寺に跳んで行き
ました。住職に関田家のお墓の場
所を尋ねると、本堂の正面に在る
お墓を教えてくれました。
知らなかったとはいえ四十数年
間の無礼を心からお詫びして、手
を合わせました。そして、改めて
５月３日の命日に、お花を持って
お参りしました。
墓石の側面に彫られた、黄泉の
世での９文字のお名前。
「西山」で

会員番号5932
1939（昭和14）年5月10日 東京・両国に生まれる。
1962年	東京学芸大学卒業。大学時代は山岳部に所属。
1963年	エーデルワイス・クラブに入会、鹿島槍ヶ岳や穂
高岳、谷川岳などで精力的に登山を続ける。
1965年	日本山岳会に入会。紹介者は折井健一、坂倉
登喜子。日本女子大学大学院入学。
1966～67年 ネパール・ヒマラヤのトレッキングに。
1967年	ボリビア・アンデスに遠征、ワイナポトシ、イ
リマニに登頂。
1968年	日本女子大学大学院を卒業。東京都立心身
障害者福祉センターに勤務。聴能士として
難聴児の訓練に当たる。
1969年 女性だけの山岳同人・凌雪会を創立。
1972年	アラスカ・マッキンリー南壁に挑むも3人の
岳友を失う。
1974年	ネパール・ヒマラヤ、日本女性マナスル登山隊に
参加。
1976年5月3日 穂高連峰・間ノ岳にて遭難死。享年36。

お世話になった亡き吉沢一郎さ
１９７６年版を開いていました。
んをはじめ、大森久雄さんや横山
アンデスを一緒に登った戸田直樹
厚夫さんのお顔を思い浮かべなが
君が率いたチャンガバン南西岩稜
ら、自分はこのサロンのような空
や、ＪＡＣのナンダ・デヴィ縦走、
気に憧れて入会したのだがなと、 さらにアンデス３つの壁やジャヌ
溜め息をつく思いでした。
ー北壁の華々しい記録が掲載され
越田さんがお話の終り近くに漏
た号ですが、
「追悼」の頁に載って
らされた、
「 関田美 智子さんも図
いた関田美智子さんを追悼した文
書委員のお仲間でした」というひ
章に目が止まりました。そしてそ
と言は、
深く印象に残りました。お
の最後の１行に、まさに飛び上が
ふたりは入会年次、会員番号がご
らんばかりに驚きました。
くお近くでした。
菩提寺は品川海蔵寺。
えっ、まさか！ 海蔵寺は私の
それからふた月ほどして、用あ
家から歩いてわずか５分。関田さ
って『山岳』の古いバックナンバー、 んのお墓がこんな近くに在るとは、

『山岳』
第71・72年
（1976・1977）「追悼」欄より

悼
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追
33

10

26

15

奥井清・副支部長の急逝を
悼む

21 27

1929年2月25日 茨城県土浦市に生まれる
1954年3月 明治薬科大学卒業。在
学中は山岳部に所属
1956年3月 京都大学薬学部大学院
修士課程修了
1956～82年 ㈱中外製薬中央研究所
勤務
1982～90年 ㈱日本ルセル勤務
1990年4月 ㈱奥井薬局勤務、現在
に至る
2007年8月 日本山岳会復活入会
2007～22年 茨城支部副支部長
2022年4月7日 自宅にて入浴中、93歳で永眠

たもと

当支部の活動の３本柱は、毎月
に分かった宇宙の神秘 神の素粒
の山行と約２ヶ月ごとの市民公開
子 ― ヒッ グ ス 粒 子 の 発 見 」
「 宇宙
講演会、さらに茨城県自閉症協会
は無数にあるのか？」
「 天文学の
協力登山であるが、２０１７年７
幕開け 重力波の発見 」
「 ブ ラッ
月に創立 周年記念事業、また
クホールの初撮影 ノーベル賞級
月に第 回全国支部懇談会を開催
の快挙」
し、全国の 支部より約１４０人
これら８演題は、かなり専門性
の参集をいただき、盛り上げるこ
の高いものであるが、一般市民に
とができた。奥井副支部長には筑
分かりやすく解説していただいた
波山登山会員への救護医療を担当
のである。特に２０１９年４月の
していただいた。
「ブラックホールの世界初の撮影」
ほぼ２ヶ月ごとの講演会・例会
では、手を取り合って小躍りした
の後、土浦市内の奥井薬局のご自
感激を忘れ得ない。
宅に十数人の会員が集まる〝奥井
自閉症者を支援する協力登山の
サロン〟
は、飲食をともに楽しく語
ため上高地山岳研究所で合宿した
り合う交流の場となり、会員の心
折には、奥井副支部長とともに夜
の古里となった。特に酒井國光会
半に橋の袂に集まり、星空を仰い
員編著の、創立５周年記念として
で天文学の一端をご教示いただく
出版した『茨城の山事典』の構想は、 ことができた。
このサロンでの討論から誕生した
京大時代の研究生活では、数名
のである。
の仲間とともに討論し合う〝サロ
次に、年に６回開催してきてい
ン・サークル〟
が定着しており、こ
る市民公開講演会の講師の担当で
れが研究発展の基盤になっていた、
あるが、この 年間に総計８回の
と述懐されていた。
話題を提供していただいた。
この 年間、
〝奥井サロン〟とし
「免疫化学について抗原と抗体」 て知的交流の場を提供していただ
「 パー キ ンソ ン 病 と そ の 脳 科 学 に
きましたことに、衷心より感謝申
つい て 」
「 ダーウィンの 種 の 起 源
し上げます。
と人類の誕生 」
「 ナ ノ テ ク ノロ ジ
結びに奥井清副支部長のご冥福
ー の 科 学 と 技 術 に つい て 」
「 今迄
を祈念いたします。（茨
 城支部長）

15

15

いたことから、京大進学後にＡＡ
ＣＫ（京大学士山岳会）への入会を
希望したがかなわず、日本山岳会
へ入会した由であった。
２００６年の日本登山医学会に
おいて、評議員の山本良三会員よ
り奥井清氏を紹介され、本会への
復帰入会を勧められたのである。
本会の支部創設の一環として２
００７年６月 日に当支部が、栃
木支部に次いで 番目の支部とし
て設立された。 人の会員が参集
の下、支部長に星埜由尚会員
（国土
地理院前院長）
、副支部長に奥井清
会員が選任されたのである。

清（おくい・きよし）

O B I T U A R Y

浅野勝己
本年４月９日の当支部の講演
会・例会にご出席されなかった事
由が、
前々日７日の夕刻に、ご自宅
で入浴中に意識を失われ、永眠さ
れたとのことで、
突然のご逝去に出
席者一同、言葉を失ったのである。
ここに改めて副支部長の生前の
ご活躍の一端を回顧したいと思う。
奥井氏は１９５４年３月に明治
薬科大を卒業され、同年４月に京
大薬学部大学院に進学された。明
治薬科大では山岳部に所属されて

会員番号4999

奥井
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っている」
と帯で推奨した。
私にとって若松さんは、それま
会社勤めと山登りを両立させた
若松林治さんを偲ぶ
日野自動車の駐在員だった彼は、 で縁のなかった日本山岳会の集ま
若松さんは、
「なぜ山に登るのか」
黒田洋一郎
趣味の山登りに熱中された。ジャ
り、
「二火会」を知るきっかけにな
という問いに「ストレスの溜る日
世界７大陸最高峰の一つでオセ
カルタ日本人会の機関紙に連載さ
った人で、後に役立った。若松さ
常に対する逃避、気分転換、抵抗、
アニア・ニューギニア島の名山、 れたためもあり、赴任直後からの
んは帰国後、児玉氏の紹介により
反動？ などの心理を楽しんでき
ジャヤ山
（カルステンツ峰、５０３
諸経験、使用人などインドネシア
二火会で「インドネシアの山々」に
た」
と答えている。エンジン生産と
９ｍ）
を、加戸俊広さんとともに訪
人との付合い方にも詳しく、後か
ついて講演し、その後、私も一緒
いう、合理性が求められる技術業
れる計画をしたことのある山友・
ら滞在した人々の参考になった。 に二火会に参加するようになった。 務を長年こなしてきた若松さんら
若松林治さんが亡くなられた。
また、麓に湧く温泉やエーデルワ
ある二火会の後の席で、故内田
しい。趣味と仕事を両立させた人
彼がジャカルタ滞在中の４年余
イス状の花の咲く平原にも触れて
敏子さんらと話をしていたら、た
と言えば、私のもう一つの趣味の
りに書かれた『インドネシアの山
あり、旅行案内にもなった。
またま「ブラジル最高峰がアマゾ
蝶では、三菱商事の町村忠良さん
登り』
（のんぶる舎、１９９７年）
日本人会には「グヌン会」
（
「グ
ンの奥地にあるが、年休だけでは （遺稿集
『南ブラジルの蝶』〈１９９
は、日本語ではアルプスやヒマラ
ヌン」はインドネシア語で「山」の
行くのが難しい」
と言ったら、内田
１年〉を出版）を思い出す。
「ブラ
ヤがほとんどだった当時、現地情
意）という山登りの懇親会があり、 さんは
「あーら、私はネブリナに登
ジルの蝶」の研究は 歳の若さで
報による本では、詳しいこと、内
この若松さんの本は、今でもバイ
りましたよ」と言われ驚いた。彼
終り、本にはならなかった。
容の幅が広いことでも異色だった。 ブルになっているという。すでに
女の話から、登頂した食虫植物調
その意味でも若松さんは、海外
『多雨林と火山』
（古今書院、１９
インドネシア語で児玉茂・ココ共
査隊の隊長・柴田千晶先生と連絡
赴任では『インドネシアの山登り』
９７年）
という著書を持ち、インド
著『ジャワ登山案内』が出ており、 が付き、
「私の世界百名山」ネブリ
を出版、定年後は三百名山完登を
ネシアの自然に詳しい児玉茂氏が、 わずか ページだが、その日本訳
ナ篇を書くとき助かった。
達成したので、町村さんと比較す
「 ジ ャ ワ に は ３ ０ ０ ０ｍ 以 上 の 山
も作られていた。ココさんには、
私
若松さんは定年後、日本三百名
れば、趣味の世界では良い人生を
が 峰あり、全てが火山で、しか
もジャワの名山巡りや、コモド島
山に挑戦され、 歳で全部登った。 送ったと言えるだろう。おふたり
もそれぞれに個性的な美しさを持
などへもガイドしてもらった。
三百名山は、カムイエクウチカウ
とも明朗で、人付き合いが良く、好
シ山など山深く、ヒグマに食われ
奇心が旺盛だったことは共通で、
る危険もある難しい山などを含み、 惜しい方々を亡くした。
山登りが好きなだけでは登れない。
若松さんとは結局、ジャヤ山に
彼は日野自動車山岳部の部長も務
は当時、現地情勢が悪くて行けな
め、
現在、地元の高尾山で山のボラ
かったが、ジャヤ山は
「私の世界百
ンティア活動をしている反町良一
名山」
候補に入れてあるので、いず
さんなど、若手山岳部員を育成し
れ行って眺めるようにしたい。彼
たのも見逃せない。
の写真とともに。 
合掌
12

若松林治（わかまつ・りんじ）

12

会員番号12187

1939年9月13日 山形県鶴岡市に生まれる
1958年 山形県立鶴岡工業高校
を卒業。㈱日野自動車工
業に入社、同社山岳部に
所属。ビルマ、タイ、インド
ネシアに駐在、ジャワ島の
3000ｍ峰12座全山に登頂
1996年 日本山岳会入会。紹介
者は児玉茂、水野勉
2004年 同社を定年退職
2008年 日本三百名山登頂達成
2022年1月23日 逝去、享年81

79

49
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栃木支部

仙石富英

青嵐峠

＝
＝

とみ や

にゅう

に出てさら
に行くと中
篠井登山口
からの林道
と 合 流 し、
涸沢の左脇
を稜線まで
登り、稜線
分岐を右に
５分ほどで
榛名山山頂
である。男
川川
にょほう
逆逆
体山、女峰
山など日光
方面の展望が得られる。なお、
公園
内の冒険活動センター管理棟上部
から、最短コースで正面の榛名山
を目指すコースもある。
山頂から来た道を戻り、先ほど
の稜線分岐からわずかな登りで、
小さな岩場のピークの男山山頂だ。
たかはら
北に高原山、東にコース中最高峰
の本山が望める。来た道を稜線の
道まで戻り、左に下って鞍部から
ひと登りし、分岐を左に進むと本
山山頂である。コース中で一番の
３６０度の展望が楽しめる。本山
北面では、元禄年間に金山が開削
され、地元に「篠井の金堀唄」が伝
わっている。

大網登山口

黒戸山
▲ 412

田田 川川

９号
１１
国道
宮道路
日光宇都

中徳次郎
登山口標識

次の飯盛山へは、再び来た道を
分岐まで戻り、左に稜線沿いに下
る。下り切った林の中を東に進む
しもしの い
と、下篠井登山口
（冒険活動センタ
ーに出る道でもある）の標識を過
ぎ、送電線鉄塔下から急登すると
飯盛山山頂である。雑木に囲まれ、
展望は良くない。
山頂を後に、滑り
やすい急な道を下り、大畑林道に
せいらん
出て（林道上は青嵐峠）左に行く。
大畑林道口の標識からスギ林に入
り、少し進むと青嵐峠の十字路で
あるが、昔の道で通る人もなく、
分
かりにくい。ここを直進し、なだ
らかな道を登り、大きな岩の下を
抜け、先の分岐を左に登ると、高

宇都宮市内へ

連載■ご当地アルプス登山案内

しの い

宇都宮アルプス

かぶと

大網付近からの篠井連峰。左から榛名山、男山、本山、飯盛山

9

28

宇都宮市北部の篠井、富屋地区
秋から翌年の初夏にかけてが良い。
にある標高５００ｍほどの山並み
春先はスギ花粉に注意。
で、宇都宮市民健康ハイキングコ
ースとして整備されてきたが、手 【コースガイド】
軽にできる縦走コースとして「宇
ここでは、登山口の
「うつのみや
都宮アルプス」
（篠井富屋連峰）の
平成記念子どものもり公園」から
名称で、県内外からの登山者に親
の７峰縦走コースを紹介するが、
はる な
しまれている。北から南に榛名山、 一般的な榛名山～飯盛山の周回コ
もと
いいもり
たかだて
くろ
男山、本山、飯盛山、高舘山、黒
ースの場合は、公園駐車場に車を
と
戸山、兜山などの山々が連なるが、 置くと便利である。
登山口も数ヶ所あり、メンバー、行
ＪＲ宇都宮駅から関東バスの日
ふ
程に合わせた山行が可能である。
光方面行きに乗り、船生街道入り
なお、登山適期は、低山のため
口の一里塚バス停（日本橋から
番目の一里塚とされる）で下車し、
日光街道（国道１１９号）と離れて
船生街道を登山口のうつのみや平
成記念子どものもり公園まで約２
㎞を歩く。公園駐車場からまず榛
名山を手始めに男山、コース中の
最高峰・本山（５６２ｍ）を登り、
なかとく じ ら
南の高舘山、兜山経由で中徳次郎
登山口へ下るコースを紹介する。
駐車場から園内道路を冒険活動
センターへ進み、途中にあるトイレ
の手前左側の登山道入り口から榛
名山に向かう。
スギ林を進み、林道

■ 10

国道293号

中徳次郎
バス停

▲鬼山
372

大網登山口
入り口

半蔵山
502
▲

高舘山
477
▲

峰

連

屋

富

井

下篠井登山口
標識

篠

兜山
372 ▲

一里塚
バス停

公民館

篠井ＩＣ

金試堀跡

▲

青嵐峠
（林道）

飯盛山
▲501

見晴台
子どものもり公園
（冒険活動センター）

Ⓟ

本山
▲562

榛名山 男山
524 ▲

篠井学童
バス停

924−２０22・5・２０
山

924−２０22・5・２０
山

日立アルプス

舘山山頂だ。
平坦で広いが、展望は
知られる二宮堰がある。また、国
連載■ご当地アルプス登山案内
良くない。
道１１９号・徳次郎交差点を西に、
黒戸山へは分岐まで戻り、左に
国道２９３号を行くと、
「 道の駅
茨城支部 和田幾久郎
進む。黒戸山山頂は稜線上の目立
うつのみやろまんちっく村」
、その
たないピークだ。兜山には山頂か
先に「石の里 大谷」などの観光施
茨城県の北東部には、北の福島
情を楽しめるが、特に眺望が開け
ら林の中を下り、林道に出たらこ
設がある。
県側から南延する阿武隈山地が太
る落葉時期の初冬から冬季、また、
こを右に進んで送電線の下を過ぎ、 【 コ ー ス タ イ ム 】 一 里 塚 バ ス 停
平洋に沿うように連なっている。 春の花が咲き誇る３月下旬～４月
左の作業道に入る。大岩の下を巻 （ 分）
子どもの森
（１時間）
榛名山
鉱山と電機の町として有名な日立
を適期として推奨したい。
いて行くと兜山の山頂だ。標高は （ 分）
男山
（ 分）
本山
（１時間）
飯
市のあたりが、ちょうどこの山地
低いが、樹間から日光方面が望め
盛山（ 分）青嵐峠（ 分）高舘山
の入り口となり、点在する山々は 【コースガイド】
る。下山は林道まで戻り、林道を （ 分）黒戸山（ 分）兜山（ 分） 「日立アルプス」として地域の人々
ＪＲ常磐線・日立駅から東河内
右に下って行き、中徳次郎登山口
中徳次郎登山口（ 分）中徳次郎バ
に親しまれている。
方面行きのバスに乗車し、御岩神
たかすず
に出て、日光街道・徳次郎交差点
ス停
南から風神山・真弓山・高鈴山・
社前バス停にて下車。降りてすぐ
お いわ
か みね
のすぐ北側にある中徳次郎バス停 【交通アクセス】 往路・復路とも
御岩山・神峰山が連なり、少し東
の案内板に従って御岩神社の境内
せきそん
を目指す。
ＪＲ宇都宮駅下車。バスはＪＲ宇
に逸れて羽黒山、その北に石尊山
へと参拝道を進む。
おお
なお、下山後の見所として、大
都宮駅から船生・塩野室行きも利
が続く。いずれも低山ながらもす
御岩山周辺は古代より信仰の聖
あみ
網登山口付近に二宮尊徳の設計で
用できるが、本数が少ない。この
ばらしい眺望を誇り、フォト・ス
地であったとされ、日本最古の地
場合は篠井学童前で下車、子ども
ポットも多い。高鈴山付近のハイ
のもり公園まで徒歩 分。復路の
キングコースは、現在、茨城県が
バスは、
中徳次郎バス停で乗車。Ｊ
力を入れているプロジェクトであ
Ｒ宇都宮駅まで約 分。
る「茨城県北ロングトレイル」の一
【参考文献・問合せ先】 分県登山
部にもなっており、新年度の開通
ガイド
『栃木県の山』
（山と溪谷
を視野に入れたコース整備や道標
社）
、『栃木百名山ガイドブック』改
設置も進められている。
訂新版
（下野新聞社）
今回は、この日立アルプスの一
うつのみや平成記念子どものも
部であり、かつ茨城県北ロングト
り冒険活動センター  ０２８ ６
レイルの一部でもある、御岩山か
６９ ２４４１
ら高鈴山を中心としたコースを紹
【地図】 国土地理院２万５０００
介する。積雪の心配があまりなく、
分の１地形図
「下野大沢」
「大谷」
いつ歩いても四季折々の低山の表
本山山頂からの日光連山。左端が男体山

10 20

25

10

40

神域にふさわしい荘厳な雰囲気が漂う御岩神社の楼門
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15 30

25

20

20

35

川川

22

金山
国道３４９号

四辻

助川山へ

誌『常陸国風土記』にも、御岩山の
信仰にまつわる記述が見受けられ
る。篤い信仰の対象として地域の
中核を成してきた御岩山の麓に、
江戸時代、初代水戸藩主・徳川頼
房により、現在にまで至る御岩神
社の基礎が創建された。
御岩神社はなんと 柱もの祭神
を祀り、さらに御岩山頂にかけて
点在する神社が、それぞれ多くの
神仏を祀る。御岩山全体では総祭
神１８８柱が祀られ、
「 日 本のほ
ぼ す べて の 神 様 に お 参 り で き る 」
パワースポットとして、登山愛好
者に限らない人気を集めている。

東河内町

黒黒

ただし、
ここは神域なので、敬虔な
気持ちと登山の心得を忘れずに。
御岩神社拝殿から表裏参道が御
岩山頂まで延びている。歩きやす
い表参道の最後には、水戸藩の祈
願所として代々の藩主が参拝した
が び れ
賀毘禮神宮が奥宮として待ち構え
ている。一方、裏参道は登りごた
さ
えのある急登が続くが、途中で薩
と
都神社中宮に参ることができる。
どちらを選んでも参道は山頂直下
で合流し、やや迂回路を経て、風
が び れ の たかみね
土記にならい
「賀毘禮之高峰」
と記
された山頂に出る。
山中は、荘厳さすら感じさせる
高 さのス ギ な ど が 密 に
枝を伸ばし、登山道に
はその強 固 な 根 が 張 り
巡らされて、複雑な階
段のようになっている。
足 元 には 十 分 注 意して
歩きたい。山頂付近に
日高高
鈴ＧＣ は、宇 宙からもその光
が 見 え た という 逸 話 を
持つ神秘の石柱や、触
れ てはいけ ないと さ れ
る 力 を 持った 赤 い 石 な
どがある。また、御岩
山自体、日本最古のカ
ンブリア 紀 層の上にあ
ル
イ 洪沢
レ
友ト

春友藤の屋バス停

春

大平田
真弓山・風神山へ

茅根町

赤須

春友町

川向

482
町屋町

もとやま
自然の村
高鈴山
623▲

日鉱記念館
本山
玉簾の滝

▲御岩山
485
御岩神社
▲大室山
427

神峰山
▲587
本山トンネル
御岩神社バス停

るため、山頂では５億年も前の地
ながら日立の街に降りると良いだ
層を見ることもできる。
ろう。高鈴山頂から下り約２時間
雑木がきれいに整理され、眺望
程度の歩きで、日立駅へと戻る路
も良くなった御岩山から高鈴山へ
線のバス停がある。
は１・５㎞ほど、あまり起伏は大 【コースタイム】 御岩神社前バス
きくない道を 分程度登れば到着
停
（ 分）
御岩神社
（ 分）
御岩山頂
する。日立アルプスの中心的存在 （ 分）
高鈴山頂
（１時間 分）
日立
であり、花の山としても有名な高
高鈴ＧＣ分岐（２時間）春友彫刻の
鈴山は、天気の良い日は眺望がす
森公園
（５分）
春友藤の屋バス停
ばらしいことから、山頂で休憩を 【入山口へのアクセス】 ＪＲ常磐
取るハイカーも多い。御岩山が神
線・日立駅から東河内方面行きの
域のため食事禁止なので、ゆっく
バスに乗車し、御岩神社前バス停
りするなら高鈴山頂がお勧め。
にて下車。
高鈴山から南側に３㎞ほど下っ 【参考文献・情報】 分県登山ガイ
た所にある、日立高鈴ゴルフクラ
ド
『茨城県の山』
（山と溪谷社）
はる とも
ブの分岐を西に進むと、
「 春 友ト
御岩神社ホームページ
https://
レイル」と呼ばれ親しまれている
www.oiwajinja.jp/
コースを２時間ほど歩いて、常陸
太田市の「春友彫刻の森公園」に出
ることができる。茨城県北ロング
トレイルのルートにもなっており、
途中では、春友大沢の滝の静かな
空間や、日立側の街並みとはまた
趣を異にした、純朴な里山の風景
を楽しむことができる。公園から
５分ほどの所に、常陸太田駅行き
のバス停がある。
時間がない場合は、高鈴山から
すけがわ
南東へと下り、助川山市民の森を
経て、助川山からの眺望を楽しみ
30

20

田中澄江選
「花の百名山」
の標識が立つ高鈴山山頂
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10

30

30

924−２０22・5・２０
山

山

924−２０22・5・２０
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山

924−２０22・5・２０

ヌカカ・イラスト図

Climbing&Medicine・89
微小の吸血昆虫ヌカカの被害と防御


秦 和寿

深山や渓流歩きをする人はブユに襲われた経験
があると思う。ところが、微小でしつこく飛び回
り、人を刺すヌカカのことはあまり知られていな
い。吸血性昆虫のヌカカは発赤と激しい痒みなど
の人体被害を及ぼす。虫から被害を受けたとき、
種
名が分からないと不安になりパニックともなる。
ヌカカのことを頭の隅にでも入れておけば、あわ
てないで対処することができると思う。
ヌカカは漢字で書けば糠蚊、糠子（ヌカゴ）ある
いは浮塵子（フジンシ）だ。地方名も多く、尾瀬の
福島県側玄関口、桧枝岐ではヌカドオシ、甲州の
丹波山村ではムクリと言う。
「ムクリ、コクリ、鬼
が来る」
という古い言葉
（広辞苑）
がある。ムクリは
蒙古、コクリは高句麗で約740年前の元寇を伝え、
この場合はどうにもならない虫害に由来する。英
ぶよ
名はbiting midgeで蚊、蚋やヌカカをひと括りにし
ているようだ。
【吸血昆虫ヌカカの生態と防御】
形状／大きさ：成虫で１～２㎜程度、糠のように
細かいが、翅をよく見ると褐色の斑点がある。幼
虫は水生。
種類：国内に約50種。生息場所は種類により山地
や渓流、磯辺など異なる。
被害：被害は朝と夕の無風時に多く、皮膚を齧り
血を舐める。吸血は雌のみ。刺傷部位の発
赤と激しい痛痒が数日間続くが、感染症は
媒介しない。発生は種類にもよるが一過性

蚊柱を横切ったときに
複数のヌカカに刺され
た痕
（写真提供＝野口い
づみ）

でもある。
人を刺す主な加害種
・シナノヌカカ 北海道から中部山岳地帯など
の高地に分布。本種のタイプ標本は上高地で
1957年に採取されたものである。発生時期は
６月～９月。
・ミヤマヌカカ 西日本で6 ～ 9月に人を激し
く襲う。
・ニワトリヌカカ ニワトリを吸血し人にも来
る。平地で６月～９月。
・イソヌカカ 海沿いの汽水域に生息。磯で人
を吸血。
防御：基本は着衣、着帽。顔周りは手拭いで被い
防ぐ。顔面用の防虫網などを使う人もいる。
忌避剤（成分ディートあるいはイカリジン）
の塗布。被害後の処置は市販の虫刺され軟
膏の塗布（抗ヒスタミン＋副腎皮質ホルモ
ン含有）
の塗布。

なお、過去のコラムは次の手順でご覧になれます。ご活用ください。
日本山岳会ホームページ→日本山岳会の活動案内→委員会→医療委員会 http//jac.or.jp/info/iinkai/iinkai.html
■ 14
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山書を探し求めて

秩父宮記念山岳賞審査委員会

◎対象分野 登
 山活動／山岳に関する文
化的活動、学術的業績
◎提出先
日
 本山岳会内 秩父宮記念
山岳賞事務局
◎締切り
令和4年8月31日
（水）

ある。
このツアー登山では「読む」
→「計画」のステップが省かれ手軽
に登山できるためますます「山書」
の需要が減り、
「 山の本が売 れな
い」ことに拍車を掛けたように思
えてならない。
なお、近代登山黎明
期においても山案内人は存在した
が、
これは「登る」のステップを補
助したに過ぎず、「読む」→「計画」
のステップには関係しなかった。
とはいえ、発行部数は減ったも
のの、
「山書」は相変わらず刊行さ
れていて、第２次登山ブームの生
き残りの一人である筆者らは相変
わらず「山書」を探し求めていた。
従来発表されてきた山岳図書リス

第24回「秩父宮記念山岳賞」の推薦（他薦
に限る）を次のとおり受け付けます。事務
局まで資料をご請求ください。当会のホー
ムページを活用される方は、推薦募集の詳
細を掲載しておりますので、推薦要項・所
定様式（ダウンロード可能）などをご参照
ください。多数のご推薦をお待ちしており
ます。
なお、本賞は公益目的事業でありますか
ら、受賞対象者を本会会員またはグループ
に限定しておりません。

された
「山岳書一覧」
、創文社の
『ア
ルプ』
１８９号・２０６号・２１３
号（ ～ 年刊）に分載された「日
本の山の本」
などがあった。これら
の目録で必要な「山書」を探し出し、
入手に努めたものである。
昭和 （１９７０）年以降、戦後
のどさくさを脱却し、
趣味・趣向も
多様化するにしたがい、登山人口
は漸減してきた。
当然、「山書」の需
要も減ってくる。その一方で山岳
ツアー会社もたくさん起業し、
組織
に属さない一般登山者たちが応募
するようになる。世界の最高峰エ
ベレストでさえ応募登山が企画さ
れるようになり愕然としたもので
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嶋岡 章

25

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

ページです。 どしどしご投 稿く
ださい。（紙面に限りがありま
すので、 １点につき10 0 0 字 程
度でお願いします）

めに位置するステップ「読む」の対
象となる「山書」が大きなウェイト
を占めるのは論を待たない。
この「山書」にはガイドブックを
はじめ雑誌、紀行、探検記、随筆、
小説、詩集、画集、写真集、技術
書、史書、会報など多岐にわたる
ジャンルがある。第２次登山ブー
ムの登山者たちの需要に応えて、
これらの「山書」が続々と刊行され
た。登山者たちは『山と溪谷』
『岳
人』はじめ多くの山岳雑誌や新聞
広告などから「山書」の情報を得て
いた。また、古書店巡りをすれば
戦前に刊行されたいわゆる古典と
呼ばれる古書が目白押しだったし、
各山岳会の会報でさえ扱われてい
て入手することができた。そのほ
か各種山岳図書目録も情報源とし
て大いに利用していた。主なもの
に、山と溪谷社の登山講座・別巻
『山岳事典』
（昭和 年刊）
、
同『世
界山岳百科事典』
（ 年刊）に掲載

50

第24回
「秩父宮記念山岳賞」
の
推薦募集について
48

45

東西
南北
33

会員の皆様のご意見、エッセイ、

46 35



31

今、
「山書」
いわゆる「山の本」は
売れないという。なぜなのか？
戦後間もなく、昭和 年フラン
ス隊のアンナプルナ初登頂、昭和
年イギリス隊のエベレスト初登
頂、昭和 年日本山岳会隊のマナ
スル初登頂、昭和 年ＡＡＣＫ隊
のチョゴリザ初登頂などに刺激さ
れて第２次登山ブームが起き、登
山人口は一気に膨れ上がった。山
を登るときは通常、読む
（例えばガ
イドブックや山岳雑誌などの山書
を調査）→計画→登る（登山の実
践）
→書く
（記録、報告）
というサイ
クルを繰り返す。この「読む」
「計
画」
「書く」の各ステップには、必
ずそこに「思考」が介在する。これ
がほかのスポーツと大いに異なる
ところである。このサイクルの初
28

トの続編を期待していたところ、 いる。編纂に当たり、可能な限り
現物の照合調査を行ない、日本山
岳会図書室も利用したそうである
（ 入 手 法 な どは日 本 山 書の 会 ホー
ムページを参照のこと）
。
これらの図書目録が、山書を探
すうえで大いに貢献することは間
違いなく、筆者らも大いに利用し
ている。また、これらの図書目録
が山書購読促進の一助になると期
待している。  （関西支部会員）

んだ縁などもあり、親近感を感じ
つつ読み進むことができた。
第一部では、パミールの概観、地
形、氷河をめぐる謎、気候環境と
水環境、高山植生の特徴と保全、自
然保護地域と自然資源消費、大型

属している山岳会の仲間たちが、
周年記念登山の対象地として、
この地域のゼラフシャン山群を選

いる。
第三部では、キルギスのコミュニ
ティー・べイズド・ツーリズム、外
国人観光客の動向、パミール・ア
ライの地名とその観光利用、キル
ギス南部アライ谷の農業と生活か

ゲズーとノバド―その分布と地域
の持続可能性におけるその意義、
などの言葉が章タイトルに並んで

乳文化から見たパミールの位置、
パミール北部アライ谷における牧
畜、タジキスタン北東部カラクル
村における牧畜、協働型日々放牧

廊などの歴史を感じさせる地名に
は私たち登山者も馴染み深いが、
果たしてどんな地域で、どのよう
な人々の暮らしが営まれているの
かは知らない。
本書の内容は２００５年から
年以上の長期間にわたって、キル
ギスとタジキスタンを中心に行な
われた現地での調査研究に基づき、
専門分野の異なる 人の研究者が
多角的に分担執筆したもので、第
一部
「自然」
、
第二部
「人と牧畜」
、第
三部
「観光開発・資源利用と保護・
持続可能な利用」の３部から成る。
図や写真も豊富に収録され、分か
題などが解かれており、第二部は、
りやすく充実した内容だ。
個人的にも、定年退職後の二度
目の学生生活でお世話になった先
生方が執筆者にいらっしゃること
や、もう 年以上前の話だが、所

10

ら見た地域の持続性、タジキスタ
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『 山 岳 関 係 図 書 目 録 和 書 １９
７５―１９８７』
（ 日本山書の会
年刊）
が誕生した。日本山書の会
では、その後も目録編纂作業が続
けられていたようで、一昨年末に
平成年間に出版された山岳図書の
目録を刊行した。新編は
『山岳関係
図書目録 和書 １９８８―２０
１８』
と追加補訂版からなり、９５
５３点（１３２６８冊）を収録して

きる日本人は、ほとんどいないと
いっても過言ではないだろう」
。編

18

哺乳類の生息状況と保護管理の課

30

図書紹介
渡辺悌二／白坂 蕃編著

変わりゆくパミールの自
然と暮らし 持続可能な
山岳社会に向けて

著者が刊行に寄せて冒頭に記した
この言葉に刺激を受け、４００ペ
ージ以上もの大作を読む意欲が湧
いてきた。
確かにそうかも知れない。パミ
ールという名称や、地域の最高峰
イスモイル・ソモニ
（旧・コミュニ
ズム峰）
、レーニン峰などの７００
０ｍ級の山々のことや、ワハン回

20

91

「 パ ミ ー ル に つい て 語 る こ と が で

2021年10月
ブイツーソリューション
A５判 409㌻
3000円＋税
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13

19

00

4

11

に提出したことについて報告があ
った。
（柏）
４・内閣府の立ち入り検査が、６
月９日に実施されることについて
報告があった。
（柏）
５・事務局職員給与について報告
があった。
（柏）

第 回ウェストン祭開催のお知らせ

20

76

昨年、一昨年と２回にわたり
ウェストン広場で開催。日本山
新型コロナウイルス感染症の影
岳会会長、来賓のご挨拶、安曇
響により縮小開催を余儀なくさ
小学校児童による献花、献歌な
れたウェストン祭は、本年第
どの式典に続き、特別講演を行
回を従来の形に戻して開催しま
ないます。
す。参加される会員は、発熱な 【特別講演】
ど体調異常がないことを確認し、
講師＝アルパインクライマー・
マスク着用などコロナ感染予防
平出和也氏
に協力をお願いします。
【問合せ先】
【記念山行】
日本山岳会信濃支部ウェスト
６月４日㈯午前８時 分に上
ン祭実行委員長・古幡開太郎
高地バスターミナル集合。島々
☎０９０ １６９１ ０４６６
谷登山道改修中のため、明神か
VEU00522@nifty.ne.jp
ら徳本峠を往復します。参加者
＊ウェストン祭および特別講演
は自己責任での参加をお願いい
はウェブ配信（ライブ配信のみ）
たします。
を計画しています。
【碑前祭】
（ 信 濃 支 部 ウ ェス ト ン 祭 実 行 委
６月５日㈰午前 時に上高地
員長・古幡開太郎）
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私にはパミールを語ることなどと 【報告事項】
てもできないが、どこまでも広が
１・正会員 名、準会員 名の入
る草原で、青空のもと伸びやかに
会を承認した旨、報告があった。
連なる雪山から吹き降ろして来る （古野）
風を感じながら、変わりゆくもの
２・３月分寄附金 件の受入れに
と変わってはいけないものを、こ
ついて報告があった。
（南久松）
の目で確かめてみたいと思った。
３・令和４年度事業計画を内閣府
（久保田賢次）

【協議事項】
１・令和４年度の会議削減につい
て
（松田）

14

10

30

76



【審議事項】
１・高尾の森づくり寄附金につい
て
（南久松）
（賛成 、反対０）
２・令和 年度支部特別事業補助
金について（松田）
（賛成 、反対
０）
３・小島烏水祭への助成について
（南久松）
（賛成 、反対０）
４・福島支部支部長の交代につい
て
（柏）
（賛成 、反対０）

報
4

ン・ワハンにおける住民と生業な
どが語られるが、生態系を活かし
たエコツーリズムと、地質を活か
したジオツーリズムを融合させた
ジオエコツーリズムという新しい
概念が、貧困を解消する策として
提案されている点が興味深かった。
いったん最後まで読み終えても、

務

令和４年度第１回
（４月度）
理事会
議事録
日時 令和４年４月 ㈬
時
分～
場所 集会室およびオンライン
（Ｚｏｏｍ）
【出席者】古野会長、坂井・山本各
副会長、柏、南久松、萩原
各常務理事、松原・松田・
清水・飯田・久保田・平川・
川瀬・長島各理事、黒川・
佐野各監事
【欠席者】橋本副会長
【オブザーバー】節田会報編集人

告
14

14

14

会

６・入会案内の増刷について報告
があった。
（柏）
７・期限切れになるビール券（贈
答）の換金処理について報告があ
った。
（柏）
８・山研国有林使用許可書が林野
庁から届いたことについて報告が
あった。
（川瀬）
９・登山計画の提出状況について
報告があった。
（川瀬）
・医療委員会委員長交代につい
て報告があった。
（柏）
・福島支部事務局長の交代につ
いて報告があった。
（柏）
・山岳４団体で登山計画書提出
ツール「コンパス」について協議し
た報告があった。
（古野）
・
「山」４月号の発行に関する報
告があった。
（節田）

日 「山の日」
事業委員会
日 青年部
日 資料映像委員会 スケッチ
クラブ
日 総務委員会 資料映像委員
会
日 山岳地理クラブ 緑爽会
日 フォトクラブ

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

4 4 4 3 2 3 4 1

14 17 7 27 16 31 1 26

45

高木恵美子
（１３４１９）
岩手
松村竹次郎
（１６０２６）
関西
澤田信也 （１６４２２）
東海
幅下信一 （Ａ０２２８）
岩手
多田洋子 （Ａ０３５５）
東京多摩
大城丈典 （Ａ０３６１）
山梨

インフォメーション

学」正面玄関付近 ８時新
宿駅出発
テーマ 「山と高原のみずうみ」
赤城および奥日光の山岳湖
沼群を巡り、山岳湖沼の成
因などを探る
講師 中野俊氏（科学委員会委員）
、
福岡孝昭氏（科学委員会委
員）
宿泊 奥日光・丸沼温泉
（環湖荘）
費用 約２万５０００円
行動 ６月 ㈯ 新宿駅＝（関越）
＝赤城小沼付近駐車場─地
蔵岳往復（山頂付近で講師
から覚満淵・小沼・大沼の
湖 沼 生 成 過 程 な どの説 明 ）
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エーデルワイス・クラブ
（４４３６）
小川幸恵 （６６２６） 東海
吉岡淳一 （１０８２３）
山陰
池本喜浩 （１１９５３）
広島
大塚栄寿 （１２６５１）
高木 弘 （１３４１８）
岩手

26

◆科学委員会探索山行のご案内
科学委員会主催の探索山行を開
催します。科学委員会のメンバー
以外に先着 名様を募集しますの
で、 興 味 の あ る 方 は 科 学 委 員 会
（
）に氏名（お
kagaku@jac.or.jp
よび会 員の場 合は会 員 番 号 ）
、性
別、生年月日、住所、メールアド
レス、自宅電話番号、携帯電話番
号、緊急連絡先（氏名および続柄、
電話番号）を明記のうえご連絡く
ださい
（個人情報は、登山計画書以
外には使用しません）
。
日時 ６月 日㈯～ 日㈰
集合 ６月 日㈯ ７時 分新宿
駅西口中央通り「工学院大

25

日 理事会 休山会 山想倶楽部
日 図書委員会
日 会報編集委員会 科学委員
会 山岳古道ＰＴ アルピ
ニズムクラブ つくも会
日 支部事業委員会 記念事業
委員会 学生部 九五会
フォトクラブ
日 記念事業委員会
日 資料映像委員会 青年部
緑爽会
日 資料映像委員会
会
日 山遊会
４月来室者 １５２名

会員異動
物故
大場攝雄 （３８４１）
北村武彦 （３９７３）
芳野赳夫 （４４２８）
日高健二郎
（４７７９）
中村元次郎
（４９６９）
奥井 清 （４９９９）
遠藤靖彦 （６６５３）
櫻田直克
（１２４５０）
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退会
静岡大学山岳部紫岳会
（１５４５） 静岡
小野一丸 （４２６８） 北九州
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０円
（協力金）
。
募集人員
～ 名
15

会期 ６月 日㈬～ 日㈭
会場 山形県酒田市・酒田総合文

申込み・問合せ 岡義雄
化センター
０２３４

５７８０
okayoshio@ozzio.jp
０９０ ２１４０ ５０５７
問合せ 志田郁夫
０９０ ２
締切り ６月７日㈫
９９６ １３９２／川嶋新
申込み時に氏名、性別、年
太郎
０９０ ９３６９
齢
（ 月 日現在）
、支部名、
２３４５
会員番号、携帯番号、山岳
保険加入先、
本人連絡先
（住
所、携帯番号、メールアド
レス）
、 緊急連絡先（氏名、
続柄、
電話番号）
を明記。以
下２項目はそれぞれ二者択
一のこと ①宿泊組または
日帰り組 ②宿泊組のみ下
山コース
（ＡまたはＢ）
。申
込み者には後日、詳細案内
を送付いたします。

◆千葉潔展
日時 ６月 日㈮～ 日㈬
時
～ 時、 最 終 日 時 ま で
（ 、 日休廓）
会 場 ギャラリーいろ はに （ 堺
市甲斐町東１丁２番 号
山ノ口商店街〈アスティ山
ノ口〉
中ほど） ／ ０７
２ ２３２ １６８２ 阪堺
線・宿院駅から徒歩２分／
南海本線・堺駅から徒歩
分／阪神高速・堺出口から
車５分

17

29

11

12

❖編集後記❖
◦若き日、足尾山地の根本山と熊
鷹山に登っていますが、その折気
なるかみ
になったのが、南西にある「鳴神
山」
という山名でした。それから幾
星霜、先月思い立って登ってきま
した。この山にだけ咲くカッコソ
ウと出会うには少し早かったので
すが、山頂で見事なアカヤシオ群
落が出迎えてくれました。この山
の自然保護を願って努力されてい
る、地元の方々に感謝です。
なるかみ
たけやま
◦鳴神山は雷神岳や嶽山などの別
名を持つ信仰の山です。
「鳴神」と
は雷のことですから、かつては、里
人たちにとって雨乞いの山だった
のではないでしょうか。時代は移
り人々の願いごとが変わっても、
篤い「祈りの心」をもってすれば、
この神の山は、きっと応えてくれ
ることでしょう。  （節田重節）

■ 19

19

15

追加訂正 
会報４月号 ページ、
「 寄附金
および助成金などの受入報告」中、
滝川清会員の寄附目的の項に「永
年会員からのご寄附」を追記させ
ていただきます。

2022年
（令和4年）
5月20日発行
発行所 公益社団法人日本山岳会
〒102−0081
東京都千代田区四番町5-4
サンビューハイツ四番町
TEL 東京
（03）
3261-4433
FAX 東京
（03）
3261-4441
発行者 日本山岳会会長 古野 淳
編集人 節田重節
E-メール：jac-kaiho@jac.or.jp
印 刷 株式会社 双陽社
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６月 日㈰ 環湖荘（バス）
＝赤沼茶屋─小田代原─弓
張峠─西ノ湖─・千手ヶ浜
（フェリー） 菖
=蒲浜─竜頭
ノ滝（待機バス）＝新宿（解
散）
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◆ 第 回 山 岳 写 真 展「 心 に 映 る
山々」
アルパインフォトクラブ

《酒田巡回展》
当クラブでは毎年、写真展を開
催し、会員が撮影した国内外の山
岳写真 点を全紙で展示していま
す。東京展はすでに終了しました
が、巡回展として酒田展が６月に
開催されます。
28

40

26

◆ 第 回 三ツ 峠 アツモリソ ウ 保
護活動募集案内
主催 東京多摩支部 自然保護委
員会
日時 ６月 日㈰～ 日㈪
集合 富士急・河口湖駅 ９時
分
行程 河口湖駅（バス）＝三ツ峠登
山口─三ツ峠山荘（午後保
護活動）
。
《宿泊組》
山荘に宿泊（夕食前後に山荘主
人 の 中 村 さ んの 講 話 ）
。翌 日早
朝、開運山頂周辺散策、朝食後、２
コースに分かれて下山。Ａコース
は往路を下山 、 時 分のバスに
て河口湖駅へ、解散。Ｂコースは
府戸尾根を経て寿駅へ、解散。
《日帰り組》
時ごろ往路を下山、タクシー
で河口湖駅、解散。
費用 宿泊組＝１万円（宿泊費・
協力金）
、日帰り組 １
= ００

924 号

山
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