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萩原浩司

「山スカ」という言葉とともに、若い人たちの山への進出はめざ
ましい。それは低山やハイキングだけに限ったことではない。ア
ルパイン・クライミングでも、若いクライマーたちが世界を舞台
に素晴らしい記録を残している。海外登山基金の審査委員でもあ
る萩原浩司理事に、そのへんの事情を綴ってもらった。

世界のメディアが注目する
日本人の海外登山

The Japanese Alpine Club

アメリカ山岳会が発行する『ア
メリカン・アルパイン・ジャーナ
ル』の呼びかけに集まったのは
カ国 人のジャーナリストたちで、
主催国のアメリカからは『アメリ
カン・アルパインジャーナル』の
ほか、
『クライミング』
『ロックア
ンドアイス』
『アルピニスト』
。イ
ギリスからは本家『アルパインジ
ャーナル』
『クライム』
、そして英
語圏で最も多く読まれていると

がら、ユタ州のインディアンクリ
ークをはじめとする岩場をめぐり、
夜は砂漠のキャンプ地で焚き火を
囲んで、各国のクライミング事情
などを語り合った。
そのなかで最初に感じたのは、
各国のメディアは、日本の海外登
山の大多数はいまだにクラシック
な登山スタイル、つまり大人数の
登山隊で前進キャンプを設け、固
定ロープを多用するような登り方
ばかりやっていると思われていた
ことだった。この年は三浦雄一郎
さんがエベレストへ 歳で挑戦し
た年でもあり、日本は企業のバッ
クアップを得た、裕福な登山隊が
多いという印象を彼らに与えてい
たのかもしれない。
そのいっぽうで、日本の若手ク
ライマーたちの活躍に注目してい
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いうクライミング専門のウェブサ
イ ト「
」
。ドイ
UKClimbing.com
ツからは『クレッテルン』
、ス ペ
インの『デスニヴェル』
、チ ェ コ
のクライミング専門ウェブサイト
「 Czechclimbing.Com
」
、ロシア
のクライミングと登山の専門サイ
ト「 Mountain 」
。カナダからは
ru
『カナディアン・アルパインジャ
ーナル』
、
メキシコの山岳専門サイ
ト
「 Moutanismo Exploration
」
。韓
国からは『マウンテン』
、
そして日
本から『ロックアンドスノー』編
集長として私・萩原が出席した。
一週間の「サミット」期間中は、
ＡＡＪ編集長のジョン・ハーリン
Ⅲ世を議長に、
「 インターネット
時代のメディアのあり方」や、
「コ
マーシャリズムの弊害問題」とい
った問題について意見を交換しな

■

6 月号（ No. 781 ）
社団法人 日 本 山 岳 会
24

▶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
夏季休室‥‥‥‥‥ 8 月14日〜22日
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2010 年（平成 ２２ 年）

２年前（２００８年）の 月、
私はアメリカ・コロラド州ゴール
デンにあるアメリカ山岳会本部を
訪ねた。世界中のクライミング雑
誌とウェブサイトの代表者が一堂
に会してクライミングに関する諸
問題を話し合い、共にクライミン
グを楽しんで親睦を深めるという
「第一回インターナショナル・エ
ディターズ・サミット」に出席す
るためである。
10
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るメディアも少なからずあった。
は延べ４９００㍍。それまで誰も
『アメリカン・アルパインジャーナ
考えてもみなかった継続登攀の完
ル』は、 年の一村文隆、佐藤裕
成だった。フォロワーは ㌔を超
介、山田達郎によるアラスカ、ル
える荷物を背にして困難な氷雪壁
ース氷河での記録を高く評価。
を登攀。「デナリという山を骨の髄
年号の扉ページに、マウントチャ
まで楽しんだ」と感想を記した横
ーチ北壁を登る山田達郎のカラー
山のレポートを読み、アメリカの
写真を掲載し、誌面６ページを割
メディアはその発想に驚くととも
いて記録を紹介していた。彼らの
に、日本人のクライミング観に強
チーム名である「ギリギリボーイ
い興味を持っていたらしい。
ズ」の名は、このレポートのなか 「ジリジリ・ボーイズ（英文だと
で初めてメディアに登場している。
なのでそう呼ばれ
Giri-Giri Boys
そしてサミットが開かれた 年
てしまう）ってどんな意味？」
、
と
の５月には、一村文隆・佐藤裕介・
か「ルート名のパチンコってナン
れをたまたまアラスカでやっただ
横山勝丘のトリオが、デナリを舞
デスカ？」といった質問に対して、 けのことだと言ってたよ」などと
台に３つのルートをリンクさせた
私はカタコトの英語で「ジリジリ
答えたのち、渡米直前に耳にした
ニュースを付け加えた。
「パチンコ・オン・デナリ」を完
じゃなくてギリギリね。意味はま
登。ギリギリボーイズのチーム名
あ、オン・ザ・エッジかな」とか、 「ところでギリギリボーイズはカ
ランカ北壁の初登に成功したよう
で記録を発表していたこともあっ
「パチンコはピンボールをバーチ
そして平出和也と谷口けい
（彼
て、詳しい話を聞かせてほしいと
カルにしたようなゲーム機のこと。 だ。
質問を受けた。
ピンに当たった球がジグザグの軌
女は日本で最強の女性クライマー
彼らの記録は、デナリの南東に
跡を描いて落ちていくように、近
だ）のペアが、カメット南東壁を
延びる尾根を支える標高差２２０
接するいくつかの壁を継続して登
初登したらしい」
０㍍のバットレス、アイシス・フ
ることをクライマーたちのスラン
このふたつの初登攀がどれほど
ェイスを登り、尾根を乗り越えて
グでパチンコと呼んでいる。日本
の意味を持つのか、サミットに参
ランペルートを下降、そしてデナ
には大きな壁がないから、ヒマラ
加しているメンバーは即座に理解
リ最難とされるスロヴァク・ダイ
ヤのスケールに備えて２〜３本の
してくれた。ここでふたたび質問
レクト（標高差２７００㍍）を継
ルートをつなげて冬に登ることは、 攻めにあった私は、それぞれの登
続して登るというもの。 日間で
トップクライマーたちのトレーニ
攀の概要を説明し、カランカのギ
３つのルートをつなぎ、登高距離
ングとして常識なんだ。彼らはそ
リギリボーイズ隊には天野和明と
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■

いう新メンバーがいたこと。アラ
スカで活躍した横山勝丘は別のメ
ンバーとともにカンテガ北壁に挑
戦中だということ。そしてカメッ
ト南東壁のふたりは、知られてい
ないかもしれないがシブリン北壁
などの実績をもち、エベレストを
はじめとする８０００㍍峰もそれ
ぞれ複数登っている実力者である
こと、などと説明したのだった。
続いてなぜ、日本人クライマー
は急にアルパインの世界で活躍で
きるようになったのか？ 彼らの
質問に、
私は次のように答えた。

クライマーズ・ミーティング
日本のアルパインクライミング
が元気になったキッカケのひとつ
は、
ＢＭＣ（イギリス山岳評議会）
が主催するウィンタークライマー
ズ・ミーティングにある。ご承知
のように、これは世界 カ国以上
の国から意欲的なクライマーを集
め、スコットランドのベンネビス
を中心としたエリアでともに登り、
交流をはかるイベントだ。 年２
月に日本代表として参加した馬目
弘仁と横山勝丘は、このイベント
に大きな影響を受け、 年２月か
ら日本版を企画。日本アルプスの

20
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ローガン南壁の初登攀に成功した横山 ・ 岡田ペア

能になり、それがそのまま世界に
通用することが実証されたという
ことだろう。実際にミーティング
で知り合った者同士で穂高岳の継
続登攀や黒部横断に取り組む機会
が増えたと聞く。なかでも黒部の
深いゴルジュを隔てて対峙する剱
岳と後立山連峰を継続して登るこ
とは、ヒマラヤ以上の手ごたえが
あるとも言われている。
「 パチン
コ・オン・デナリ」の完成は、国
内の冬期登山で鍛えられた力が海
外でも十分に通用することをあら
ためて証明し、若手クライマーの
意識を海外に向けるキッカケにな
ったといえるだろう。
ピオレドールと海外登山基金
エディターズ・サミットから年
が 明 け た ２ ０ ０ ９ 年 ４ 月、 前 年
度における最も優れたクライミン
グを顕彰する第 回ピオレドール
（金のピッケル）賞に、カランカ
北壁とカメット東南壁が選ばれた。
ノミネートされた６隊のうち、３
隊が日本隊（残るひとつがパチン
コ・オン・デナリ）であったこと
自体も快挙といえる。ピオレドー
ルの歴史のなかで、２つの隊はア
ジアで最初の受賞となり、谷口さ
17

穂高岳の麓（明神）にある山小屋
をベースにして、全国から先鋭的
なアルパインクライマー約 名を
集め、近く（明神岳や六百山）の、
地味だが手ごわいルートの数々を
登攀。夜はスライドショーを開い
て情報交換の場をつくった。これ
は地域や組織などのさまざまな枠
を超えて、国内のアルパインクラ
イマーが熱く交流を重ねた３日間
となり、イベント後のカランカ北
壁隊に明治大学山岳部ＯＢの天野
和明が加わるなど、メンバーの交
流も活発になった。
そしてもうひとつの日本隊の活
躍の理由として、日本には工夫次
第でヒマラヤのビッグウォールに
負けない困難なルートの設定が可
20

んは女性で初の受賞者となった。
そしてこの年は馬目弘仁、岡田
康 ペ ア が テ ン・ カ ン ポ チ ェ 北 壁
の新ルートに成功し、カンテガ北
壁では頂上直下で断念したものの、
横山勝丘・佐藤祐樹のペアが大胆
なラインに挑戦していた。こうし
てみると、 年は日本のアルパイ
ンクライミング界にとって大きな
節目になった年であり、若手クラ
イマーの層の厚さを世界に示した
年であったともいえるだろう。
翌 年はクンヤン・キッシュ東
峰南東壁やガウリシャンカール東
壁、ハンター西稜冬季単独などの
意欲的な挑戦が続いたが、これら
は悪天候等の理由で断念。スパン
ティーク北西ピラー第３登、タウ
チェ北壁初登、ネムジュン西壁初
登などの記録が注目された。
そして２０１０年。５月下旬に
北米のクライミングシーズンが終
わると同時に、海外のメディアか
ら問い合わせが入ってくるように
なった。「ギリギリボーイズのアラ
スカの記録を送ってくれ」
、
「マウ
ント・ローガンのルートがわかる
写真がほしい」等々。
前者は天野和明、長門敬明、増
本亮の、ギリギリボーイズによる
09

08

アラスカでの３本の初登攀記録に
ついて。後者は横山勝丘・岡田康・
鳴海玄希によるマウント・ローガ
ン南西壁の初登攀ルートについて
の問い合わせである。
両隊とも、それぞれ日本山岳協
会と日本山岳会の海外登山基金の
助成を受けての計画であった。ち
なみにピオレドールを受賞したカ
ランカ北壁とカメット南東壁も、
日本山岳会の海外登山基金の助成
を受けている（記録の詳細は『山
岳』
２００９年参照）
。彼らが口を
そろえて言うのは、プライベート
で年に１回の遠征費用を捻出する
のは大変なことで、助成には本当
に感謝している、とのこと。事務
局側としても、助成金がしっかり
結果に結びついたという報告を受
けるのはうれしいものだ。
これからのシーズン、
「 カラコ
ルムに残された最後の課題のひと
つ」と言われ続けてきたラトック
１峰北壁や、ランタンリルン東壁
といった、高難度のルートに日本
のプライベートチームが挑戦する。
ふたたび世界のメディアが注目す
るであろう彼らの登攀と、それに
続く若いクライマーたちの活躍を
見守っていきたいものだ。

■

ヒス ト リ ー

人の侍従次長に話してみるからそ

した。この件を当時、人事局長を
していた学友に話したところ、知

している時に書いたと思える所感
文を見つけ、そのことを日本山岳
会の会報『 山 』（４９１号 ）に寄稿

この数年前、私はスイスの山岳
ガイドが持っていた手帳のなかに
秩父宮雍仁親王がイギリスに留学

１９９０（平成２）年１月 日
の午後３時半ごろ、私は赤坂にあ
る秩父宮邸を訪ねるため、雪の降
るなか長靴を履いて、地下鉄赤坂
見附駅で降りた。ここでコインロ
ッカーに長靴をしまい、短靴に履
き替える。道路を横断して豊川稲
荷に向かって歩く。かなりの積雪
があり、また寒さも続いていて足
元が滑りやすくなっていた。
このようなことになった経緯を
少し説明しなければならない。

田二郎さん（当時の山岳会会長・
名誉会員）がご自分の車を運転し

告げる。待ち合わせをしていた山

のか、不思議であった。
秩父宮邸の前で警護官に氏名を

めるまでもないだろうと思ってい
た。それなのに、なぜ陛下が岡澤
という名前を改めて確認なさった

したい」ということであった。私
としては、日本山岳会会報に署名
入りで記事を書いたのだから、改

望遠鏡で見たとの想い出を語った
記事を思い出したからだ。何日後
か、その学友から電話があった。
私が送った資料を侍従次長が昭
和天皇にご披露したところ、陛下
は、その記事を誰が書いたのか確
かめたうえで、読み始めたという
のである。思いがけないことに侍
従次長は驚き、すぐ学友に電話し、
「今、お手元に差し出した資料を
陛下がお読みになっているが、記
事を書いたのが誰か、改めて確認

ほどあったろうか。玄関にはすで
に宮家に仕える人が出て待ってお
り、渡辺兵力さん（故人・日本山
岳会名誉会員）も見えているとい

う。靴を脱ぎ、スリッパを履いて、
待合室でしばらく休む。飾りに立
てるものもなく、置物がひとつと

きるように 脚くらいの椅子が半
円形に置かれている。妃殿下は公
的な場所で見るのとは異なり、お
くつろぎのご様子だった。これは
おそらく、古くからのお知り合い
である兵力さんが一緒だったから
だろう。かつて、故雍仁親王三十
年祭が東京豊島ヶ岡墓所で行なわ
れた時、兵力さんとお話になる妃

渡辺さんに促されて妃殿下の横に
座り、私がご説明申し上げる。亡
くなったご主人（故宮様）が書き

続いて、故殿下の所感文が載っ
ているフリッツ・シュトイリのガ
イド手帳を妃殿下にお見せする。

壁に絵が掛かっていた。
間もなく応接間に入る。団欒で

殿下のご様子は、かなり打ち解け
たお話しぶりだったからだ。
まず、日本山岳会にご寄贈下さ

そして故殿下の所感文が載ってい
る、スイス・グリンデルワルト郷
土博物館から特別に借り出したガ

雍仁親王がヨーロッパ留学中、
随伴責任者の林権助さんは、貞明

のと思うが、私がそれまで、この
種のものに感じる以上のものを妃
殿下はお感じになったようである。

る故殿下ご使用の山の道具類、山
残されたものをご覧になったご感
靴、クレッターシューズ、ピッケ
想は、グリンデルワルト郷土博物
ル、サングラス、手袋を拝見する。 館あて妃殿下のお礼の文面そのも

イド手帳を並べ、妃殿下、山田会
長、兵力さん、私が加わった写真

を山口峯生宮務官に写してもらう。 皇后（大正天皇の皇后）から雍仁

■

秩父宮妃殿下のスイスあてのお礼状

の人に資料を送るよう指示があっ
た。私としては、以前、ハレー彗

10

岡澤祐吉

星が地球に近づいた時、昭和天皇

て下さる。門から玄関まで

て見え、私を誘い玄関前まで乗せ
㍍

16

が弟宮の秩父宮、高松宮両殿下と

50
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親王にマッターホルン登山をさせ
ないよう頼まれていた。それに反
して、殿下をマッターホルンに登
らせたことで、林さん自身はおそ
らく心のうちで心配していたのだ
ろう。だが、そのことを一度も口
にすることなく、殿下がマッター
ホルン登山を無事にやり終えて戻
った時、
「 お 帰 り な さ い 」も 言 わ
なかったと、当時のエピソードを
妃殿下はいくつかご披露下さった。
また、林さんはその後、雍仁殿下
の墓守りを一生することにならな
くて済んだと、当時の胸の内を明
かしたとのことである。
昭和 年、妃殿下はご夫妻でグ
リンデルワルトを訪ねられた。そ
なり、その写真のひとつひとつに
ついて説明された。足がお悪いよ
うで、ステッキをつきながらであ

てこさせ、我われの横にお立ちに

しようとした兵力さんに、妃殿下
は
「作った人が喜んでくれるから」
とお話しになり勧めておられた。
お話を伺っている途中、用事が入
ってもすぐにお戻りになり、時間
のたつのも一向に気になさらない
様子だった。
程よい時刻においとまごいをす
ることにして、我われは立ち上が
った。妃殿下は玄関までお見送り
下さり、我われが靴を履き終える
までお立ちになっているので、お
傍の人が「外の風に当たっておみ

おもてなしの紅茶とリンゴのタ
ルトをご馳走になった。宮家の人
が作ったタルトをもうひとつ頂戴

殿下はお嬉しそうだった。

け取りに上がった件は山田さんが
当時、会報『山』
（５ ３ ８ 号 ）に
書いているのでそれをご覧いただ
きたい。その文で山田さんは、ス
イスのガイド手帳の件で秩父宮邸
に伺ったことは岡澤が書くだろう
と、おっしゃっていた。
もう 年も昔のことになり、遅
きに失したきらいがあるが、ＪＡ
Ｃの歴史の一コマとしてご披露す
ることにした。

同様、宮尾盤宮内庁次長と同じ高
校の先輩なので、私から連絡した。
秩父宮殿下ご使用の山道具を受

との手紙をもらった。藤森長官と

その席に立ち会った菅野弘夫東宮
大夫から、当時の藤森昭一宮内庁
長官にもこの日のことを報告した

のことを話してあるから、ご覧に
入れてほしいとおっしゃられた。
後日、東宮御所で、皇太子殿下
にもこのガイド手帳をお見せした。

を２本もお土産に頂いた。そして
私には、皇太子殿下にも雍仁親王
の所感文が載っているガイド手帳

足に障るから」と申し出るほどだ
った。
会津の限定品しぼりたてのお酒

った。
グリンデルワルトへお礼のお手
紙をと所望した私に、少々戸惑い
を見せておられたが、兵力さんの
口添えもあり、宮家の紋の入った
封筒、便箋に、何か気がついたこ
とがあったら言ってほしいと私に
話されながら、書きとどめる言葉
をひとつひとつお心の中で繰り返
し確かめるようにして、ペンを走
らせていらっしゃった。
スイスに送るため、妃殿下と、
殿下の遺品の品々、殿下の所感文

シュトイリのガイド手帳に記された所感文

の時の写真を我われに見せようと、 が載っているガイド手帳を一緒に
妃殿下は、何冊かアルバムを持っ
写真に納めさせていただいた。妃
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り強く感じられ、伝統的な登山文
化が継承されている土壌があるか
らでしょう。
４月 日、レコで２回の講演を
し ま し た。 午 後 に「 ス ポ ー ツ・
スペシャリスト」の本社で 名ほ
ど の 気 鋭 の ク ラ イ マ ー に、
「２
００９年秋の東チベット踏査行」
の講演をし、夜は巨大なアウトレ
ット・モールで４００人を超える
聴衆を前に、３カ所のスクリーン
を使って「チベットのアルプス」
のスライドショーをしました。こ
れほど多くの人に熱心に見てもら
ったのは初めての経験で、感動し
ました。日本では想像もつかない
ことです。

有能なファビオさんはレコに引
き続き、トリノの山岳博物館に本
拠を置くイタリア山岳会での講演
会もアレンジしてくれました。山
岳博物館としては世界一だと、彼
らが自慢する「国立トリノ山岳博
物館」を、館長の案内で見学し、
充実したイタリア山岳会の図書館
も 訪 れ、
『 Die Alpen Tibets
』を
寄贈しました。
４月 日の夜、講演は博物館で
行なわれ、 名ほどの出席者でし
た。期せずして日本山岳会を代表
する形でのレクチャーになり、帰
国後イタリア山岳会会長からお礼
のメッセージが届きました。会場
となった博物館はポー河を見下ろ
し、トリノの街の彼方にアルプス
を望める絶好のロケーションにあ
ります。１５０年ほど前に修道院
だった建物を利用し、アルプスの
展望台を兼ねて博物館が造られた
のだと、館長が説明してくれまし
た。ちなみに、イタリア山岳会の
現在の会員数は約 万５０００人、
英国アルパインクラブの譜系から
外れてクラブというよりはドイツ
山岳会（会員 万人）のように協
会的な運営をしています。伝統に
固執し、時代の流れに対応できな
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中村 保

12

演者を招待してイベントを開催し
ているといいます。
ファビオさんが私に目をつけた
の は、 日 本 山 岳 会 の 英 文 誌
『 Japanese Alpine News
』や海
外のジャーナルへの寄稿、および
拙書『 Die Alpen Tibets
』です。
海外に英文で発信を始めてから
年、ようやく欧米に「ヒマラヤの
東・チベットのアルプス」が定着
しました。 歳で企業戦士を卒業
して 年という歳月は、新しいラ
イフワークを一つの形にまとめあ
げるには適当な時間だと思います。
英語圏はすでに一巡し、フラン
ス語、スペイン語、ポーランド語、
韓国語でも紹介され、イタリア語
の
『 Stile Alpino
』 で も２回 に 分
けて特集が連載されました。今年
の 月にはポーランドで開催され
る第 回世界探検家フェスティバ
ルに招聘されています。その後も
スペインのバルセロナから招待さ
れています。このあたりも「未知
の世界・探検」への希求が日本よ

23

トラ ベ ル
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登山文化が根づいているイタリア
２０１０年４月 日から５月
日までイタリア旅行をしました。
目的は、イタリアでの「ヒマラ
ヤの東・チベットのアルプス」の
講演です。そのきっかけをつくっ
てくれたのが、湖水地方・コモ湖
の東端のレコにベースを置く
「 The Spiders of Lecco
」
（イタ
リア山岳会の有力支部）と関係の
深い、イタリア最大手の登山アウ
トドア用品販売会社です。レコは
『大岩壁の 年』のリカルド・カ
シンの根拠地で、イタリアで最も
多くの優れたクライマーを輩出し
ていると聞きます。その販売会社
「 ス ポ ー ツ・ ス ペ シ ャ リ ス ト 」
の コ ン サ ル タ ン ト で、 レ コ で 出
版 さ れ て い る 山 岳 誌『 Stile
』の編集にも携わっている
Alpino
ファビオ・パルマさんが、私の招
聘を進めてくれました。
「スポーツ・スペシャリスト」
はイタリアの８カ所で巨大なアウ
トレット・モールを展開し、ヨー
ロッパで唯一、毎月山岳関係の講
10
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400人を超える聴衆を前に「スポーツ・スペシャリスト」で講演
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い集団であるとの批判の声も聞か
れますが、支部の活動は活発であ
り、トレントのフィルム・フェス
ティバルを支援するなど精力的に
活動しています。
日本のように、アルピニズムの
原点が忘れられていることはなさ
そうです。また、日本山岳会の他
に、複数の協会・連盟が並立して
いるようなこともないようです。
これはアメリカでも英国でも同じ
です。
イタリア山岳会国立図書館は、
１４０年の歴史を持つヨーロッパ
におけるユニークな山岳文化のセ
ンターと自負されています。英国
アルパインクラブ
（１８５７年 設
立）にならい、イタリア山岳会創
設直後の１８６３年につくられま
ポー河を見下ろし、彼方にアルプスを望む「山岳博物館」

した。イタリア山岳会は、１８６
６年には英国アルパインクラブと
友好関係を結び、以後、海外の山
岳クラブとの連携を深め、図書館
の充実を図ってきました。
現在の図書館は、２００３年に
歴 史 的 な「 ト リ ノ の Monte dei
修道院」につくられた
Cappuccini
アルプスの展望台をかねるアブリ
ッチ公記念山岳博物館に移されま
した。イタリア山岳会のすべての
支部図書館の重要なお手本となっ
ていて、１万６５００冊のジャー
ナルを含む４万冊以上の蔵書があ
り、電子化も進んでいます。カナ
ダから日本まで、世界のジャーナ
ルが集められています。歴史的に
価値の高い資料が収集されている
ことは言うまでもありません。
山岳会やクラブの最も大事な使
命・役割のひとつが、図書館と良
質のパブリシティです。ところが、
現在の日本山岳会はこれを軽視し
ています。図書館の充実とは逆行
して、貴重な資料を平気で外部に
流失しようとしています。イタリ
アを含め、海外のクラブの図書館
の充実ぶりと、日本山岳会の図書
館に対する姿勢と比べて羨望を禁
じません。電子化についても同じ

です。アメリカン・アルパインク
ラブや英国アルパインクラブと比
べると、日本山岳会はたいへん遅
れています。
トリノは 世紀後半までイタリ
アの首都だったところで、歴史的
建造物の多い、よい街です。少し
前に、世界フィギア選手権大会で
浅田真央が金メダルを獲りました
が、そのことを聞いてもほとんど
の人が知りませんでした。日本と
のギャップを感じました。
またトリノでは、半世紀ぶりに
１９６１年ペルーアンデス・コル
ディエラブランカ遠征の際、リマ
で知り合ったイタリア・ベルガモ
隊のメンバーであったギナッペ・
ガ リ モ ル デ さんと旧交を温めま
した。ポー河の周辺で昼食をとり、
トリノ市内を案内してもらいまし
た。 歳 に な る 温 厚 な ガ リ モ ル
デさんは、２００１年まで山岳博
物館の館長を務めた人で、多くの
写真集を出版しています。その中
の一つに、小生の念青唐古拉山東
部の写真を掲載してくれています。
時空を超えた山仲間との付き合い
は素晴らしいものです。ペルーの
リマで出会ったイタリア隊のワル
テル・ボナッティーや、アンドレ・
80
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４万冊以上の蔵書をもつ「イタリア山岳会国立図書館」

オジョニ（帰国後にモンブランの
フレネイ山稜で遭難死）のことな
ど、話題はつきません。
トリノの後はシャモニ経由でス
イスに入り、オーストリアを経て、
ドロミテで３日間滞在しました。
ドロミテでは、レコから同行して
くれた『 Die Alpen Tibets
』出版
社のペドロさんと英語版の打ち合
わせもしました。ドロミテの玄関
口、ボルツァーノからは鉄道の旅
でした。 歳と 歳の私たち夫婦
には、重いスーツケースを持って、
ホームの低い駅で何度も乗り換え
をするのはかなりの苦労でしたが、
海の都ベニス、ロミオとジュリエ
ットで有名なベローナを観光し、
次の講演場所に向かいました。
（つづく）

75

■

マニ ュ フ ェ ス ト
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１・
（ 位 置 づ け ）森 づ く り 活 動 を

行なう団体
（以下団体という）

各地で「森づくり活動」が盛んだ。高尾の森で

３・
（情 報の開示）
上記の諸書類は、
必要に応じて日本山岳会か
ら情報の開示を求められた
ときは速やかに応ずるもの

日本山岳会における「森づくり活
は、原則として日本山岳会の
動」に関する基本ルール（全文）
各支部の管轄下に置かれる
ものとする。
日本山岳会の活動のひとつとし
て、森づくり活動が全国各地で定
２・
（各 種書類の整備） 団体の実
着しつつある。これが、日本山岳
施する活動に関する規約、活
会が目的として掲げる「自然保護
活動の推進」の一環として、適切
動計画及びその実績、会計実
かつ安全に行なわれることを願い、
績、資産状況、助成金、寄付
各地の森づくりの会が守るべき基
金などの入金状況など、活動
本的なルールを定める。この基本
の円滑な推進に必要な諸書
ルールは、日本山岳会の名におい
類を常に整備する。
て各地で行なわれる森づくりの活
動団体に適用される。

考えている。また、各団体に属し
て森づくり活動に参加している日
本山岳会の会員でないメンバーに
ついては、日本山岳会としてどの
ような位置づけをしていくのか、
各支部での「会友」の位置づけと
合わせてこれから検討していく課
題である。 

藤本慶光

「森づくり活動」
の基本ルールを策定
全国各地でいわゆる「森づくり
活動」が活発に行なわれている。
過日の日本山岳会支部長会議で、
各支部での実施状況を伺ったとこ
ろ、 の支部で何らかの活動を実
施していることがわかった。
「森
づくり活動」が果たして山登りと
どんな関係があるのかという意見
もないではないが、日本山岳会の
定款第四条４に定める「自然保護
活動の推進」に当たると考え、日
本山岳会の名のもとに活動するか
かる団体に、傘下の団体の一員と
して最低限守っていただきたい基
本的なルールを定めるべく、５月
の理事会に提案して承認を得た。
これらの団体がそれぞれ自主的
にさまざまな形で活動することは
言うまでもない。
各団体の位置づけを「各支部の
管轄下に置く」としたが、自然保
護委員会から生まれた「高尾の森
づくりの会」の所属については、
今後、当会と十分な話し合いを行
なって方向づけをしていきたいと

とする。

４・
（重
 要 事 項 の 提 案 と 報 告 ）日
本山岳会の全体の活動とし
て重要と思われる事項が発
生する場合は、日本山岳会の
理事会に提案して承認を得
るとともに、結果を報告する。

５・
（安
 全 の 確 保 ）活 動 に 当 た っ
ては、常に安全の確保に努め、
不測の事態が発生した場合は、
遅滞なく本部に報告する。

６・
（営
 利 活 動 の 禁 止 ）日 本 山 岳
会の目的からはずれる営利
活動は行なわない。

７・
（活
 動 の 主 体 ）森 づ く り 活 動
の主体が日本山岳会である
場合は、会長 代(表 を)はじめ
推進する役員の主体は本会
の会員がこれにあたる。団体
内で、本会の会員でないメン
バーに対して日本山岳会の
活動の一環であることを周
知徹底させる。
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「祝日法」
改正案の早期実現
「 山 の 日 」制 定 運 動 を 推 進
しよう
溝部忠増

S

会員の皆様のご意見、エッセイ、
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）

の日」を実現するタイミングのい
い時である。そこで、
「 山の日 」
の登場をめざす私案を披露し、皆
さんのご賛同を得たい。
①まず「山の日」に対する多く
の方々の関心を深めるため、組織
の全支部を動員、制定実現への署
名運動を展開する。さらに、山岳
に関わる他の団体や森林保護と取
り組む各種組織、自然保護団体に
も協力を求める。
②山梨県などの先例をいかし、
各支部単位に独自の「山の日」を
つくり、関連のキャンペーンや記
念イベントを展開する。全国的に
この運動が広がれば、いずれの日
を「山の日」にすれば適当か──
の、意見調整も進むだろう。
③「山の日」に対する小・中学
生の啓発のための副読本を作る。
さらに、高校生以上・一般向けの
教本も考える。これらによって登
山への意識を高め、登山のもたら

東西
南北

山を愛する岳友はもちろん、森
林保護と取り組んでいる国民がひ
としく渇望しているのは、
「 山の
日」の登場だろう。
「海の日」があ
るのに、なぜ「山の日」がないん
だろう……、こんな思いから「山
にちなむ国民の祝日をぜひに」と
いう声があがり、わが本部でもプ
ロジェクトチームがさっそく「山
の日」制定をアピール、会員への
呼びかけをはじめている。
一方、環境省でも全国を５ブロ
ックに分け、ずらしながら５連休
をとる「休日分散化」について祝
日法改正案を、今秋の臨時国会に
も提出する準備をすすめている。
この改正案に含めて、今こそ「山

全国支部懇談会（東京多摩支部）
「会員の力で明日の山岳会を」

す効果などをわかりやすく解説、
登山への参加を呼びかける。子ど
もたちを通じて、おとなの日本山
岳会への加盟参加の輪も広げる。
④総務、環境、文部科学、農林、
国土交通など、関係省庁・自治体
を網羅した祝日法改正案実現の推
進組織を作る。
⑤「山の日」ＰＲなど推進のた
め、広くポスター、詩歌、作文な
どを募集、これを各地に頒布、普
及を図る。森林文化協会・日本山
岳文化学会、関係自治体などに協
力を求め、さらにスポンサーには
住友林業など多くの関連事業の協
力を求める。
⑥祝日法改正案実現のため、活

自分たちの山岳会を考える集会に
したいと思います。また、前日に
は支部長会議との連続開催もでき、
東京ならではの全国支部懇談会と
な り ま す。 課 題 山 積 の 日 本 山 岳 会
の現状は、理事会や役員、担当者
などが細部を変えただけでは成果
が望めません。いま必要なのは、
会員が現状を意識し自覚して行動
する「会員の力」です。それが山
岳 会 を 変 革 し、 支 え る 大 き な 力 に
な る と 思 い ま す。 今 年 の 全 国 支 部
懇 談 会 に は、 全 国 の 会 員 各 位 の 出
席をお待ちいたします。
（支部担当 神崎忠男）

動を進める。衆参両院はもちろん、
各政党・関係自治体に呼びかけ、
「推進議員連盟」を組織する。
⑦すでに進められているが、Ｊ
ＡＣプロジェクトチームの活動を
推進するため、日本山岳協会、日
本山岳ガイド協会などとともに、
有識者を集めて「山の日」制定の
特別委員会をつくり、制定推進を
めぐる問題点を協議、その結論を
さっそく行動に移す。
⑧以上の事業を推進普及するた
め、新聞・テレビ・ラジオを通じ
ての広報 報･道・ＰＲ 広告に努め
る。スポンサーが必要ならば、自
然保護・森林関連の企業に呼びか
ける。

全国支部懇談会も各支部持ち回
り開催でほぼ一巡、今年の開催は、
新しく設立された東京多摩支部の
主管で、９月５日（日）、６日（月）
に東京で開催されることに決まり
ました。新たな懇談会を模索しよ
うと始まった全国支部懇談会です
が、東京での新しい支部による開
催は、従来の楽しい懇談会、交流
登山にあわせ「支部活性化会員集
会 」「 各 支 部 報 編 集 者 会 議 」 な ど
を盛り込み、会員の立場にたった
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日本登山医学会│││││

ところで、今回の会場は群馬県
温泉旅館を使用しての開催でした
みなかみ町といたしました。この
が、多くの方から「みなかみ町の
地での開催は、昭和 年に田中壮
楽しさを実感できた」と感想をい
佶氏が主催された第８回に引き続
ただいたことは、地元自治体なら
き、２回目となりました。
「近く
びに大会事務局として大変ありが
てよい山」と称される谷川岳をは
たく感じているところです。今後
じめ、尾瀬、日光、上州武尊、苗
とも日本登山医学会の企画に対し
者健康診断」のプロジェクトも本
場など、日本を代表する山々に囲
てご支援いただきますようお願い
格稼働へと体制が整いつつあるこ
まれています。さらに、最近では、 申し上げます。 
（齋藤 繁）
とを発表いただきました。これま
利根川の力強い流れを利用して、
でのパイロットスタディの検証や、 カヌー、カヤック、ラフティング
科学委員会│││││││
活動拡大へのステップについて、
などのリバーレジャーも盛んです。
探索山行「豪雪地帯奥会津
この学術集会で議論が進みました。 この地の利を生かして、今回の学
の地形と植生」
また、本学会での学術講演とし
術集会に参加いただいた方々に、
て、
「海の災害・救急医学」
「体温
現場でのフィールドワークを座学
５月 〜 日、恒例の探索山行
制御」
「国際感染症」
「邦人海外活
講習と併せて体験してもらえるよ
を実施した。参加者数は 名、日
本山岳会員以外の方々にも開放し
動支援」に関する興味深い話を発
う準備しました。
た。また、現地参加の会員の方に
表してもらいました。また、日本
さらに、学術集会事務局での企
はガイド役も兼ねていただき、そ
登山医学会の 年の歴史を振り返
画として、山岳救助訓練を実施し
の労に感謝したい。
る企画も準備し、本学会創設にご
ました。群馬県山岳連盟、群馬県
警察山岳警備隊、群馬県防災航空
日、南会津の只見町、
「 森林
尽力された日本山岳会・山本良三
氏、日本登山医学会・中島道郎氏
隊の協力を得て、高度なレベルで
の分校ふざわ」に宿泊し、初日は
に講演してもらいました。
訓練を行いました。幸い、気象な 「恵み森」
へ、大滝沢を長靴でじゃ
どの条件にも恵まれ、ヘリコプタ
ぶじゃぶ歩きながら、ブナ林やタ
ーを使った救助の訓練も実施する
モ、コナラ、ミズナラなどの植生
ことができました。予想をはるか
について現地ガイドと科学委員会
に上回る参加者に参加してもらい、 の森林インストラクターの諸氏に
積極的に救助技術にトライしてい
解説していただいた。危険な場所
ただきました。
もなく実に楽しい沢歩きであった。
学術集会には必ずしも適さない
この季節、代表的な山菜の一つで

22

２０１０年度日本登山医学
会学術集会を開催
「２０１０年度日本登山医学会学
術集会」を５月８〜９日の会期で
開催しました。日本登山医学会は、
我が国で低酸素医学、高所医学、
環境医学を、高度な学術的レベル
で議論する学会です。この領域の
臨床ならびに基礎研究に従事する
医師、救命救急医療スタッフにとっ
ては、学術交流の中核と言えます。
その記念すべき第 回大会は、
例年の会にもまして意義の大きい
学術集会であると考え、開催準備
を進めました。特に、今回は「認
定医制度」のスタート年となりま
した。これまで始動準備にあたら
れた方々の熱い思いが、本会合に
おいてめでたく実現へと花開いた
ことも、本学術集会の意義を一層
際立たせていました。また、
「登山
30
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日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です

ヘリコプターを使った救助訓練
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あるコシアブラは人間が食べても
日、宿舎からバスで会津のマ
した。
美味しいが、秋になるとその実は
ッターホルンの別名のある「蒲生
森林や里山の恵みを再認識し、
クマにとっても大好物とのことで、 岳」登山口に向かう。途中、地形
環境保全への意識を高めるため県
幹にクマの爪あとのある木が散見
や植生について昨夜のおさらいを
民の集い実行委員会、中国新聞社、
された。
した。蒲生岳は岩の塊のような山
中国放送が主催し、林野庁、県、
開催地の市や町、山岳団体などが
夕刻、講師の原田暁之氏による
である。大げさに言えば急傾斜の
「雪食地形」の講演。会津地方は
後援した。６月第一週の週末行事
尾根を直登する垂直の登山道であ
比較的低緯度地帯であり、標高も
として県民のあいだにすっかり定
る
（ロープや鎖は完備している）
。
高くないが、世界でも有数の豪雪
眺望はよく会津朝日岳、浅草岳な
着している。
地帯である。山腹に積もった雪が
どが指呼の間に望まれる。山の頂
６日、メイン会場の北広島町八
谷に向かって滑り落ちるときに山
上部は堅い岩が帽子のようにかぶ
幡高原であった開会式には地元の
肌を削る。岩盤が露出したルンゼ
さっている。一般参加者の方々に
小学生も参加し、代表が「山の大
状のスラブが無数に形成される。
は少々きついコースかと思ったが、 切さを理解し、行動の輪を広げま
アバランチ・シュートと呼ばれる
途中リタイアした２名を除く 名
しょう」と元気に呼びかけて盛ん
ものである。その前段階ともいう
が無事登頂を果たした。 
な拍手を受けた。このあと会場そ
べき「筋状地形」も会津の地形の
（箕岡三穂） ばの雑木林で山のグラウンドワー

特徴であることを勉強した。
クが行なわれた。
ここは、当日行なわれた霧ヶ谷
県民の集い実行委員会││
湿原観察会や、カキツバタ祭りに
ひろしま「山の日」県民の
訪れる見物客の交通の要所と言え
集い
る
場所。そばには芸北高原の自然
館や山焼きで有名な千町原もある。
八幡高原の代表的スポットと言っ
ていい場所の一角が地面まで光の
入らないまま放置状態の林だった。
１６０名が 班に分かれて下草刈
りや除伐に汗を流した結果、光が
入りこみ林の奥まで見通せるすっ
きりとした景観が生まれた。作業
に当たり サ
｢ サ、 ツ ル、 コ シ ダ、
「森林の分校ふざわ」 の前で、 参加者全員

50

43

９回目を迎える《ひろしま「山
の日」県民の集い》が、好天に恵
まれた６月６日の日曜日、広島県
内 カ所の会場で開かれた。参加
者は 会場を合わせてざっと８５
００人。わが広島支部でも、５日
の前日行事を含め 人を超える支
部会員が、各会場に分かれ、さま
ざまな行事で中心的な役割を果た

枯れ木は整理する。直径 ㌢以上
の木は基本的に残す。直径 ㌢以
下でもモミジ、コブシ、ナツツバ
キは残す な
｣ どの注意が徹底され
た。
それぞれの会場では、山の手入
れ、自然観察会、初心者向けの登
山講座、森のネイチャーゲーム、
森のコンサート、木工教室、各団
体等の活動展示など、開催地の特
徴やネットワークをいかしたプロ
グラムが繰り広げられた。
山岳５団体の「山の日」制定協
議会がつくった
『山を考える／
「山
の日」をつくろう』のリーフレッ
トが各会場で配られ、運動への理
解と協力を呼びかけた。
（兼森志郎、国枝忠幹）

地元の小学生も参加したメイン会場
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15

15

道、工業団地、牧場、造成地、果
樹園やグランドの中の三角点、集
合住宅の境界フェンスまで潜り込
んだりしたが、出会った方の親切
のお陰で通り抜けられた。その後、
盆地を抜け壺阪、明日香の丘陵地
から竜門岳へ高度を上げていった。
頂上から真北に吉野山がある。南
北朝時代はこの稜線の通行の要所
になっていたところである。
宇陀山地の植林帯の続く長い稜
線歩きののち、４月 日高見山に
向かった。霧雨の出発となったが、
急斜面の稜線ではこの時期として
は珍しい霧氷となった。強風に煽
られたエビノシッポが容赦なく顔
を打つ。翌 日は晴天に恵まれて、
一等三角点の三峰山
（１２３５㍍）
に立った。北方に延びた長い尾根
の先にこれから歩く大洞山・尼ヶ
岳が俯瞰できた。
この先、分水嶺は大きく北に方
向を変え布引山地へ続き、鈴鹿山
脈・伊吹山系を経て、濃密な藪の
中を滋賀・岐阜・福井の３県境三
国岳に向かう。
これからは三重県・
滋賀県・岐阜県・福井県の県境を
歩くことになるので、近隣支部会
員の方々の参加も楽しみである。
（久保和恵）

■ 12

支部

地形に惑わされたりした。徐々に
高度を上げた葛城山、燈明岳にな
ると縦走もしっかりした登山道に
なった。紀見峠から金剛山地は整
備されたダイヤモンドトレールを
伏見峠まで歩く。途中の行者杉は
大阪、奈良、和歌山の三県境、こ
こで分水嶺は和歌山県と離れ、伏
見峠から風の森峠へ一気に高度を
下げ、奈良盆地の西南部に入って
いく。田んぼが広がる農道、人家
の裏の三角点など、どこが分水嶺
なのか……判別が難しい。
また、第一級の寒波到来に見舞
われた東佐味から車阪のコースで
は、分水嶺を辿る楽しさで寒さに
耐えられた。雪の舞う里山の羅漢

24

だより

14

21

り、歩き続けている。
近畿分水嶺の特徴は、紀淡海峡
に浮かぶ友ヶ島（海抜０㍍）の低
山から盆地、丘陵、高原、そして
急峻な山岳地帯など、バラエティ
に富んでいることだ。西から東へ
の移動とともに、風土、生態系な
どの違いも感じられ、歴史的にも
興味深い地域である。これまでの
中央・四国分水嶺とは趣の異なる、
興味深い踏査となりそうだ。
鳴門に没した四国分水嶺は海を
渡り、紀淡海峡に浮かぶ友ヶ島に
上陸する。平成 年４月 日の第
１回は、思わぬ荒天で船が欠航と
なり、急遽、大川峠からの踏査に
変更。５月にリベンジの、友ヶ島
縦走を変則で行なった。大川峠か
ら始まる和泉山脈の縦走は徐々に
高度を上げていき、紀見峠まで７
回、延べ 日の行程だった。
低山では藪や倒木、蜘蛛の巣に
妨げられたり、紀北特有の複雑な

25

関西支部

28

13

20

21

54

11

22

全国各地の支部から、
それぞれの活動状況を、
北から南へとリポート
します。

25

近畿分水嶺踏査状況の報告
平成 年５月から開始した四国
分水嶺踏査は、総歩行距離４５９
㌔を歩いて 年 月に終了した。
踏査には延べ８４５名が参加し、
一般参加の中から入会者も５人を
超えた。
引き続き「近畿分水嶺踏査」を
開始。平成 年３月 日に「近畿
分水嶺踏査キックオフ集会」を行
ない、４月より毎月第４土・日曜
日に設定、これまで 回実施した。
開始から１年が経過した 年４
月現在、宇陀山地東端、奈良と三
重の県境に位置する「霧氷」で有
名な三峰山まで距離を延ばした。
これまでの参加者は延べ３８９名、
うち会員外 名である。分水嶺踏
査の機運は、衰微することのない
その面白さと、さらなる未知への
好奇心である。それが原動力とな
18
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４ 月24日、トクマ山（高尾山）東峰にて

図書紹介

そのまま近藤氏の登山観でもあろ
う。こうした人間の本能と身体性
を率直に承認するスポーツとして
登山を楽しむことに違和感をおぼ
える日本的風土のなかで、まこと
に稀有な例といえよう。かつ、そ
れを 年代という制約された時代
から継続的に実践できたというこ
とも刮目に値する。そこには、ま
ぎれもなく、自己のスタイルに対
する配慮と、それを肯定してやま
ない意志があり、それこそが近藤
氏の本領なのだった。
いまだアルプスが憧れの彼方に
とどまっていた時代にあっては、
おそらく近藤氏の実践は日本とは
切り離されて、レビュファやドメ
ゾンなどの名前と一体化した異国

が多数提供されるようになった現
在の状況のなかではどうなるのだ
ろうか。

いわゆる「百名山」に象徴され
る風潮のかたわらで、真剣にアル
ピニズムの限界が語られたりもし
ているが、登山をめぐってこのよ
うな袋小路的状況ができあがって
しまうこと自体、いかにも日本ら

しい現象に思える。登山、あるい
は遊びに対してもっと自由である
こと、その意味で、自分のスタイ
ルに自覚的であること、実はそう
した可能性が存在することを、本
書を読んでいると気づかされるに
違いない。
このこととならんで、近藤氏の
登山には、もう一つ大切なものが
込められていた。本書の扉に掲げ
られたレビュファの言葉と共に、
装丁者小泉弘氏による本体の表紙
に描かれた裝画を見てほしい。そ
こには、ザイルを共にするアルピ
ニストの精神が表現されている。

■ 13

近藤 等・著

なんともいえず愛おしい。いつか
忘れかけていた世界に引き戻され
るような気持ちが沸いてくる。ま
さしく、ＬＰレコードを聴く楽し
さにたとえられよう。じつに貴重
な作品ばかりだ。しかも、それは
イメージだけでなく、登るという
ことについても当てはまる。登山
あるいはクライミングにおいて忘
れてはならないものがあることを
再確認させてくれるが、そこに、

60

本書の現在的意義がある。
性を装う出来事として映っていた
日本の登山を文化的な類型から
のだろう。それが、世界がずっと
見た場合、伝統的には、修験道型、 身近になり、海外登山の企画商品
講中型、文人的趣味型、そして国

トン・レビュファは、登山につい
て、人間に生まれながらに授かっ

家発揚型などがあったと思うが、
近藤氏はそのいずれとも無縁だっ
た。彼のパートナーであったガス

に愛着のあるものを選びだして、
アルプスの峰々とその山行を語る
文とともに掲載したものだ。
山に行くときはいつも携帯して

もの」を使って楽しむ「無償の遊
び」だと言ったが、それはまた、

た肉体、筋肉、心という「最良の

いたという「軽くて嵩張らない」
小型カメラで撮影された写真は、
もちろんアナログ。見ていると、

ほぼ半世紀が経過した今、かつて
の山行を振り返りながら、山行の
合間に撮影した写真のなかから特

員に対しては、改めて筆者を紹介
する必要はあるまいが、１９６２
年に初めてシャモニを訪れて以来

近藤等氏のヨーロツパ・アルプ
スについての写真文集。本会の会

２０１０年 ３ 月
東京新聞出版部刊
Ａ ５ 判変形 １８９㌻
定価 ２５００円

『わが回想のアルプ ス 』
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レビュファ、コンタミヌ、そして
中野融というかけがいのないパー
トナーをいちどきに失った時、近
藤氏はいっさい登ることをやめた
のだった。
回想はオマージュにほかならな
い。アルピニスト近藤等が山登り
に求めたものが何であったかを、
このことはもっとも端的に語り尽
くしている。
（飯田年穗）

高木 誠・著

『氷河の消えた山 梓川源流
で時を刻む大地と生 命 』

２０１０年３月
東京新聞出版局刊
25㌢×26㌢ １４4㌻
定価 ２８５７円

平成 年に、田淵行男記念館が、
山岳写真、自然写真分野の新人発
掘を目的にした全国写真公募を実
施した。募集テーマは「日本の山
岳と、日本の山野に生息する動植
物の生態等を記録したもの 」
。５
点以上 点までの組み写真を１作
品とし、募集作品には１０００字
12

20

以内の制作意図（あるいは研究趣
旨）の解説、さらには写真ごとに
説明をつけて応募しなければなら
ないという条件の厳しいものであ
ったが、全国からハイレベルな作
品が数多く寄せられた。そのなか
から本書の著者である高木誠氏の
作品「生きている山」が、最高賞
の田淵行男賞に選ばれた。その高
木氏がこの第１回田淵行男賞受賞
から 年余の歳月をかけてまとめ
たのが本書である。
氏のかねてからの撮影テーマは、
山の自然を構成している基本要素
である「地形」とそれを覆う「植
生」について、「水」とのかかわり
という観点から浮き彫りにするこ
とである。本書によって、現在の
槍・穂高連峰や上高地の谷の景観
のなかに、かつての氷河の痕跡が
無数に残っているということに気
づかされる。また写真家の水越武
氏が「山岳写真集に新しい地平線
を切り開いた」とのコメントを寄
せているように、今の時代にあっ
た新しさと、自然に対する真剣な
姿勢が感じられる写真集である。
田淵行男の名著『山の意匠』
（１
９７１年、朝日新聞社）のなかに、
「カールの底」という題名がつけ

られた作品が掲載されている。ゴ
トムラウシ山遭難事故調査特別 
委員会・編
ロゴロとした岩の間を埋め尽くさ
んと深緑色の苔が生えているとい 『トムラウシ山遭難事故調査
報告書』
うものであるが、この作品に田淵
は、
「 氷雪に磨かれたまろやかな
岩盤 崩れ落ちたままの角張った
岩の堆積 ひしめき合い重なり合
う岩の荒海を尻目に ひときわ高
い槍の尖峰 大地の輪廻を刻む歯
車の軋みが岩の間から洩れてきそ
２００９年７月 日に大雪山系
う」
、
「私はそうした地形が、長い
で 名におよぶ死亡事故が起きた。
間氷雪の圧力が削られならされた
なかでもトムラウシ山では、１パ
底盤、いわばカールの残した最も
ーティでツアー、ガイドを含む９
新鮮で無傷な原型の一部のように
名が死亡した。本書は、夏山遭難
思われてならない。いつか専門家
としては前代未聞の悲惨なトムラ
にきいて、確かめたいと思ってい
ウシ山遭難の調査報告書である。
『山』
３月（７７８）号に節田重節
る」という文章を添えている。
氏が、
「
『コンビニ登山』の危うさ
本書の巻末には自然地理学、氷
河地形学、山岳環境解析の専門家、 を露呈したトムラウシ山遭難」と
岩田修二氏による「槍・穂高連峰
題してこの事故について、ツアー
と上高地の自然史」が掲載されて
会社やガイドの現状と問題点、最
いる。ここ約 年の間の、槍・穂
近の登山者の行動や態度について
高連峰と上高地の自然史の学術的
の所感を書いておられる。節田氏
発展は目覚しいものがあるが、そ
は請われて、第三者の立場から調
の内容をも端的にまとめた論文で、 査委員会の座長を務めたとのこと。
英訳も併記されており、本書の価
節田氏は巻頭で、ツアー登山と
いえども一般登山と同じくキビシ
値を高めている。きっと田淵が確
かめたかった内容も多く含んでい
イ自然が相手であって、安全に楽
るにちがいない。
しむためには自ずと知恵が必要で、
守るべきルールがある。
「 山登り
（財津達弥）
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20

10

16

２０１０年３月発行
Ａ ４ 判 92㌻
頒布価格 ２０００円
（送料込）
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の実力」はピンチにおいてこそ発
揮されるべき力であること。その
力とは何かをこの大きな遭難事故
を他山の石として学ぶべきである
と強調している。また、この委員
会は普遍的な登山者の目線で事故
を調査・検証し、向後に資するた
めに報告書をまとめた、としてい
る。次いで、多くのガイド登山に
関与する社団法人日本山岳ガイド
協会の磯野剛太氏が委員会設置の
経緯と経過を述べる。委員会は登
山、医療などの専門家６名で構成
された。
「遭難事故パーティ行動概要」の
項では、事故に遭ったツアーグル
ープ 名（スタッフ４名、登山客
名）の行動が７月 日〜 日ま
で、参加者（生存者）の証言を挿
入しながら時間をおって報告され
る。雨と強風のなかで、ガイドと
中高年登山者が次第に危機的状況
に追い込まれていく様子は凄惨だ。
事故の翌月に行なわれた「現地調
査レポート」では、事故に関連の
位置関係が略図で示されている。
「本遭難事故要因の検証と考察」
では、ガイドの判断ミスと能力不
足、ツアー登山旅行社の問題点と
中高年登山ブームの構造的問題を
15

19

13

17

論じて、お手軽なツアー登山の課
題を示す。そのうえで「今後のガ
イド、旅行業界および登山界に対
する提言」としてまとめている。
まず、ガイドの質のバラつきの
問題を強調し、ガイド協会に対し
てツアー登山ガイドのスキルアッ
きっきん
プが喫緊の課題であることを指摘
している。旅行会社は顧客獲得の
ための旅程保証よりも企画立案段
階から安全配慮義務を優先すべき
であると主張する。また、ツアー
登山者自身の知識、体力、技術の
向上を図る必要性を訴え、ツアー
登山者を含む多くの未組織登山者
に対して山岳組織や公共機関によ
る教育・啓蒙を提言し、登山者自
身の自覚をうながしている。
多くの登山者の認識が十分とい
えない低体温症についての基本的
な解説と、今回の事故での発症と
回復までを医師である委員が２章
をさいて詳しく解説する。また、
この事故は気象遭難と言われる。
高緯度の北海道の高山での夏期の
気温（雨の濡れによる体温）低下
と強風に対する認識不足を指摘し
ている。
このような、ていねいで明解な
報告書が事故後、すぐに発表され
『高山深谷』は、日本山岳会が1910年から毎年発行した写真集です。特

図書委員会

に第 １ 輯から 8 輯までは、オリジナルプリントが貼られて制作され、写真

集というよりアルバムと言ってもよいものです。撮影者には、石嵜光遙、

辻村伊助、高野鷹蔵、志村烏嶺、三枝威之介、近藤茂吉などのそうそうた

る名前が並び、会員から予約注文をとって頒布され、各輯とも百部前後し

か制作されなかったようです。

太郎らがデザインや制作をしていることで、特に第 4 〜 6 輯などは、それ

また特徴的なのは、各輯とも装幀がまったく違い、茨木猪之吉や中村清

全輯の体裁がそろっている写真集であれば、発行されて百年たっても書

籍として一括保存されている可能性は少なくはないのですが、サイズや装

幀すべてが異なるアルバムであるという特徴が災いし、現在、この『高山

深谷』の第 １ 輯から 8 輯が何点現存するのかは定かではないようです。山

岳界全体の貴重な財産でもある『高山深谷』を今後に確実に残すためにも、

現時点での全容の把握が必要であると考えます。

の方、
図書館や博物館などの収蔵先をご存知の方は（全輯揃いだけではなく、

会員・非会員を問わず、この『高山深谷』をお持ちの方、行方をご存知

バラでも結構です）
、その情報をお寄せください。

連絡先

三好まき子

090-8019-8601

344mm@mbe.nifty.com
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せるかが肝要だ。登山愛好者全員
が考え、実行せねばならぬことは
たくさんある。
本報告書は、日本山岳ガイド協
会（０３ ３-３５８ ９-８０６）で
頒布中。同協会のサイトでも全文
が読める。
（松澤節夫）
http://www.jfmga.com

ぞれ皮、ベニヤ板、キャンバス地を表紙に使うというユニークさです。

たことを高く評価したい。こうし
た事故は、ガイド協会とツアー登
山主催業界の痛切な問題であり、
われわれ登山者も深刻な事実と問
題点をつきつけられて、身につま
される。毎度繰り返されることだ
が、安全で楽しい山登りをするた
めに、この教訓をどうしたら生か

『高山深谷』についての情報をお寄せください

遺族、原孜様から図書管理・維持
費として５万円の寄付があった。
３・支部ルーム取得の問題
（宮崎）
広島支部から３年後に到来する
支部創立 周年を機に支部ルーム
を取得したいが、それに伴う不動
産登記等の諸問題についての相談
があった。今後の問題として検討
をしていきたい。
４・日中韓交流学生登山報告
（相馬）
第４回日中韓交流学生登山は、
５月 日〜 日の間実施し成功裏
に終了した。 〜 日に３パーテ
ィに分かれて⑴槍ヶ岳、⑵蝶ヶ岳
と常念岳、⑶西穂独標に登った。
５・指導者賠償責任保険（宮崎）
６月に指導者賠償責任保険の契
約更新があるので内容等について
確認し更新する。
６・日本山岳ガイド協会総会
（会
長）
日本山岳ガイド協会の総会及び
懇親会が５月 日に開催され尾上
会長、宮崎副会長が出席した。
７・全国支部懇談会開催（神崎）
今年度の全国支部懇談会は東京
多摩支部での開催が決まった。開
催要領の詳細は成案を得て追って
発表する。
８・ 会報『山』５月号編集報告（成川）
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務
３５

平成 年度第２回
（５月度）
理事会
日時 平成
年５月 日
時

分〜 時まで
場所 日本山岳会会議室
【出席者】
尾上会長、神崎・宮崎・
藤本
 各副会長、成川・岡部
各常務理事、太田・相馬・
山川・野沢・中山・永田・
萩原各理事、平井監事、近
藤・酒井・森各常任評議員
【委任】堀井・ 谷 川 各 理 事、深 川
監事
審議に先立ち４つのプロジェク
トチームからそれぞれの活動進捗
状況、課題・問題点等について対
応状況の説明、報告とそれらに対
する質疑、意見交換を行なった。

以上の５章 条、附則で構成し、
承認機関は理事会、管理は財務担
当理事とする。
（承認）
３・
「 高 尾 山 子 ど も 冒 険 学 校 」名
義後援申請（神崎）
毎日新聞社から標記活動の名義
後援依頼があった。
（承認）
わたる「森作り活動」を勘案し基
４・岩橋崇至「山の世界展」名義
本ルールとした。このルールの承
後援申請（宮崎）
認機関は理事会、管理は自然保護
山岳写真家・岩橋崇至会員（９
担当理事とする。
（承認） ３７４）
から申請があった。（承認）
５・山岳資料使用許可申請
（宮崎）
秋田魁新報社から『山岳』第
２・基金および積立金等に関する
規定（岡部）
号の成田安輝「進蔵日誌」掲載の
前年度３月度理事会で「基金お
肖像写真を秋田魁新報紙面に使用
よび積立金等に関する規定」を新
したいとの申請があった。
（承認）
たに制定することが決定され、そ
６・新支部長就任（宮崎）
の後財務委員会を中心に検討を重
山陰支部 新支部長・白根 一会
ね、成案を得たので提案する。
員（８２２８）
、 前 支 部 長・ 高 田
允克会員（５４０４） （
第１章 総則＝目的および特定費
 承認）
用準備金、特定資産取得資金、引
当対象資金についての定義
【報告事項】
第２章 特定費用準備金＝保有、
１・通常総会報告（宮崎）
管理、取崩し等
北九州支部から第 回通常総会
第３章 特定資産取得資金＝保有、 開催の報告があった。
管理、取崩し等
２・寄付金報告（２件）
（岡部）
第４章 公表および経理処理＝特
⑴故河野之保会員（９０６９）
定費用準備金等の公表・経理処理、 のご遺族 金子恵子様から 万円
の寄付があった。
引当対象資金の経理処理等
⑵故原蕃会員（１８５１）のご
第５章 雑則＝改廃、細則、附則

14

18

会
２２

２１ ２２

１９

１８

【審議事項】
１・日本山岳会における
「森づくり
活動」
に関する基本ルール
（藤本）
懸案であった「森づくり活動」
の基本ルールを提案する。多岐に

15

15

18
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13

11

10

65

12

山
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図書受入報告（２０１０年 5 月）
著

者

書

名

ページ・サイズ
95p／27cm

出版元

刊行年

寄贈／購入別

橋本勝(私家版)

2010

著者寄贈

角川書店

2010

著者寄贈

橋本 勝

谷川岳――橋本勝写真集

雁部貞夫

ゼウスの左足――雁部貞夫歌集（21世紀歌人シリーズ）

河本卓生
（編）

ロプチン峰初登頂――東チベットカンリガルポ山群（山と人 No.18） 420p／26cm

神戸大学山岳会

2010

発行者寄贈

羽根田治

山の遭難――あなたの山登りは大丈夫か（平凡社新書 No.506） 255p／18cm

平凡社

2010

出版社寄贈

260p／20cm

京都府立大学山岳会（編） 平成21年 4 月北アルプス鳴沢岳遭難事故調査報告書

158p／26cm

京都府立大学山岳会

2010

発行者寄贈

斉藤 繁

病気に負けない健康登山 (ヤマケイ山学選書)

214p／18cm

山と溪谷社

2010

出版社寄贈

勝峰富雄

山で見た夢――ある山岳雑誌編集者の記憶

285p／20cm

みすず書房

2010

著者寄贈
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田中 徹 （１２９３９）
藤本外史 （１２９２８）福井
鈴木邦子 （１２９４３）静岡
井戸川三男
（１３４３５）
入交忠誠 （１３９３７）京都

金子守邦 （１４００８）
鵜飼規夫 （１４４７２）岐阜
終身会員
小原 俊（６９６６）
野沢広作（６３７４）

N

１日
６日

日
日
日
日

ゆきわり会
自然保護委員会 麗山会
会報編集委員会 山遊会
土曜会
会
システムＰＴ ＪＡＣ ＹＯＵＴＨ ＰＴ
５月来室者 名

O

50 19018 0003

７日

I

定員 支部
 活性化全国大会、懇親
会については定員２００名
申込 ７月
日厳守で、①支部一

括②個人（ハガキ、ＦＡＸ、
メール）で申し込む。支部
名、参加希望の行事（支部
活 性 化 全 国 大 会、 懇 親 会、
記念山行）
を明示のこと。
申
込者に詳細を送ります
申込・問合 東京多摩支部全国支

部懇談会事務局
（〠
東
京都立川市栄町５ - -、
山本憲一方
・ ０４２ -

インフォメーション

５３７ ３-４５７
ttm@jac.or.jp)
◆第 回上高地インタープリテー
ション
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A

31

日
日

30

日

30

日

12

日
日
日

日

日

日

日

日

◆第 回全国支部懇談会と記念山
行
東京多摩支部

支部活性化プロジェクトが同時
開催する「支部活性化全国大会」
と、記念山行の詳細案内。
期日 ９月５日㈰〜 ６日㈪
会場 京王プラザホテル多摩
日程 ５日
時 分受付、支部

活性化全国大会を 時、懇
親会を 時 分から開催
６日
記念山行 Ａ高尾山

①往復徒歩②登りのみ徒
歩③往復ケーブル利用。Ｂ
高尾の森づくりを見学。Ｃ
多摩御陵散策
費用 １万
 ９０００円（宿泊・懇
親会・記念山行 )
18

31 29 27 26

01

会員異動（５月）
物故
斉藤健治（４６５１） ・５・５
室津健次
（１３９８６） ・５・
退会
在間泰雄 （６０１４）
小島三郎 （６３２６） 石川
守田治夫 （６７９２） 関西
木村 繁 （７４５４） 岐阜
苣野 盈 （８３０７） 北海道
松本壽一 （８６３４）
井上 保 （９３０６） 信濃
鈴木松三 （９３１７） 福島
左近允輝一
（９４７３）
近藤良夫 （９８７０） 京都
山下俊一 （９９６２） 山陰
山口 宏 （１０２６１）
東海
下口正夫 （１１２６７）
鳥居紹雄 （１１５９７）
中村佐千夫
（１２６７５）
岡本博三郎
（１２７４３）
京都
岩田和夫 （１２７５９）京都
10 10

5月
評議員会
学生部 高尾の森づくりの
会 みちのり山の会
東京多摩支部 スケッチク
ラブ スキークラブ
総務委員会 スキークラブ
図書委員会 支部活性化Ｐ
Ｔ 緑爽会
常務理事会 集会委員会
山想倶楽部
フォトビデオクラブ 山岳
地理クラブ 山の自然学研
究会
会報編集委員会 九五会
山の日制定ＰＴ
資料映像委員会 総務委員
会
山岳研究所運営委員会 Ｊ
ＡＣ Ｙ-ＯＵＨ ＰＴ スケ
ッチクラブ スキークラブ 会
理事会 三水会 山の自然
学研究会
科学委員会 山遊会 つく
も会
総務委員会 ＪＡＣ Ｙ-Ｏ
ＵＴＨ ＰＴ
インターネット小委員会
千葉支部 スキークラブ
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山の自然学研究会／自然保護委員会
男写真作品公募を終えて」をテー
期間 ８月１日㈰〜 日㈰
マに開催。
・ガイドウォーク
日時 ７月
日㈯ 時 分〜 時

大正池、小梨平、明神方面
分まで
・ミニトーク（ 時半〜）
場所 安曇
 野市穂高交流学習セン
温泉
ター「みらい」
 ホテル、アルペンホテ
申込 ７月１日 時必着で、Ｆ Ａ
ル、西糸屋山荘

Ｘ、
メール、
ハガキで申し込
・子供スケッチ会（アルパイ

ンスケッチクラブ会員の
む。電話での申込みは不可
協力）
（８月５日〜９日）
（〠
安曇野市豊科南穂高５０
問合 櫛田
 勁（ ０４５ ９―６２ ― ７８ ２― 田淵行男記念館 記念
３７８６
シンポジウム係
０２６３ ７―
） ２ ９９６４
Kei35@gf6.so-net.ne.jp
―
◆小泉武栄氏の巡検
）
yukio-tabuchi.muse@vesta.ocn.ne.jp
山の自然学研究会
▪特別企画展「独創 田淵行男
作 品 制 作 の プ ロ セ ス に 迫 る」
、
北八ツ・坪庭での植物再生の姿
と、縞枯山でのシラビソの変遷の 「生 々 流 転 〜 水 越 武・宮 崎学・海野
和男 自然環境を見つめて」を同
観察をします。
日時 ９月５日（日）
時開催。
定員
人（往復チャーターバス
会期 ７月 日㈫〜 月 日㈰
利用）
▪「第３回田淵行男賞写真作品公
費用 約７０００円
（バス代含む） 募受賞作品展」
集合・解散 ＪＲ国立駅
会期 ７月２日㈮〜 日㈫
申込 ７月 末 ま で に、櫛 田 勁（
問合 田淵

 行男記念館（ ０２６
３ ７―２ ９―９６４）
０４５ ９６２ ３７８６
―
―
◆「第 回山岳写真展」開催
）
kei35@gf6.so-net.ne.jp
◆田淵行男記念館開館 周年記念
アルパイン・フォト・ビデオクラブ
シンポジウムのお知らせ
日ごろの登山活動から心に映っ
「田淵行男作品と今後の自然・山
た山々を、それぞれの視点と感性
岳写真について
第３回田淵行
で切り取った山岳写真約 点。

25
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会期 ９月
 ２日㈭〜８日㈬（ 時
〜 時 最終日は 時）
場所 日本
 写真会館５階 ポート
レートギャラリー
（ ０３ ３―３５１ ３―００２
ＪＲ四ッ谷駅より徒歩３分）

問合 川嶋
（ ０３ ３―８７
 新太郎
３ ０―９０７ )
◆巡回写真展のお知らせ
▪山形支部主催で「アルパイン・
フォト・ビデオクラブ平成 年度
作品 点」の巡回写真展を開催。
会期 ８月 日㈮〜 日㈭
場所 山形
 県酒田市綜合文化セン
ター１階ホール
▪信濃支部主催で「アルパイン・
フォト・ビデオクラブ平成 年度
作品 点」の巡回写真展を開催。
会期 ９月１日㈬〜 日㈫（９時

分〜 時 分、
日曜休館）
場所 柏与フォトサロン大門
（ ０２６ ２３２ ７―６０９
―
長野
柏与文具
 市大門町
２階）
◆第７回「土曜放談会」 土
 曜会
昔の土曜会のスタイルを踏襲し
て開催しています。今回は山の名
前にちなんだお酒は未定ですが、
適当なものがなければ「八海山」
になります。
17

日時 ７月 日㈯ 時〜 時 分
場所 日本山岳会集会室
費用 １０００円
問合 箕岡
 三穂（ ０４２‐７７
６‐１７８８
）
kjtc1937@theia.ocn.ne.jp
◆松田敏男 山の作品展
漆技法を取り入れたシルクスク
リーン、日本画、漆によるジオラ
マなど、新たな方法で山の情景を
表現した約 点を展示。
会期 ７月
 ８日㈭〜 日㈫ 時〜
時、 日は 時まで）
場所 嶋屋
 画廊（中京区四条通富
小路東入
０７５ ２―１
１ １―０２３）
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■訂正とお詫び
月
（７８０）号、５ ㌻ １段
行目「白水社」は「白山書房」の誤
りでした。訂正してお詫びします。
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